
23 spring  fog linen work  



23 spring  fog linen work  
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Top  LWA524-1337 ,   Pants LWA523-17 Top  LWA536-1337 ,   Pants LWA553-17
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Dress  LWA522-1337 ,   Pants LWA523-2697
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Dress  LWA529-1337 ,   Pants LWA553-2697 Dress  LWA537-41 ,   Pants LWA523-2697
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Coat  LWA520-41 ,  Top  LWA568-34A ,   Pants LWA553-2697 Top  LWA568-34A ,   Pants LWA553-2697
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Dress  LWA527-2425 ,  Pants  LWA191-1073Dress  LWA563-2425
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Top  LWA541-2425 ,   Skirt  LWA569-2425 Top  LWA535-2425 ,   Pants LWA553-2697
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Top  LWA521-2697 ,   Pants LWA191-2426Jacket  LWA556-2426 ,   Pants LWA523-17
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Top  LWA536-630 ,   Pants LWA523-2403 Coat  LWA520-2403 ,  Top  LWA536-630 ,   Pants LWA523-2403
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Top  LWA521-56 ,   Pants LWA523-2403 Dress  LWA527-2403 ,   Pants LWA191-1073
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Top  LWA490-2508 ,   Pants LWA553-2403 Top  LWA524-2508 ,   Skirt  LWA569-2403
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Dress  LWA537-2403 ,   Top  LWA490-571 ,   Pants LWA191-2426 Top  LWA568-2697 ,   Pants LWA553-2403
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Dress  LWA526-901 ,   Pants LWA191-2426 Long Shir t  LWA498-402 ,   Pants LWA523-2403
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Top  LWA535-19 ,   Salopette LWA533-17
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Dress  LWA566-17 ,   Pants LWA523-2697Top  LWA521-2697 ,   Pants LWA523-17 ,   Scarf LWS230-34A
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Dress  LWA563-17 ,   Pants LWA553-2697Top  LWA535-19 ,   Skirt  LWA569-2681
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Jumpsuit   LWA516-17Top  LWA524-17 ,   Pants LWA553-2697
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Coat  LWA520-17 ,  Top  LWA541-19 ,   Pants LWA553-17 ,   Scarf  LWS231-BENAPLTop  LWA541-19 ,   Pants LWA553-17 ,   Hat LWE144-17
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Dress  LWA567-17 ,  Top  LWA490-571 ,   Pants LWA523-17 Top  LWA490-571 ,   Pants LWA523-17



Top  LWA525-17 ,   Pants LWA523-2697 Top  LWA525-N ,   Pants LWA553-17
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Dress  LWA522-93 ,   Pants LW191-2511

Top  LWA521-2697 ,   Pants LWA553-17

Jumpsuit   LWA516-93
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Top  LWA494-2121 ,   Salopette pants LWA533-93 ,   Hat LWE144-93
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Top  LWA494-2370 ,   Pants LWA553-2697 ,   Scarf LWS230-910 Jacket  LWA556-2370 ,   Pants LWA553-2697
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Dress  LWA567-789 Dress  LWA488-870 ,   Pants LWA553-2697
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Top  LWA494-2121 ,   Pants LW191-2511 Dress  LWA529-2121
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Dress  LW488-359 Top  LWA526-553 ,   Pants LW191-1073
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Dress  LWA535-668 ,   Pants LWA191-1073 Top  LWA568-1188 ,   Pants LWA523-2697
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Dress  LWA566-2067 Top  LWA568-1188 ,   Pants LWA523-17
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Long Shir t  LWA498-1512 ,   Pants LWA553-2697

Photo :  Nao Shimizu

Styl ing :  Nao Nakako

Model :  Meri i

Hair  make up :  Hiroko Nishi

Special  thanks to 

シモキタ園藝部
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ROBIN PANTS   ロビン パンツ 

LWA191 ¥14,500, material : Linen 100% 厚地

size : waist free, inseam 57 cm 

【1073】 アイスグレー ,  【2426】 ブルーエット ,  【2511】 ベージュグリーゼ

人気のロビンパンツが今シーズンも登場。 ゴム仕様のウエストと深い股上で

安心感のある着用感ですが、 スタイルアップしてみえる綺麗なシルエットが

人気の秘密。 裾に向かってやや細くなるデザインなので、 コーディネートに

よって裾をロールアップしても。 シンプルで合わせるトップスを選ばないので

色違いで持っていてもデイリーに活躍します。 両サイドポケット付き。

REN DRESS  レン ワンピース 

LWA488 ¥23,000, material : Linen 100% 薄地

size : length 106, chest 120, sleeves 50 cm    

【359】 パンジー ,  【870】 オリーブ

胸上切り替えに寄せたギャザーがポイントで、 自然なボリュームのある

リラックスした着心地のワンピース。 前後どちらでも着て頂くことができ、

またボタンをすべて開けて羽織として使っても。 ふわっとした軽やかな雰囲気で

スニーカーからフラットシューズまでどんなシューズともバランスよく着て頂けます。

コーディネートの幅が広がるアイテムです。 両サイドポケット付き。

MEI SHIRT  メイ シャツ

LWA490 ¥16,300, material : Linen 100% 薄地

size : length 72, chest 102, sleeves 47 cm 

【2508】 ブルーオリヤン ,  【571】 エクルベージュ

直線的なビブのデザインがクリーンな印象のブラウス。 ラウンドのヘムラインや

少しすぼまった袖口、 手首のみえる短めの袖丈で軽やかな印象をプラスしました。

ヒップの隠れる長めの着丈なので、 スリムなボトムスとも合わせやすく、 また

タックインの着こなしにもおすすめ。 スタイリング次第でオンオフ問わず活躍

してくれるアイテムで、 1 枚あると重宝します。

MIO TOP  ミオ トップ

LWA494 ¥16,800, material : Linen 100% 薄地

size : length 65, chest 122, neck to sleeve 70 cm 

【2121】 ウィステリア  ,  【2370】 イヴォワール

デザイン性のあるネックデザインがフェミニンな雰囲気の一着。 ボウタイは

きゅっと結んだり、 ラフに垂らすなど気分によって襟元に変化をつけて楽しめます。

裾広がりのシルエットと前後差をつけた着丈が軽やかな印象です。 一枚で着て

頂くのはもちろん、 ベストやカーディガンとのレイヤードスタイルにも活躍し、

幅広いスタイリングをお楽しみいただけるアイテムです。

RICO LONG SHIRTS  リコ ロングシャツ

LWA498 ¥19,500, material : Linen 100% 薄地

size : length 92, chest 120, neck to sleeve 75 cm

【1512】 フクシャピンク ,   【402】 フィセル

衿まわりによせたギャザーやドロップショルダーで、 ゆったりとした着心地の

ロングシャツ。 きゅっとすぼまったカフスや首のつまったバンドカラーに

することにより、 クリーンな印象をプラスしました。 パンツやレギンスとの

レイヤードスタイルや、 フロントを開けてカジュアルに羽織るなどの着こなしも

素敵です。 あわせるアイテムによって、 シーズンレスで活躍します。

BEC JUMP SUITS  ベックジャンプスーツ

LWA516 ¥33,500, material : Linen 100% 普通地 

size : length 143, chest 110, sleeves 63 cm 

【17】 ブラック ,  【93】 アシェ

大人カジュアルスタイルが１枚で完成するつなぎは人気のアイテム。  

ラグランスリーブとゆったりとしたウエスト ・ 足周りで動きやすく、 ワークウェアとして

また自宅での時間にも最適なアイテムです。  中に T シャツを着て上身頃をウェスト

で結ぶなどアレンジはいろいろ。 やや裾すぼまりのラインなので、 裾をまくって長さ

調節しても。 胸元 ・ ウエスト ・ ヒップにパッチポケット付き。

HINA COAT  ヒナ コート 

LWA520 ¥29,500, material : Linen 100% 普通地 

size : length 105, chest 120, shoulder width 54 sleeves 50 cm 

【17】 ブラック ,  【41】 ヴェール , 【2403】 ブルーアドリアティック

テーラードカラーの A ラインコート。 オーバーサイズのシルエットですが、 普通地の

リネン地で仕立てているので、 着心地が軽やかな印象です。 ボタンはフロント

1 か所でとめる仕様なので開けて軽く羽織るように着ても。 リネンのコートは洗濯機

で洗うことができるのも嬉しいポイント。 パンツ、 ワンピースどちらとも相性が良い

ので登場回数が多くなりそう。 前身頃にポケット付き。

TUMU TOP  ツム トップ

LWA521 ¥16,800, material : Linen 100% 薄地 

size : length 54, chest 114, neck to sleeve 74.5 cm  

【2697】 アルバートル ,  【56】 イリス

コンパクトな着丈でボリュームのあるスカートやワイドパンツとも相性の良いブラウス。

顔周りをすっきりと見せてくれる襟ぐりのデザインがポイントです。きちんとした印象ですが、

ドロップしたショルダーとゆとりのある身幅でリラックスした着心地。 袖口はゴム仕様

なので、 まくって袖にボリュームをもたせたり、 コーディネートによってお楽しみください。
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TUI TUNIC  トゥイ チュニック

LWA522 ¥20,500, material : Linen 100% 薄地

size : length 111, chest 110,  neck to sleeve 74 cm    

【1337】 ヴェールエコッセ ,  【93】 アシェ

シンプルながらも大きなサイドのスリットをリボンで閉じるデザインがアクセントに

なったチュニック。 広がらないストンとしたシルエットですが、 後ろにタックが

取られているので着心地はゆったり。 ワイド ・ スリムパンツや、 ハーフパンツなど、

合わせるボトムスによって印象が大きく変わるのでコーディネートの幅が広がります。

両サイドポケット付き。

EMMA PANTS  エマ パンツ

LWA523 ¥14,500, material : Linen 100% 普通地 

size : waist free, inseam 61 cm 

【17】 ブラック ,  【2403】 ブルーアドリアティック ,  【2697】 アルバートル

たっぷりとした腰回りに裾にゴムが入ったバルーンシルエットのパンツはこなれ感

たっぷりの印象に。 シンプルなトップスを合わせるだけで今季らしい着こなしが

きまる、 大人のカジュアルスタイルにぴったりの一着です。 サンダルにはもちろん

ショートブーツとも好相性で、 季節に合わせてさまざまなコーディネートをお楽しみ

いただけるアイテムです。 両サイドポケット付き。

NINA TOP  ニナ トップ

LWA524 ¥14,800, material : Linen 100% 薄地 

size : length 60, chest 148, neck to sleeve 66 cm   

【1337】 ヴェールエコッセ ,  【17】 ブラック ,  【2508】 ブルーオリヤン

首元を綺麗に見せてくれるボートネックとドルマンスリーブで抜け感のある

シンプルなトップス。 ゆったりとした身幅とボックス型のシルエットで、

風通りがよく、 リラックスした着心地です。 袖は手首の見える短めの丈感に

することでバランスを取りやすくしました。 万能なブラックと、 コーディネートの

アクセントになる新色、 鮮やかなブルー ・ グリーンの 3 色展開です。

YUNA TOP  ユナ トップ

LWA525 ¥16,500, material : Linen 100% 薄地

size :length 58, chest 108, neck to sleeve 76.5 cm  

【17】 ブラック , 【N】 ナチュラル

ドロップしたショルダーと、 ほど良くゆとりのあるシルエットでリラックス感が

ありつつも、 襟元のボウタイがフェミニンな印象のトップス。 ボウタイはさらりと

一掛けしたりそのままラフに垂らすなどお好みのアレンジをお楽しみいただけます。

オフィスシーンや、 デニムなどを合わせてカジュアルに着こなすなど、 幅広い

コーディネートで活躍してくれる万能なアイテムです。

SAKU DRESS  サク ワンピース

LWA526 ¥23,900, material : Linen 100% 薄地 

size : length 112, chest 112,  sleeves 50.5 cm  

【553】 ラヴァンド ,  【901】 リケン

ウエスト切り替えのワンピースは、 ウエストにタックを入れ、 ボディラインを拾わない

ふんわりとしたシルエット。 小さな襟とカフスで、 クラシカルな印象です。 一枚で

着用するのはもちろん、 カーディガンやニットとのレイヤードスタイルもおすすめ。

ミディ丈なのでブーツやソックスと良い相性です。 あわせる小物次第で様々な

シーンで活躍します。 両サイドポケット付き。

ROHA DRESS  ロハ　ワンピース

LWA527 ¥22,800, material : Linen 100% 普通地 

size : length 111, chest 108, neck to sleeve 69 cm 

【2403】 ブルーアドリアティック ,  【2425 】 クレール

ドルマンスリーブで身体を包み込むようなゆったりとしたシルエットのワンピースは、

ウエスト切替えから広がるふんわりとしたスカートがエアリーかつフェミニンな

印象の一着。ミディ丈なのでブーツやソックスとの相性も◎です。きちんと見えながら、

リラックスした着心地なのでオンオフ問わず、 幅広いシーンで活躍します。

両サイドポケット付きです。

 

RIN SALOPETTE  リン サロペット

LWA533 ¥22,500, material : Linen 100% 普通地

size : waist free, inseam 60 cm

【17】 ブラック ,  【93】 アシェ

人気のリネンサロペットはすとんと落ちるストレートなシルエットで抜け感たっぷりの

バランスに仕上げました。  程良くゆとりがあり動きやすいのでワークウェアにも

おすすめ。 肌寒い時期にはニットと春先には T シャツやフラットサンダルを

合わせるなど、 スタイリング次第でさまざまな表情を楽しめる一着です。

肩紐で丈の調節が可能です。  両サイドとヒップにポケット付き。

YUA TUNIC  ユア チュニック

LWA529 ¥20,800, material : Linen 100% 薄地 

size : length 120, chest 104 sleeves 49.5 cm  

【1337】 ヴェールエコッセ ,  【2121】 ウィステリア

リ ラ ッ ク ス 感 た っ ぷ り の シ ン プ ル な A ラ イ ン の ワ ン ピ ー ス は 太 め の カ フ ス が ポ イ ン ト。

前後差のある着丈と、 すこしあいた襟元で軽やかな印象です。 ゆったりした着心地

なのでお家でのくつろいだ時間にも。 目を惹く綺麗な色展開で、 1 枚で

コーディネートが完成します。 ベーシックカラーのレギンスやパンツと合わせた

レイヤードスタイルもおすすめ。 両サイドポケット付き。
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MIYU TOP  ミウ トップ

LWA535 ¥17,000, material : Linen 100% 普通地

size : length 69, chest 110,  neck to sleeve 70 cm 

【19】 ホワイト ,  【2425】 クレール ,  【668】 ローズテ

デコルテを美しくみせるキーネックのブラウス。 袖口に入った太めのゴムがふんわり

としたボリュームを生み、 シックかつ女性らしい印象です。 すこし厚みのある普通地

のリネン生地を使用していますが、 前後差をつけたヘムラインで軽やかな抜け感を

プラスし、 サイドからのシルエットにもこだわりました。 シンプルにパンツをあわせる

だけでコーディネートが完成します。

RAN TOP  ラン トップ

LWA536 ¥17,800, material : Linen 100% 薄地 

size :length 52, chest 118,  sleeves 45 cm 

【1337】 ヴェールエコッセ ,  【630】 ブルーパール

太めのカラーと詰まった襟ぐりがクラシカルな印象ながら、 ゆったりとしたボディと

長めの着丈でリラックスムード漂う大人のバランスに仕上げたブラウス。 ボトムスに

タックインしたり、 キャミソールワンピースやサロペットとのレイヤードスタイルなど

幅広いコーディネートで活躍してくれるアイテムです。 袖口はゴム仕様なので

ブラウジングの加減でフワッとさせても。

SUZU DRESS  スズ ワンピース

LWA537 ¥22,800, material : Linen 100% 普通地

size : length 114, chest 104,  sleeves 49 cm

【2403】 ブルーアドリアティック ,  【41】 ヴェール

普通地のリネン生地で仕立てた前開きのリネンワンピースは、 A ラインのシルエットで

軽やかに着て頂けます。 春先や秋口には、中にニットやワンピースを着てラフに羽織るなど、

ライトなアウターとしても活躍する万能アイテムです。 ハイウエスト位置での切り替えが

アクセントに。 深みのあるグリーンと新色のブルー、 アクセントになる２色展開。

両サイドポケット付きです。

SANA TOP  サナ トップ

LWA541 ¥16,800, material : Linen 100% 普通地

size : length 59 chest 114, sleeves 48.5 cm  

【19】 ホワイト , 【2425】 クレール

胸上の切り替えにタックがとられたブラウスは、 ボリュームがありつつも着丈を短めに

することですっきりとした印象で、 スタイルアップしてみえるバランスに仕上げました。

前後差のある着丈で、 ハイウエストパンツやロングスカートなどともバランスよく着用

いただけます。 一枚ではもちろん、 前を開けて羽織としても使えるので様々な

スタイリングで活躍してくれそうです。

KOTO PANTS  コト パンツ

LWA553 ¥14,800, material : Linen 100% 普通地 

size : waist free, inseam 62 cm 

【17】 ブラック ,  【2403】 ブルーアドリアティック ,  【2697】 アルバートル

ストレートワイドシルエットでスタイルアップ効果も期待できるリネンパンツ。

ウエストはゴム仕様ですが、 すっきりとしていてもたつかず、 ワンピースや

チュニックと合わせて頂いても◎。 締めつけのない履き心地なので、 自宅での

リラックスウェアとしても活躍します。 合わせる靴次第では、 オフィスから

デイリーシーンまで幅広く活躍してくれそう。 両サイドポケット付き。

WAKA JACKET  ワカ ジャケット

LWA556 ¥28,500, material : Linen 100% 厚地 

size : length 65, chest 112, sleeves 48 cm 

【2370】 イヴォワール ,  【2426】 ブルーエット

厚地のリネン生地で仕立てたジャケット。 ドロップしたショルダーとボクシーな

シルエットでこなれ感たっぷりのバランスに仕上げました。 バックスタイルにゴムが

入っているのでワンピースやスカートともバランス良く合わせていただけます。

袖口にはゴムが入っているのでブラウジングしても。 軽く羽織ってシャツの

ようにコーディネートすることもできます。 前身頃にポケット付き。

RIA TUNIC  リア チュニック

LWA563 ¥21,300, material : Linen 100% 普通地

size : length 104 chest 144, sleeves 40 cm

 【17】 ブラック ,  【2425】 クレール

ビッグシルエットのワンピースは、 少し厚みのある普通地で仕立てていて、

身体の線を拾わないリラックスした着心地。  ゆったりしたサイズ感ですが、

手首がみえる短めの袖丈と裾に向かってすこしすぼまるシルエットで抜け感を

プラスしました。 首回りに入れたタックがポイントに。  レギンスやパンツと合わせて

レイヤードスタイルをお楽しみください。 両サイドポケット付き。

UKA DRESS  ウカ ワンピース

LWA566 ¥23,800, material : Linen 100% 薄地

size : length 111, chest 106,  sleeves 43 cm 

【17】 ブラック , 【2067】 ローズ

ウエストリボンとヒップ位置の切替にギャザーを入れることによって、 ボリュームの

ある女性らしいフォルムに仕上げたワンピース。 リボンはギュッと絞ってメリハリを

つけても。 たっぷりとしたスリーブとドロップショルダーで抜け感をプラスしました。

主役級の 1 枚なのでシンプルにフラットシューズやブーツと合わせれば

コーディネートが完成します。 両サイドポケット付き。
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MIU DRESS  ミウ ワンピース

LWA567 ¥22,800, material : Linen 100% 薄地 

size : length 114, chest 104, sleeves 49 cm  

【17】 ブラック ,  【789】 プラリーヌ

ウエストに寄せたギャザーが生み出すふんわりとしたシルエットがクラシカルなワンピース。

首回りをすっきりとみせてくれる深めの V ネックが上品な印象です。 ミディ丈でソックス

やブーツとも相性が二重丸。 これからの季節に活躍してくれます。 一枚でさらりと着用

するのはもちろん、 寒い時期にはニットとレイヤードしたり、 前を開けて羽織として

着用するなど長いシーズン活躍します。 両サイドポケット付き。

RIHO TOP  リホ トップ

LWA568 ¥15,600, material : Linen 100% 薄地 

size : length 62, chest 102, sleeves 49 cm 

【2697】 アルバートル ,  【34A】 ヴェール ドー ,  【1188】 フラマンローズ

襟元についた小さなボタンと細かな襟周りのタックが女性らしい雰囲気の 1 枚。

袖口にゴムがはいっていてふわっとしたシルエットの袖と、 裾に向かってやや広がる

シルエットで軽やかな印象です。 スカート ・ パンツとも合わせやすい着丈で、

1 枚で着るのはもちろんのこと、 ジャンパースカートやサロペットとの相性も◎。

1 枚あるとコーディネートが広がる万能なアイテムです。

ICHIKA SKIRT  イチカ スカート

LWA569 ¥17,200, material : Linen 100% 普通地

size : waist free, length 82 cm   

【2403】 ブルーアドリアティック ,  【2425】 クレール ,  【2681】 ブルーデュール

ウエストにゴムが入ったシンプルなデザインのスカートはどんなトップスとも

相性が良く、 着回しが効くアイテム。 スカートは ４ 枚はぎになっていて、

自然な立体感があります。 レギンスとあわせると、 オールシーズン活躍。

両サイドポケット付き。
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