
2021.7.16
岡田

2021.7.29
岡田

2021.8.10
岡田

2021.8.18
岡田

2021.8.26
桑原

ベスト 〈006-143〉 ￥16,500（10月中旬入荷予定）
カットソー 〈126-166〉 ￥11,000（11月上旬入荷予定）

ジャケット 〈106-121〉 ￥25,300
カットソー 〈126-117〉 ￥14,300
パンツ 〈055-148〉 ￥14,300

カットソー 〈126-117〉 ￥14,300

Disneyデザインの
 大人可愛いカットソーが新登場！

ミッキー・マウスのシルエットが可愛いプリントカットソーは
1枚ではもちろん、ジャケットやジャンドレとのレイヤードスタイルにピッタリです。

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）

2021 Autumn & Winter

2021 Autumn & Winter Collection

カットソー 〈126-115〉 ￥15,400　ジャンパードレス 〈116-116〉 ￥18,700

（左から順に）
ジャケット 〈106-121〉 ￥25,300　カットソー 〈126-125〉 ￥16,500　シャツ 〈036-112〉 ￥18,700
カットソー（ピンク・ブルー） 〈126-118〉 ￥9,900　カットソー 〈126-113〉 ￥14,300

上品なキャメルカラーのジャンドレで大人の甘さ漂うスタイルに。

シャツ 〈036-112〉 ￥18,700
シャツにベストを重ねたデザインで着映えるトップス。

ブルゾン 〈106-111〉 ￥25,300
シャツ 〈036-112〉 ￥18,700
パンツ 〈056-130〉 ￥15,400

アクティブな大人の女性にピッタリのデザインブルゾン。
配色使いがお洒落なデザインで他と差が付くアウターです。
キャメルのトップスを合わせて秋を満喫して。

TopsVariation

9
　秋の訪れを感じるキャメルをキーカラーにした

MISSELらしい〝こなれカジュアル＂を新提案。

アクティブな大人の女性のための、ちょっとリッチで

程よいトレンドを取り入れたアイテムたちが入荷します。

Relaxy Casual

September



2021.7.16
岡田

2021.7.29
岡田

2021.8.10
岡田

2021.8.18
岡田

2021.8.26
桑原

ベスト 〈006-143〉 ￥16,500（10月中旬入荷予定）
カットソー 〈126-166〉 ￥11,000（11月上旬入荷予定）

ジャケット 〈106-121〉 ￥25,300
カットソー 〈126-117〉 ￥14,300
パンツ 〈055-148〉 ￥14,300

カットソー 〈126-117〉 ￥14,300

Disneyデザインの
 大人可愛いカットソーが新登場！

ミッキー・マウスのシルエットが可愛いプリントカットソーは
1枚ではもちろん、ジャケットやジャンドレとのレイヤードスタイルにピッタリです。

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）

2021 Autumn & Winter

2021 Autumn & Winter Col lect ion

カットソー 〈126-115〉 ￥15,400　ジャンパードレス 〈116-116〉 ￥18,700

（左から順に）
ジャケット 〈106-121〉 ￥25,300　カットソー 〈126-125〉 ￥16,500　シャツ 〈036-112〉 ￥18,700
カットソー（ピンク・ブルー） 〈126-118〉 ￥9,900　カットソー 〈126-113〉 ￥14,300

上品なキャメルカラーのジャンドレで大人の甘さ漂うスタイルに。

シャツ 〈036-112〉 ￥18,700
シャツにベストを重ねたデザインで着映えるトップス。

ブルゾン 〈106-111〉 ￥25,300
シャツ 〈036-112〉 ￥18,700
パンツ 〈056-130〉 ￥15,400

アクティブな大人の女性にピッタリのデザインブルゾン。
配色使いがお洒落なデザインで他と差が付くアウターです。
キャメルのトップスを合わせて秋を満喫して。

TopsVariation

9
　秋の訪れを感じるキャメルをキーカラーにした

MISSELらしい〝こなれカジュアル＂を新提案。

アクティブな大人の女性のための、ちょっとリッチで

程よいトレンドを取り入れたアイテムたちが入荷します。

Relaxy Casual

S e p t e m b e r



2021.7.19
岡田

2021.7.29
岡田

2021.8.10
岡田

2021.8.18
岡田

10

11

 MISSELらしい色使いで

ファッションの楽しさを伝えるコレクション。

大人の女性を綺麗に魅せる色や素材にこだわった、

今どきの着こなしを提案します。

Enjoy Warm Color

コート 〈076-131〉 ￥27,500
カットソー 〈126-136〉 ￥18,700
パンツ 〈056-138〉 ￥16,500

コーディネートが華やぐイエローの
キルトコートを主役にしたお出か
けスタイル。

コート 〈106-133〉 ￥27,500　カットソー 〈126-135〉 ￥14,300　パンツ 〈056-138〉 ￥16,500

気軽に羽織れるリバー素材のコート。
赤のトップスとチェックパンツを合わせればブリティッシュな雰囲気に。

コート 〈076-162〉 ￥29,700　カットソー 〈126-163〉 ￥16,500
パンツ 〈056-130〉 ￥15,400

ベスト 〈136-134〉 ￥13,200
パンツ 〈056-138〉 ￥16,500

ベスト 〈136-134〉 ￥13,200
シャツ 〈035-147〉 ￥16,500
パンツ 〈056-138〉 ￥16,500

シャツ
〈036-141〉 ￥20,900
カットソー

〈126-135〉 ￥14,300

温かみのあるコーデュロイにキルトをミックスしたトレンドアウター。
マフラーで色を差して上品に。

コート 〈076-161〉 ￥31,900　カットソー 〈126-164〉 ￥14,300　パンツ 〈056-167〉 ￥16,500

セーター
〈136-165〉 ￥18,700

（左）カットソー 〈126-148〉 ￥16,500
（右）カットソー 〈126-145〉 ￥11,000

カットソー 〈126-163〉 ￥16,500

ツィード調のプリントダウンは着こなしやすいミディ丈。
ワイドのパンツと合わせたリラックス感のある着こなし。

O c t o b e r

　重くなりがちな冬のファッションに

抜け感を出してくれるニュートラルカラー。

新しいシルエットや温もり素材を使った

リッチなカジュアルスタイルをお楽しみください。

Neutral  Harmony

N o v e m b e r

TopsVariation

2021 Autumn & Winter Col lect ion
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