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SILK MIXED COAT &
SHIRT

シルクの光沢と質感で
格上げする上質カジュアル
上品な艶を楽しめるシャツとコート。
シャツはウォッシャブルで、
白の清潔
感をキープしやすい点もポイントです。
スタイリングの要は旬ボトム。
このパン
ツ、
トップスをインしても着崩れにく
いよう、
ベルト裏には滑り止め付き！
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シルク混コート 28,080円

（本体：ポリエステル70％・絹30％、
裏地：ポリエステル100％／36・38）

シルク混シャツ 19,440円

（ナイロン65％・絹35％／36・38）

ワイドパンツ 12,960円

（ポリエステル76％・ レーヨン12％・
麻11％・ポリウレタン1％／36〜40）
■ ニューズスクエア スタイリング
すべて ONLY MI

いますぐ取り入れたい
天然素材の贅沢な魅力
肌にやさしく、吸湿性や
保温性にもすぐれた天然素材シルク。
上品な艶感や軽やかさが魅力のシルク混アイテムで、
春にふさわしいおしゃれをスタート！

春は絹――

ファッションに
取り入れたい
シルクたち
日々進化している素材研究や加工技術――
そのおかげで高級素材のシルクはぐっと身近に。
毎日のおしゃれや旅先で、素敵な大人を演出する
新春のシルク アイテムを選りすぐりました。

SILK KNIT CARDIGAN

洗えるシルクカーディガンで
感じる “ 日常の贅沢 ”
春色に白い貝ボタンが爽やかなカー
ディガンは、ヒップが隠れる丈が着こ
なしやすい１着。ほどよく地厚な編み
地なので肌寒い春先から活躍します。
高級綿のカット アンド ソーンとロー
ズオイル加工のパンツで 心地よい カ
ジュアルに。
ウォッシャブルシルクカーディガン
18,252円

（絹100％／M・L）

〈フォー ウィークエンズ〉
ローズオイル配合ストレートパンツ
12,960円
（ポリエステル63％・レーヨン34％・
ポリウレタン3％／7〜13）
■

ニューズスクエア トップス＆ボトムス

〈ナンバートゥエンティワン バルド ロゼ〉
2WAYトートバッグ
31,320円
（牛革／約32×42×14cm）

ニューズスクエア ハンドバッグ
すべて ONLY MI

■

〈 BPQC 〉
ブロックチェックストール
8,640円

（指定外繊維
（テンセル）
90%・絹10%／約65×180cm）
■

ニューズスクエア シーズン雑貨・
ファッションパーツ

※価格がない商品は参考商品です。
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華 やぎ カジュアル 派も 辛 口オフィス 派も
シルクで着 こな し をブラッシュアップ ！

シルクのデイリーユースを叶える
新素材「SHIDORI」
扱いが難しい繊細な素材シルクを
ぐっと身近にした新しいシルクが「SHIDORI」
。
ピュアシルクなのに、色落ちや風合いの
変化が少なく、気軽に着用できます。

SILK CARDIGAN,
CUT & SEWN

「SHIDORI」のアンサンブルで
洗練のマリンスタイルに
着流し風カーディガンに、カット ア
ンド ソーンを合わせれば、新感覚の
アンサンブルに。どちらもシルクなら
ではのとろみと艶感、軽やかさが魅力
です。上品なネイビーのトップスは、
白いボトムと小物使いで清潔感ある配
色に。
〈 23区〉
カーディガン 52,920円
（絹100％／38）

カット アンド ソーン 31,320円

（絹100％／38）

23区
すべて ONLY MI

■

※価格がない商品は参考商品です。
※靴はスタイリスト私物
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〈Ready for the Weekend Made in Yonetomi〉
ニットベスト 20,520円
（綿59％・麻36％・絹5％／36・38）

SILK LONG GILET &
BLOUSE

SILK MIXED KNIT &
PANTS

ジャケットに替わる新提案、
ロングジレ＆ブラウス

〈 ICB 〉
肩肘張らない着心地でスタイルよく決 ロングジレ 42,120円
（絹100％／S）
まるロングジレとブラウス。パンツを
合わせたオールブラックのクールなス ブラウス 28,080円
タイリングがおすすめです。上質なシ
ルク 100％の素材に特殊な加工を施す
ことにより、ご家庭でも洗えるアイテ
ムになっております。

（絹100％／4）
■

ICB

すべて ONLY MI

※価格がない商品は参考商品です。
※ 3 月中旬展開予定

私だけのこだわりと贅沢。
カジュアルにこそシルク……

〈Ready for the Weekend〉
ガウチョパンツ 31,320円
（綿70％・絹30％／36〜40）
※3月下旬展開予定

※レディ フォア ザ ウィークエンドの
取扱い店舗についてはP61をご参照下さい。
※2 伊勢丹松戸店、伊勢丹浦和店では2階
フォー ウィークエンズでお取り扱いいたします。

■ レディ フォア ザ ウィークエンド
すべて ONLY MI
フリンジをあしらうことで、大人に
※価格がない商品は参考商品です。
ぴったりの遊び心あるニットをシルク
をミックスした天然素材の糸でつくり 〈BPQC〉スクエアスカーフ 14,040円
ました。タック使いのフレアーシル （レーヨン83％・麻10％・毛5％・ポリエステル2％／
約110×110cm）
エットが女性らしいパンツも、ほんの ■ ニューズスクエア シーズン雑貨・
りエレガンスが漂うシルク混素材です。 ファッションパーツ

6

O NLY
MI

ここにしかない、
私のためのもの

PA R T. 0 1

結んで
三角形に折って前から首に回し、正面
で結んだアフガン巻き。定番 80cm よ
り大判サイズなので、巻きやすく決ま
りやすいと好評です。三越伊勢丹限定
柄をプリントし、起毛加工で滑りすぎ
ないソフトな素材感に。
〈ドローレ・
ドローレ〉
シルクスクエアスカーフ 19,440円

機能性と品格を満たす
シルクのセットアップ

（絹100％／2柄各3色／約110×110cm）
■

ニューズスクエア シーズン雑貨・
ファッションパーツ

ONLY MI

※価格がない商品は参考商品です。

湿度の高い場所でハンガーに掛けておけば、
畳みジワが取れ、家庭で洗える
シルクのウエアは、旅行用にも最適。
光沢のあるシャンパン色のひと揃いで、さあディナーへ。

人気再燃！ 幸せ色の
シルクスカーフ＆ストール
春の気分を簡単に取り入れられると
注目のスカーフ＆ストール。
肌に触れやすいから、柔らかな肌あたりが嬉しい。

SILK BLOUSE & PANTS

巻いて
ドローレ〉
折り畳んでから、首元に巻いて、好み 〈ドローレ・
の色や柄が出るように微調節を。定番 シルクコットンストール 16,200円
（綿55％・絹45％／約80×180cm）
人気のストールですが、ワンウォッ ■
ニューズスクエア シーズン雑貨・
シュをかけることで、こなれた風合い
ファッションパーツ
を出しています。
ONLY MI
※商品一枚一枚柄の出方が異なります。

軽快なタックボーダー、
洗いをかけた素材感が新鮮
4 〜 6 月の繭玉から厳選した品質のよ
いシルクを使ったセットアップ。エレ
ガントな素材なので、横使いのピン
タックや製品洗いでいまどきのカジュ
アル感をプラスしました。着心地のい
いシルエットは、華奢に見せる効果も。

※価格がない商品は参考商品です。

〈ヤッコマリカルド〉
ピンタックロングブラウス
52,920円
（絹100％／M-L・L-LL）

肩にかけて

デザイナー木内知恵子氏が手掛ける
のアーカイブ柄を、三越伊
「Kiwanda」
勢丹だけの色合いでストールにしまし
た。秋田の手捺染による幻想的なプリ
ントを楽しみたくて、ふんわりと肩に
かけてみます。
〈 Kiwanda 〉
シルクレーヨンプリントストール
19,440円

（レーヨン65％・絹35％／3 柄各3色／約50×200cm）
■

ニューズスクエア シーズン雑貨・
ファッションパーツ

ONLY MI

※価格がない商品は参考商品です。
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ワイドパンツ
46,440円

（絹100％／M-L・L-LL）

ネックレス 10,800円

（水牛の角・貝／約35cm）
■

ヤッコマリカルド

〈ドローレ・ドローレ〉
シルクスクエアスカーフ
19,440円

（絹100％／２柄各３色／約110×110cm）
■

ニューズスクエア シーズン雑貨・
ファッションパーツ

〈ナンバートゥエンティワン バルド ロゼ〉
4WAYリュック 31,320円
（牛革／ナイロン／約32×28×14cm）

ニューズスクエア ハンドバッグ
すべて ONLY MI

■

※価格がない商品は参考商品です。
※靴はスタイリスト私物
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