
2021.12.1
岡田

2021.12.20
岡田

2022.1.24
岡田

2022.1.27
岡田

ブラウス 〈033-241〉 ￥15,400
パンツ 〈053-241〉 ￥16,500

ブラウス 〈032-251〉 ￥18,700　パンツ 〈052-249〉 ￥14,300

ミゼール
公式ホームページ

https://junior.co.jp/brand/missel/

ジュニアー
オンラインショップ

h t tps : // jun io r - on l i neshop . j p/

※掲載商品は一部店舗で取り扱いがない場合がございます。又､数に限りがあり早期完売となる場合がございます。
※写真と商品が若干異なることがございますので、ご了承ください。

表示価格について

ミゼールコーナー　担当：

（ 店内）

05
〔 May 〕

Relaxy Elegance
心地よさにこだわった

夏のリラクシーエレガンススタイル。

モノトーンにグリーンをミックスした

ニュアンス感のある着こなしを

お楽しみください。

カットソー 〈123-244〉 ￥14,300

Happy Summer
Mood

Denim
Collection

04

03

Relaxy
Elegance

05SPRING &
SUMMER
COLLECTION

天

定番のデニムをMISSELらしくブラッシュアップした春のタウンスタイル。

Tops variation

Denim
Collection

New!

LENOFINE

キュプラの柔らかい風合いに
リネンをミックスした

グレード感のあるブラウス。

03〔 March 〕

ジャンパードレス 〈112-245〉 ￥18,700　ブラウス 〈032-243〉 ￥16,500

ブラウス 〈032-244〉 ￥16,500　パンツ 〈052-250〉 ￥14,300

落ち感が綺麗なデニムのジャンパードレスで日常をちょっと華やかに♪

シャツ 〈032-241〉 ￥20,900
カットソー 〈122-247〉 ￥12,100
パンツ 〈052-249〉 ￥14,300

ベスト 〈002-242〉 ￥16,500
カットソー 〈122-246〉 ￥14,300
パンツ 〈052-249〉 ￥14,300

洗いをかけたデニムのベストは
カラーTシャツと合わせて元気よく。

春を呼び込む華やかなカットソーたち…。
（左から順に）
カットソー 〈122-254〉 ￥14,300　カットソー 〈122-248〉 ￥14,300

カットソー
〈122-246〉 ￥14,300

カットソー
〈122-247〉 ￥12,100



2021.12.1
岡田

2021.12.20
岡田

2022.1.24
岡田

2022.1.27
岡田

ブラウス 〈033-241〉 ￥15,400
パンツ 〈053-241〉 ￥16,500

ブラウス 〈032-251〉 ￥18,700　パンツ 〈052-249〉 ￥14,300

ミゼール
公式ホームページ

https://junior.co.jp/brand/missel/

ジュニアー
オンラインショップ

https://junior-onlineshop.jp/

※掲載商品は一部店舗で取り扱いがない場合がございます。又､数に限りがあり早期完売となる場合がございます。
※写真と商品が若干異なることがございますので、ご了承ください。

表示価格について

ミゼールコーナー　担当：

（ 店内）

05〔 May 〕

Relaxy Elegance
心地よさにこだわった

夏のリラクシーエレガンススタイル。

モノトーンにグリーンをミックスした

ニュアンス感のある着こなしを

お楽しみください。

カットソー 〈123-244〉 ￥14,300

Happy Summer
Mood

Denim
Collection

04

03

Relaxy
Elegance

05
SPRING &
SUMMER
COLLECTION

天

定番のデニムをMISSELらしくブラッシュアップした春のタウンスタイル。

Tops variation

Denim
Collection

New!

LENOFINE

キュプラの柔らかい風合いに
リネンをミックスした

グレード感のあるブラウス。

03
〔 March 〕

ジャンパードレス 〈112-245〉 ￥18,700　ブラウス 〈032-243〉 ￥16,500

ブラウス 〈032-244〉 ￥16,500　パンツ 〈052-250〉 ￥14,300

落ち感が綺麗なデニムのジャンパードレスで日常をちょっと華やかに♪

シャツ 〈032-241〉 ￥20,900
カットソー 〈122-247〉 ￥12,100
パンツ 〈052-249〉 ￥14,300

ベスト 〈002-242〉 ￥16,500
カットソー 〈122-246〉 ￥14,300
パンツ 〈052-249〉 ￥14,300

洗いをかけたデニムのベストは
カラーTシャツと合わせて元気よく。

春を呼び込む華やかなカットソーたち…。
（左から順に）
カットソー 〈122-254〉 ￥14,300　カットソー 〈122-248〉 ￥14,300

カットソー
〈122-246〉 ￥14,300

カットソー
〈122-247〉 ￥12,100



2021.12.1
岡田

2021.12.3
岡田

2021.12.20
岡田

2021.12.21
ooki

2022.1.24
岡田

2022.1.26
岡田

2022.1.27
岡田

04
〔 April 〕

Happy
Summer
Mood

初夏に着たいのは爽やかな

天然素材を使ったアイテム。

柔らかく女性らしいシルエットで魅せる

ミゼールのニューコレクション。

（左から順に） カットソー 〈123-202〉 ￥12,100
 カットソー 〈123-201〉 ￥11,000

カットソー 〈123-226〉 ￥14,300
パンツ 〈053-229〉 ￥14,300

カットソー 〈123-225〉
￥11,000

カットソー 〈123-225〉 ￥11,000

ボタニカル柄が目を惹くコットン
Tシャツにデニムパンツを合わせ
てリラックスムードを満喫。

夏のお洒落を涼しく快適に！

大人気シリーズ

「アイスリッチコットン」が

今年も入荷します。

カーディガン 〈133-215〉 ￥15,400
チュニック 〈123-213〉 ￥15,400
パンツ 〈052-257〉 ￥8,800

マルチストライプのチュニックに
涼やかなカーディガンを合わせた
初夏のお出かけスタイル。

カットソー 〈123-224〉 ￥14,300
パンツ 〈053-228〉 ￥14,300

ワンピース 〈013-221〉 ￥20,900

ティアードが綺麗なカットソーに
キャメルのパンツを合わせた大人の
甘さ漂うスタイリング。

揺れ感が女性らしいワンピースは陽射しに映える
キャメルがイチ押しカラー。

シリーズは全5型！ 
カラフルな色展開が魅力です。
カットソー 〈123-202〉 ￥12,100
パンツ 〈053-230〉 ￥14,300

（左から順に） カットソー 〈123-202〉 ￥12,100　タンクトップ 〈123-203〉 ￥7,700
 　カットソー 〈123-205〉 ￥13,200　カットソー 〈123-204〉 ￥13,200

カットソー 〈123-224〉 ￥14,300

カットソー 
〈123-227〉 ￥14,300

カットソー
〈123-226〉 ￥14,300

ブラウス 〈033-223〉 ￥16,500

カーディガン 〈133-215〉 ￥15,400
チュニック 〈123-213〉 ￥15,400

天
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