画像1

画像2

品番
品名

9100
バラ刺繍ブラジャー＆ショーツ

カラー RO,BU
サイズ

B65.B70.B75.C65.C70.C75.D65.D70.D75
/B80.B85.C80.C85.D80.D85.E65.E70.F75.F65.
F70.F75 /E80.E85.F80.F85.G70.G75.H70.H75

9101
モチーフ付きブラジャー＆ショー
ツ

9104A
モールドL字カップ丸環付きブラ＆
ショーツ

BU,WH

BK,NB,YE
B65.B70.B75.C65.C70.C75.D65.D70
.D75

B65.B70.B75.C65.C70.C75.D65.D70.D75
/.E65.E70.F75.F65.F70.F75
/E80.E85.F80.F85.G70.G75.H70.H75

1SKU

販売
1SKU
品質

説明

備考

9109L
光沢ストライプサテンに上辺花モ
チーフレースモールドブラ＆
ショーツ
WH,PI
B80,B85,C80,C85,D80,D85,E70,E75
,E80,E85,F70,F75,F80,F85

1SKU

9110
花柄リボン結びが可愛いモールド
ブラジャー＆ショーツ
OW,BK
A70,A75,B70,B75,C70,C75,D70,D75

1SKU

1SKU

ポリエステル ポリウレタン その
他

ポリエステル ポリウレタン その
他

花柄チュールレース・2WAY生地 ブラジャー3/4カッ
プ、モールドカップ（取り外しパット付き）、2段×3
列ホック、ストラップ取替可（取り外し着用不可）
B、C、D80、85、E、F、G、H、カップはストラップ、
ゴム幅広め ショーツ マチあて（身生地同色）
B65-D75：№9100、E65-F75：№9100L
B65,70,75,C65,70,75,D65,70,75,E65,70,F65,70,G70,
H70：Mサイズショーツをセット
B80,C80,D80,E75,F75,G75,H75：Lサイズショーツを
セット
B85,C85,D85、E80,E85,F80,F85：LLサイズショーツを
セット

花柄モチーフ・2WAY生地 ブラジャー3/4カップ、モー
ルドカップ（取り外しパット付き）、2段×3列ホッ
ク、
ストラップ取替可（取り外し着用不可）
E、F、G、H、カップはストラップ、ゴム幅広め
ショーツ マチあて（身生地同色）
B65-D75：№9101、E65-F75：№9101L
B65,70,75,C65,70,75,D65,70,75,E65,70,F65,70,G70,
H70：Mサイズショーツをセット
B80,C80,D80,E75,F75,G75,H75：Lサイズショーツを
セット
B85,C85,D85、E80,E85,F80,F85：LLサイズショーツを
セット

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000039
9&search=9100&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000040
0&search=9101&sort=

ポリエステル90％ ポリウレタン
10％

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

前中心リング付き・2WAY生地 ブラ
ジャー3/4カップ、下厚モールド
カップ
ワイヤー入りブラジャー、2段×3
列ホック ストラップ取替可（取り
外し着用不可）
ショーツ ウエスト足口パイピン
グ始末。脇に2本パイピングを渡す
マチあて（身生地同色）

花柄ジョーゼット、ニットレース、
2WAY生地 ブラジャー3/4カップ、モー
ルドカップ 2段×3列ホック、ストラッ
プ取替可（取り外し着用不可） ショー
ツ マチあて（身生地同色） EF70.75、B-F80.85：薄目カップ （す
べてパット無し）E70、F70：Mサイズ
ショーツをセット B80、C80、D80、
E75、F75：Lサイズショーツをセット
B85、C85、D85、E80、E85、F80、F85：
LLサイズショーツをセット

花柄ジョーゼット、ニットレース、
2WAY生地 ブラジャー3/4カップ、モー
ルドカップ 2段×3列ホック、スト
ラップ取替可（取り外し着用不可）
ショーツ マチあて（身生地同色）
A-D70.75：下厚カップ（すべてパット
は無し）A70、A75、B70、B75、C70、
C75、D70、D75、：Mサイズショーツを
セット

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000027
9&search=9104&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000030
3&search=9109&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000030
4&search=9110&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

9110L
花柄リボン結びが可愛いモールド
ブラジャー＆ショーツ

カラー OW,BK
B80,B85,C80,C85,D80,D85,E70,E75
サイズ ,E80,E85,F70,F75,F80,F85
販売

1SKU

9111L
シックなカラーのｼﾞｮｰｾﾞｯﾄ小花刺
繍ブラジャー＆ショーツ

9112
エレガントコードレースブラ
ジャー＆ショーツ

9112L
エレガントコードレースブラ
ジャー＆ショーツ

9113L
ソフトカラーのストライプサテ
ン、レースブラジャー＆ショーツ

SX,PI
B80,B85,C80,C85,D80,D85,E70,E75
,E80,E85,F70,F75,F80,F85

WA,TA

WA,TA
B80,B85,C80,C85,D80,D85,E70,E75
,E80,E85,F70,F75,F80,F85

PE,SX
B80,B85,C80,C85,D80,D85,E70,E75
,E80,E85,F70,F75,F80,F85

1SKU

A70,A75,B70,B75,C70,C75,D70,D75

1SKU

1SKU

1SKU

品質

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

説明

花柄ジョーゼット、ニットレース、
2WAY生地 ブラジャー3/4カップ、モー
ルドカップ 2段×3列ホック、ストラッ
プ取替可（取り外し着用不可）
ショーツ マチあて（身生地同色）薄
目カップ （すべてパットは無し）
E70、F70：Mサイズショーツをセット
B80、C80、D80、E75、F75：Lサイズ
ショーツをセット
B85、C85、D85、E80、E85、F80、F85：
LLサイズショーツをセット

ホワイトレース×ジョーゼット生地小
花柄刺繍生地 ブラジャー3/4カップ、
取り外しできるパット付き
2段×3列ホック、ストラップ取替可
（取り外し着用不可） ショーツ マチ
あて（身生地同色） E70、F70：Mサイ
ズショーツをセット B80、C80、D80、
E75、F75：Lサイズショーツをセット
B85、C85、D85、E80、E85、F80、F85：
LLサイズショーツをセット

前身頃ニットレース、後身頃2WAY生地
ブラジャー3/4カップ、取り外しできる
パット付き 2段×3列ホック、スト
ラップ取替可（取り外し着用不可）
ショーツ マチあて（身生地同色）
A70、A75、B70、B75、C70、C75、D70、
D75：Mサイズショーツをセット

前身頃ニットレース、後身頃2WAY生地
ブラジャー3/4カップ、取り外しできる
パット付き 2段×3列ホック、スト
ラップ取替可（取り外し着用不可）
ショーツ マチあて（身生地同色）
E70、F70：Mサイズショーツをセット
B80、C80、D80、E75、F75：Lサイズ
ショーツをセット
B85、C85、D85、E80、E85、F80、F85：
LLサイズショーツをセット

ホワイトレース×ストライプサテン生
地、後身頃2WAY生地
ブラジャー3/4カップ、取り外しできる
パット付き
2段×3列ホック、ストラップ取替可
（取り外し着用不可）
E70、F70：Mサイズショーツをセット
B80、C80、D80、E75、F75：Lサイズ
ショーツをセット
B85、C85、D85、E80、E85、F80、F85：
LLサイズショーツをセット

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000028
7&search=9111&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000028
8&search=9112&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000028
9&search=9112&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000029
1&search=9113&sort=

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000030
5&search=9110&sort=

(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

9114L
光沢サテン黒配色波形レースブラ
ジャー＆ショーツ

カラー レッド×黒,ブルー×黒レース
B80,B85,C80,C85,D80,D85,E70,E75
サイズ ,E80,E85,F70,F75,F80,F85
販売

1SKU

9115L
エレガントアンダーレースブラ
ジャー＆ショーツ

【グラマーサイズ】ムラ染めジョーゼットとケミカル
レースがかわいいブラジャー＆ショーツ

RO,BK

PE,LA

A80.A85.B80.B85.C80.C85.D80.D85

A80.A85.B80.B85.C80.C85.D80.D85.E70.E75.E80.E85.
F70.F75.F80.F85.G70.G75.G80.G85.H70.H75.H80.H85

1SKU

9116L

1SKU

9118
チュールレースの上品なブラ
ジャー＆ショーツ

9118L
【グラマーサイズ】チュールレー
スの上品なブラジャー＆ショーツ

SX*BU,PI*RO
A70.A75.B65.B70.B75.C65.C70.C75
.D65.D70.D75

SX*BU,PI*RO

1SKU

E65.E70.E75.F65.F70.F75

1SKU

品質

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ブラジャー：ポリエステル・ナイ
ロン・その他

ブラジャー：ポリエステル・ナイ
ロン・その他

ブラジャー：ポリエステル・ナイ
ロン・その他

ニットレース ブラジャー3/4
カップ、モールドカップ（パッ
ト無し）、ダブルリフトアップ
生地付き 2段×3列ホック、ス
トラップ取替可（取り外し着用
不可）ショーツ マチあて（身
生地同色） A80、B80、C80、
D80：Lサイズショーツをセット
A85、B85、C85、D85：LLサイズ
ショーツをセット

ムラ染めジョーゼット・ニットレース・2WAY
ブラジャー3/4カップ、モールドカップ（取り外し
パット付き）、2段×3列ホック、
ストラップ取替可（取り外し着用不可）、E-Hカップ
はｽﾄﾗｯﾌﾟ、ｺﾞﾑの幅広め
ショーツ マチあて（身生地同色）
E75・E70、F70、G70、H70：Mサイズショーツをセット
A80、B80、C80、D80、E75、F75、G75、H75：Lサイズ
ショーツをセット
A85、B85、C85、D85、E80、E85、F80、F85、G80、
H80：LLサイズショーツをセット
G85、H85：3Lサイズショーツをセット

花柄チュールレース・2WAY
ブラジャー3/4カップ、モール
ドカップ（取り外しパット付
き）、2段×3列ホック、
ストラップ取替可（取り外し着
用不可）
ショーツ マチあて（身生地同
色）
Mサイズショーツがセット

花柄チュールレース・2WAY
ブラジャー3/4カップ、モールドカップ（取り外し
パット付き）、2段×3列ホック、
ストラップ取替可（取り外し着用不可）、E、Fカップ
はｽﾄﾗｯﾌﾟ、ｺﾞﾑの幅広め
ショーツ マチあて（身生地同色）

説明

ブラック波型レース×サテン生地、後
身頃2WAY生地 ブラジャー3/4カップ、
取り外しできるパット付き 2段×3列
ホック、ストラップ取替可（取り外し
着用不可） ショーツ マチあて（身生
地同色) E70、F70：Mサイズショーツを
セット B80、C80、D80、E75、F75：Lサ
イズショーツをセット B85、C85、
D85、E80、E85、F80、F85：LLサイズ
ショーツをセット

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000034
0&search=9116&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000034
2&search=9118&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000034
3&search=9118&sort=

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000029
3&search=9114&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000032
9&search=9115&sort=

E65・E70・F65・F70：Mサイズショーツをセット
E75、F75：Lサイズショーツをセット

(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

9119
総ラメレースブラジャー＆ショー
ツ

カラー BK,BU
A70,A75,B65,B70,B75,C65,C70,C75
サイズ ,D65,D70,D75
販売
品質

説明

1SKU

9119L
総ラメレースブラジャー＆ショー
ツ

9120
サテン×ブラックレースブラ
ジャー＆ショーツ

9120L
サテン×ブラックレースブラ
ジャー＆ショーツ

9121
ラメストライプフロントホックブ
ラジャー＆ショーツ

BK,BU

CP,TA
B65,B70,B75,C65,C70,C75,D65,D70
,D75

CP,TA

BK,RE
B65,B70,B75,C65,C70,C75,D65,D70
,D75

E65,E70,E75,F65,F70,F75

1SKU

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

総レースブラジャー&ショーツ
ブラジャー3/4カップ、モール
ドカップ（取り外しパット付
き）、2段×3列ホック、スト
ラップ取替可（取り外し着用不
可）
ショーツ マチあて（身生地同
色）

総レースブラジャー&ショーツ
ブラジャー3/4カップ、モール
ドカップ（取り外しパット付
き）、2段×3列ホック、スト
ラップ取替可（取り外し着用不
可）
ショーツ マチあて（身生地同
色）E75とF75はLサイズショー
ツとセット。（他はMサイズ
ショーツとセット）

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000038
0&search=9119&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000038
1&search=9119&sort=

1SKU

E65,E70,E75,F65,F70,F75

1SKU

1SKU

ポリエステル・ナイロン・その他

ポリエステル・ナイロン・その他

ポリエステル・ナイロン・その他

サテン生地・ブラックレース・
2WAY生地 ブラジャー3/4カッ
プ、モールドカップ（取り外し
パット付き）、2段×3列ホッ
ク、ストラップ取替可（取り外
し着用不可） ショーツ マチ
あて（身生地同色）

サテン生地・ブラックレース・
2WAY生地 ブラジャー3/4カッ
プ、モールドカップ（取り外し
パット付き）、2段×3列ホッ
ク、ストラップ取替可（取り外
し着用不可） ショーツ マチ
あて（身生地同色） E75とF75
はLサイズショーツとセット。
（他はMサイズショーツとセッ
ト）

ストライプサテン生地・ブラック
レース ブラジャー3/4カップ、
モールドカップ（取り外しパット
付き）、フロントホック、 スト
ラップ取替不可
ショーツ マチあて（身生地同
色）

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000039
0&search=9120&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000039
0&search=9120&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000039
1&search=9121&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

9121L
ラメストライプフロントホックブ
ラジャー＆ショーツ

カラー BK,RE
サイズ
販売

E65,E70,E75,F65,F70,F75

9124
ゼブラ柄背中見せブラ&ショーツ

9126
花柄チュールレースブラジャー&
ショーツ

9127
レースブラジャー＆ショーツ

9128/9128L
エレガントレース重ねブラジャー&
ショーツ

WH×BK,PU×BK

LA,OR

NB,WA

BK,PU

B65,B70,B75,C65,C70,C75,D65,D70
,D75,E65,E70,E75,F65,F70,F75

B65.B70.B75.B80.B85.C65.C70.C75.C80.C85.D
65.D70.D75.D80.D85.E65.E70.E75.E80.E85.F6
5.F70.F75.F80.F85.G70.G75.H70.H75

B65.B70.B75.B80.B85.C65.C70.C75.C80.C85.D
65.D70.D75.D80.D85.E65.E70.E75.E80.E85.F6
5.F70.F75.F80.F85.G70.G75.H70.H75

B65.B70.B75.C65.C70.C75.D65.D70
.D75.E65.E70.E75.F65.F70.F75.G7
0.G75.H70.H75

1SKU
1SKU

品質

ポリエステル・ナイロン・その他

説明

ストライプサテン生地・ブラック
レース ブラジャー3/4カップ、
モールドカップ（取り外しパット
付き）、フロントホック、 スト
ラップ取替不可
ショーツ マチあて（身生地同
色）
E75とF75はLサイズショーツとセッ
ト。（他はMサイズショーツとセッ
ト）

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000039
1&search=9121&sort=

1SKU

1SKU

1SKU

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル、ポリウレタン、そ
の他

ポリエステル、ポリウレタン、そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ゼブラ柄プリント生地
ブラジャー3/4カップ、モールドカップ
（取り外し可能パット有）
フロントホック、後ろ飾り付き
ストラップ取替え可（取り外し着用不
可）
ショーツ マチあて（身生地同色）
脇ストラップ
E75、F75はLサイズショーツとセット、
他はＭサイズショーツとセット

花柄チュールレース・2WAY生地 ブラジャー
3/4カップ、モールドカップ（取り外し可能
パット有） 2段×3列ホック、ストラップ取替
え可（取り外し着用不可） ショーツ マチあ
て（身生地同色）、脇ストラップ
B・C・D65-75、E・F65、70、G・H70：Ｍサイ
ズショーツとセット
B80/C80/D80/E75/F75/G75/H75：Lサイズ
ショーツとセット
B85/C85/D85/E80/E85/F80/F85：LLサイズ
ショーツとセット

ニットレースレース・2WAY生地 ブラジャー
3/4カップ、モールドカップ（取り外し可能
パット有） 2段×3列ホック、ストラップ取替
え可（取り外し着用不可） ショーツ マチあ
て（身生地同色）
B・C・D65-75、E・F65、70、G・H70：Ｍサイ
ズショーツとセット
B80/C80/D80/E75/F75/G75/H75：Lサイズ
ショーツとセット
B85/C85/D85/E80/E85/F80/F85：LLサイズ
ショーツとセット

ニットレースレース・2WAY生地
ブラジャー3/4カップ、モールドカップ
（取り外し可能パット有）
2段×3列ホック、ストラップ取替え可
（取り外し着用不可）
ショーツ マチあて（身生地同色）
B65/B70/B75/C65/C70/C75/D65/D70/D75
：Ｍサイズショーツとセット
E75/F75/G75/H75：Lサイズショーツと
セット

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000030
6&search=9124&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000008
2&search=9126&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000005
2&search=9127&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000016
7&search=9128&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番

9130
エレガントチュールレースブラ
ジャー&ショーツ

9131
バラコード刺繍ブラジャー＆
ショーツ

9132
ハートライン刺繍ブラジャー&
ショーツ

9133
エレガントバラ花柄チュール刺繡
ブラ&ショーツ

カラー BU,CR

BK,RE

RO,BU

CR,NB

PI,NB

B65.B70.B75.C65.C70.C75.D65.D70
サイズ .D75.E65.E70.E75.F65.F70.F75

B65.B70.B75.C65.C70.C75.D65.D70
.D75.E65.E70.E75.F65.F70.F75

B65.B70.B75.C65.C70.C75.D65.D70
.D75.E65.E70.E75.F65.F70.F75

B65.B70.B75.C65.C70.C75.D65.D70
.D75.E65.E70.E75.F65.F70.F75

B65,B70,B75,B80,B85,C65,C70,C75
,C80,C85,D65,D70,D75,D80,D85

品名

9129/9129L
小花刺繍レースブラジャー＆
ショーツ

販売
1SKU
品質

説明

1SKU

1SKU

1SKU

1SKU

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

チュールレース・2WAY生地
ブラジャー3/4カップ、モールドカップ
（取り外し可能パット有）
2段×3列ホック、ストラップ取替え可
（取り外し着用不可）
ショーツ マチあて（身生地同色）
B65/B70/B75/C65/C70/C75/D65/D70/D75
：Ｍサイズショーツとセット
E75/F75：Lサイズショーツとセット

チュールレース・ニットレース・
2WAY生地
ブラジャー3/4カップ モールド
カップ（取り外し可能パット有）
2段×3列ホック ストラップ取替え
不可（三角ストラップ） ショーツ
マチあて（身生地同色）
E75、F75はLサイズショーツとセッ
ト、他はＭサイズショーツとセッ
ト

チュールレース・2WAY生地
ブラジャー3/4カップ、モールド
カップ（取り外し可能パット
有）、2段×3列ホック ストラッ
プ取替え可（取り外し着用不可）
ショーツ マチあて（身生地同
色） E65-F75のブラジャーは幅広
ストラップ、ゴム E75、F75はLサ
イズショーツとセット、他はＭサ
イズショーツとセット

チュールレース・2WAY生地
ブラジャー3/4カップ、モールド
カップ（取り外し可能パット
有）、2段×3列ホック ストラッ
プ取替え可（取り外し着用不可）
ショーツ マチあて（身生地同
色） E65-F75のブラジャーは幅広
ストラップ、ゴム E75、F75はLサ
イズショーツとセット、他はＭサ
イズショーツとセット

花柄チュールレース・2WAY ブラジャー3/4
カップ、モールドカップ(取り外しパット無
し）、2段×3列ホック ストラップ取替可（取
り外し着用不可） ショーツ マチあて（身生
地同色)
B65-D75：№9133、B80-D85：№9133L
B65、B70、B75、C65、C70、C75、D65、D70、
D75：Mサイズショーツをセット
B80、C80、D80：Lサイズショーツをセット
B85、C85、D85：LLサイズショーツをセット

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000028
4&search=9129&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000039
7&search=9130&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000033
0&search=9131&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000015
2&search=9132&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000034
1&search=9133&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番

9134

品名

バラ柄の刺繍レースブラ&ショーツ

カラー SX,BK
B65,B70,B75,B80,B85,C65,C70,C75
サイズ ,C80,C85,D65,D70,D75,D80,D85
販売

9141Ｌ
アンダー部分レースブラジャー＆
ショーツ

9142Ｌ
アンダー部分刺繡ブラジャー＆
ショーツ

BK,BE
B80.B85.C80.C85.D80.D85.E70.E75
.E80.E85.F70.F75.F80.F85

BK,BE
B80.B85.C80.C85.D80.D85.E70.E75
.E80.E85.F70.F75.F80.F85

1SKU

1SKU

1SKU
品質

説明

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他
花柄チュールレース・2WAY ブラジャー3/4
カップ、モールドカップ(取り外しパット無
し）、2段×3列ホック ストラップ取替可（取
り外し着用不可） ショーツ マチあて（身生
地同色)
B65-D75：№9133、B80-D85：№9133L
B65、B70、B75、C65、C70、C75、D65、D70、
D75：Mサイズショーツをセット
B80、C80、D80：Lサイズショーツをセット
B85、C85、D85：LLサイズショーツをセット

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000030
2&search=9134&sort=

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

2WAY・ニットレース ブラジャー
3/4カップ 2×4列ホック、スト
ラップ取替可（取り外し着用不
可） ショーツ マチあて（身生地
同色）E70、F70：Mサイズショーツ
セット、ブラは下厚パット B80、
C80、D80・E75、F75：Lサイズ
ショーツセット、ブラは薄いパッ
ト B85、C85、D85・E80、E85、
F80、F85：LLサイズショーツセッ
ト、ブラは薄いパット

2WAY・チュールレース ブラジャー
3/4カップ 2×4列ホック、スト
ラップ取替可（取り外し着用不
可）、ショーツ マチあて（身生
地同色） E70、F70：Mサイズ
ショーツをセット、ブラは下厚
パット B80、C80、D80・E75、
F75：Lサイズショーツをセット、
ブラは薄いパット B85、C85、
D85・E80、E85、F80、F85：LLサイ
ズショーツをセット、ブラは薄い

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000033
2&search=9141&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000033
3&search=9142&sort=

9150L

9165

2WAYリボン型ブラショー

ファスナーブラジャー＆ショーツ

WH,BK,PI

PI,BK
B65,B70,B75,C65,C70,C75,
D65,D70,D75

E65,E70,E75,F65,F70,F75
stir
ふわふわパット

発注単位

ブラ：ポリエステル,ポリウレタン,そ
の他
ショーツ：ポリエステル95％,ポリウレ
タン5％

ブラ/ポリエステル、ポリウレタ
ン、その他
ショーツ/ポリエス
テル、ポリウレタン

2WAY
3/4モールドカップ
パッド・ポケットつき
3列2段ホック
ワイヤー入り ストラップ取替可
Ｍサイズはきこみ：約19ｃｍ
マチ当て（同色）
ショーツ
EF70・75：L、その他：M

無地2WAY・飾りファスナー
3/4カップ モールドカップ
下厚パット
2段3列ホック、ワイヤー入り
ストラップ取替可（取り外し着用
不可）
ショーツ マチあて（身生地同色)

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000009
9&search=9150&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000015
6&search=9165&sort=

1ＳＫＵ

(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

9172
総レースの透け感がセクシーなブ
ラジャー＆ショーツ

カラー RE,BK,MIG
B65.B70.B75.C65.C70.C75.D65.D70
サイズ .D75
販売

1SKU

9172L
総レースの透け感がセクシーなブ
ラジャー＆ショーツ
RE,BK,MIG
E65.E70.E75.F65.F70.F75

1SKU

品質

ナイロン・ポリウレタン

ナイロン・ポリウレタン

説明

総レースブラジャー 3/4カッ
プ、モールドカップ、2段×3列
ホック、ストラップ取替可（取
り外し着用不可） ショーツ
マチあて（身生地同色）
B、C、Dカップは、下厚モール
ドカップ A-D65、70、75、E、
F65、70：Mサイズショーツを
セット

総レースブラジャー 3/4カッ
プ、モールドカップ、2段×3列
ホック、ストラップ取替可（取
り外し着用不可） ショーツ
マチあて（身生地同色）
薄目カップ+取り外し可能パッ
ト
E、F65、70：Mサイズショーツ
をセット E75、F75：Lサイズ
ショーツをセット

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000032
7&search=9172&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000032
7&search=9172&sort=

9190

9190L

カップレースフリルブラ&ショーツ

カップレースフリルブラ&ショーツ

WA,NB
B65,B70,B75,C65,C70,C75,D65,D70
,D75

WA,NB

1SKU

E65,E70,E75,F,65,F70,F75

1SKU

9192
カップケミカルレースブラジャ-＆
ショーツ
PU,NB
B65,B70,B75,C65,C70,C75,D65,D70
,D75

1SKU

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ジョーゼット・ニットレース・
2WAY ブラジャー3/4カップ、
モールドカップ（取り外しパッ
ト付き）、2段×3列ホック、ス
トラップ取替可（取り外し着用
不可）、 ショーツ マチあて
（身生地同色）Mサイズショー
ツをセット

ジョーゼット・ニットレース・
2WAY ブラジャー3/4カップ、モー
ルドカップ（取り外しパット付
き）、2段×3列ホック、 ストラッ
プ取替可（取り外し着用不可）、
E、Fカップはｽﾄﾗｯﾌﾟ、ｺﾞﾑの幅広め
ショーツ マチあて（身生地同
色）E65・E70・F65・F70：Mサイズ
ショーツをセット
E75、F75：Lサイズショーツをセッ
ト

ジョーゼット・ケミカルレー
ス・2WAY ブラジャー3/4カッ
プ、モールドカップ（取り外し
パット付き）、2段×3列ホッ
ク、 ストラップ取替可（取り
外し着用不可）ショーツ マチ
あて（身生地同色）
Mサイズショーツをセット

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000000
3&search=9190&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000000
3&search=9190&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000038
4&search=9192&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

9192L
カップケミカルレースブラジャ-＆
ショーツ

カラー PU,NB
サイズ
販売

E65,E70,E75,F,65,F70,F75

1SKU

9194
チャームカップフリル、レースブ
ラジャ-＆ショーツ

9194L
チャームカップフリル、レースブ
ラジャ-＆ショーツ

9275
ロゴプリントブラジャー＆ショー
ツ

BK,VRD(ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ)
B65,B70,B75,C65,C70,C75,D65,D70
,D75

BK,VRD(ﾊﾞｲｵﾚｯﾄ)
E65,E70,E75,F,65,F70,F75,B80,B8
5,C80,C85,D80,D85,E80,E85,F80,F
85

WH×GYロゴ,BK×GYロゴ

BK,WA

A80,A85,B80,B85,C80,C85,D80,D85

S.M.L.LL

1SKU

1SKU

Stir
ふわふわパッド

品質

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ブラ:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ･ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ･その他
ショーツ:ﾎﾟﾘｴｽﾃﾙ90%・ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ10%

説明

ジョーゼット・ケミカルレース・
2WAY ブラジャー3/4カップ、モー
ルドカップ（取り外しパット付
き）、2段×3列ホック、 ストラッ
プ取替可（取り外し着用不可）、
E、Fカップはｽﾄﾗｯﾌﾟ、ｺﾞﾑの幅広め
ショーツ マチあて（身生地同
色）E65・E70・F65・F70：Mサイズ
ショーツをセット
E75、F75：Lサイズショーツをセッ
ト

ジョーゼット・ニットレース・
2WAY ブラジャー3/4カップ、
モールドカップ（取り外しパッ
ト付き）、2段×3列ホック、ス
トラップ取替可（取り外し着用
不可）、
ショーツ マチあて（身生地同
色）Mサイズショーツをセット

ジョーゼット・ニットレース・2WAY ブ
ラジャー3/4カップ、モールドカップ
（取り外しパット付き）、2段×3列
ホック、ストラップ取替可（取り外し
着用不可）、E、Fカップはｽﾄﾗｯﾌﾟ、ｺﾞﾑ
の幅広め ショーツ マチあて（身生地
同色）E65・E70・F65・F70：Mサイズ
ショーツをセット B80、C80、D80、
E75、F75：Lサイズショーツをセット
B85、C85、D85、E80、E85、F80、F85：
LLサイズショーツをセット

ショーツ：AカップL・その他LL
モールドカップ
取り外し可能なパット付
2段×3列ホック、ワイヤー入り、
ストラップ取替可(取り外し着用不
可)
ショーツ、マチあて（黒）
はきこみ丈LLサイズ23cm

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000038
5&search=9194&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000038
5&search=9194&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000011
6&search=9275&sort=

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000038
4&search=9192&sort=

9500
レース重ねノンワイヤー

1SKU
ポリエステル、ポリウレタン、そ
の他
ニットレース・2WAY生地
ブラジャー3/4カップ、モールド
カップ（広がり防止生地+取り外し
可能パット付き）
2段×3列ホック、ストラップ取替
え可（取り外し着用不可）
ショーツ

マチあて（身生地同色)

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000016
1&search=9500&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番

9502
花刺繍ノンワイヤーブラジャ-＆
ショーツ

9503
ニットレースノンワイヤーブラ
ジャ-＆ショーツ

9504
エレガントバラ刺繍レースノンワ
イヤーブラ&ショーツ

9505
ライン刺繍バラ花柄ノンワイヤー
ブラ&ショーツ

カラー BU,CR

LA,OR

NB,WA

RE,BK

BU×BK,RO×WH

サイズ S.M.L.LL

S,M,L,LL

S,M,L,LL

S,M,L,LL

S,M,L,LL

1SKU

1SKU

1SKU

1SKU

品名

9501
小花柄チュールレースノンワイ
ヤー

販売
1SKU
品質

説明

ポリエステル、ポリウレタン、そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

チュールレース・2WAY生地
ブラジャー3/4カップ、モールド
カップ（広がり防止生地+取り外し
可能パット付き）
2段×3列ホック、ストラップ取替
え可（取り外し着用不可）

チュールレース・2WAY生地
ブラジャー3/4カップ、モールド
カップ（広がり防止生地+取り外し
可能パット付き）
2段×3列ホック、ストラップ取替
え可（取り外し着用不可）
ショーツ マチあて（身生地同
色）

ニットレース・2WAY生地
ブラジャー3/4カップ、モールド
カップ（広がり防止生地+取り外し
可能パット付き）
2段×3列ホック、ストラップ取替
え可（取り外し着用不可）
ショーツ マチあて（身生地同
色）

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000021
2&search=9502&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000021
4&search=9503&sort=

チュールレース・ニットレース・
2WAY生地
ノンいワイヤーブラジャー
ブラジャー3/4カップ、モールド
カップ（広がり防止生地+取り外し
可能パット付き）
2段×4列ホック
ストラップ取替不可
ショーツ マチあて（身生地同
色）

チュールレース・2WAY生地
ノンいワイヤーブラジャー
ブラジャー3/4カップ、モールド
カップ（広がり防止生地+取り外し
可能パット付き）
2段×4列ホック
ストラップ取替え可（取り外し着
用不可）
ショーツ マチあて（身生地同
色）

ショーツ
色）

マチあて（身生地同

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000040
3&search=9501&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000014
8&search=9504&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000036
0&search=9505&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番

9507
花チュール刺繍ノンワイヤーブラ&
ショーツ

9508
エレガントバラ柄刺繍ノンワイ
ヤーブラ&ショーツ

ソフトムラ染めジョーゼットにレース切り替え付き
フェミニンなノンワイヤーブラジャー＆ショーツ

9545
エレガントセクシーレースノンワ
イヤーブラジャー＆ショーツ

カラー NB×IV,YE×OR

BK,PI

BK,CR

SX,LA

PE,BU

サイズ S,M,L,LL

S,M,L,LL

S,M,L,LL

M,L,LL

S,M,L,LL

1SKU

1SKU

品名

9506
ハート刺繍ノンワイヤーブラ&
ショーツ

販売

1SKU
1SKU

品質

説明

9525

1SKU

ポリエステル・ナイロン・その他

身生地 ポリエステル70% ゴム30%
ﾊﾟｲﾋﾟﾝｸﾞ ナイロン90% ポリウレタ
ン10%

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

チュールレース・2WAY生地
ノンいワイヤーブラジャー
ブラジャー3/4カップ、モールド
カップ（広がり防止生地+取り外し
可能パット付き） 2段×4列ホック
ストラップ取替え可（取り外し着
用不可）

ノンワイヤー
花柄チュールレース・2WAY
ストラップ取替可（取り外し着用
不可）
モールドカップ（広がり防止生地
有、取り外し可能パット無し）
後2段×4列ホック
ショーツ マチあて（身生地同
色）

ノンワイヤー
花柄チュールレース・2WAY
ストラップ取替可（取り外し着用
不可）
モールドカップ（広がり防止生地
有、取り外し可能パット無し）
後2段×4列ホック
ショーツ マチあて（身生地同
色）

ムラ染めジョーゼット・2WAY・
ニットレース
ブラジャー3/4カップ、モールド
カップ
ノンワイヤーブラジャー
取り外し可能パット付き
2段×3列ホック
ストラップ取替可（取り外し着用
不可）
ショーツ マチあて（身生地同色)

ニットレース・2WAY生地
ブラジャー3/4カップ（ノンワ
イヤー）、モールドカップ
（パット無し）、ダブルリフト
アップ生地付き 2段×3列ホッ
ク、ストラップ取替可（取り外
し着用不可）
ショーツ マチあて（身生地同
色）

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000029
0&search=9507&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000032
8&search=9508&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000025
1&search=9525&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000033
0&search=9545&sort=

ショーツ
色）

マチあて（身生地同

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000010
6&search=9506&sort=

(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

9546
リボン通しチュールレースノンワ
イヤーブラジャー＆ショーツ

カラー PE,BU
サイズ
販売

M,L,LL

1SKU

9547
チャーム付きレースノンワイヤー
ブラジャー&ショーツ

9548
アンダー部分刺繡ノンワイヤーブ
ラジャー＆ショーツ

9549
ラメ入りニットレースノンワイ
ヤーブラジャー&ショーツ

9550
バラ柄チュールレースエレガント
ノンワイヤーブラジャー&ショーツ

PI,SX

MI,BK

WH,RO

BK,WA

S,M,L,LL

S,M,L,LL

S,M,L,LL

S,M,L,LL

1SKU

1SKU

1SKU

1SKU

品質

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

説明

リボン通しチュールレース・
2WAY生地
ブラジャー3/4カップ（ノンワ
イヤー）、モールドカップ
広がり防止生地有、取り外し可
能パット有
2段×3列ホック、ストラップ取
替可（取り外し着用不可）
ショーツ マチあて（身生地同
色）

ラメストライプ生地・後見頃
2WAY生地
ブラジャー3/4カップ（ノンワ
イヤー）、モールドカップ 広
がり防止生地有、取り外し可能
パット有 2段×3列ホック、ス
トラップ取替可（取り外し着用
不可）
ショーツ マチあて（身生地同
色)

ニットレース・ショーツ後見頃
2WAY生地
前中心にチャーム付き
ブラジャー3/4カップ（ノンワ
イヤー）、モールドカップ 広
がり防止生地有、取り外し可能
パット有 2段×3列ホック、ス
トラップ取替可（取り外し着用
不可）
ショーツ マチあて（身生地同

https://www.foresthttps://www.forest備考 proshop.com/shopdetail/00000 proshop.com/shop/shopdetail.
0000349
html?brandcode=00000000037
8&search=9547&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000037
9&search=9548&sort=

ナイロン・ポリウレタン

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ニットレース・裏布配色
ブラジャー3/4カップ（ノンワイ
ヤー）、モールドカップ
取り外し可能パット有
2段×3列ホック、ストラップ取替
可（取り外し着用不可）
ショーツ マチあて（身生地同色)

ノンワイヤー、花柄チュール
レース・2WAY生地
ストラップ取替え不可
モールドカップ（広がり防止生
地+取り外し可能パット付き）
後3段×4列ホック
ショーツ マチあて（身生地同
色）

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000000
2&search=9549&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000039
5&search=9550&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

9551
小花柄チュールレースフェミニン
ノンワイヤーブラジャー&ショーツ

カラー NB,IV
サイズ
販売

S,M,L,LL

9552
フリルノンワイヤーブラジャ-＆
ショーツ

9553
花レースノンワイヤーブラジャ-＆
ショーツ

9554
コードレースオールオーバーノン
ワイヤーブラ&ショーツ

9601
ノンワイヤーブラジャー

BK,PU

SX,PE

PU×BK,WH×BK

S,M,L,LL

S,M,L,LL

S,M,L,LL

MO,GY
A75,80,85,90 B75,80,85,90
C75,80,85,90

1SKU

1SKU

1SKU

1SKU

品質

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

説明

ノンワイヤー、小花柄チュール
レース・2WAY生地
ストラップ取替可（取り外し着
用不可）
モールドカップ（広がり防止生
地+取り外し可能パット付き）
後3段×4列ホック
ショーツ マチあて（身生地同
色)

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000039
6&search=9551&sort=

発注単位

ポリエステル ポリウレタン その
他

ポリエステル ポリウレタン その
他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ノンワイヤー、ジョーゼットフリ
ル・2WAY生地
ストラップ取替え不可
モールドカップ（広がり防止生地+
取り外し可能パット付き）
後2段×3列ホック
ショーツ マチあて（身生地同
色）

ノンワイヤー、ドット柄ジョー
ゼット・花モチーフレース・2WAY
生地
ストラップ取替え不可
モールドカップ（広がり防止生地+
取り外し可能パット付き）
後2段×3列ホック
ショーツ マチあて（身生地同色)

2WAY生地・A・Oレース
ブラジャー3/4カップ、モールド
カップ（広がり防止生地+取り外し
可能パット付き）
2段×3列ホック
ストラップ取替え可（取り外し着
用不可）
ショーツ

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000040
1&search=9552&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000040
2&search=9553&sort=

1ＳＫＵ

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他
ノンワイヤーブラジャー
サテンネット
カップ全面にA・Oレース使用

マチあて（身生地同色)

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000034
4&search=9554&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000015
3&search=9601&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

9602
ノンワイヤーレースブラ

カラー BE,PI
A75,A80,A85,A90,B75,B80,B85,B90
サイズ ,C75,C80,C85,C90
販売
品質

説明

1SKU

9603

7120

ノンワイヤーチュールレースブラ

チューブトップブラ

MO,PE
A75,A80,A85,A90,B75,B80,B85,B90
,C75,C80,C85,C90

BK,WH

1SKU

7121
ノンワイヤーブラ（チューブトッ
プ）

7122
ゼブラ柄チューブトップ

WH,BK,PI,TA

BK,WH

M,L,LL

M,L,LL

発注単位 1ＳＫＵ

YES（縫いこみ）

YES縫込みラベル

ポリエステル95％,ポリウレタン
5％

ポリエステル92％

M,L,LL

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ポリエステル95%・ポリウレタン5%

ニットレース・サテンネット
ノンワイヤーブラジャー
ストラップ取り外し不可、スト
ラップバックU字付け
2段×3列後ホック

チュールレース・サテンネット
ノンワイヤーブラジャー
ストラップ取り外し不可、スト
ラップバックU字付け
2段×3列後ホック

2WAY生地チューブトップブラ
取り出し可能なカップ付き、後
ホック仕様
ストラップタブ有（付属ストラッ
プは無し）

2WAY
チューブトップブラ
カップ＆ポケットつき
3列2段ホック
ストラップ取り付け可能
新色：PI,TA

ゼブラ柄2WAY
チューブトップブラ
カップ＆ポケットつき
3列2段ホック
ストラップ取り付け可能
裏布（黒）

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000019
6&search=9603&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000027
5&search=7120&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000005
3&search=7121&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000010
5&search=7122&sort=

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000019
5&search=9602&sort=

ポリウレタン8％

(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

7125T
レースチューブトップブラ

7126

7302

new7306

スポーツブラ

伸び伸び成形Tブラ

新スポーツブラジャー

カラー SX,PI,WH,BK

BK,RA,RO

BK,GY,MO,PI,MI

BK,GY,NB

サイズ M,L,LL

M,L,LL

販売

MoreLife

YES縫込み

M,L,LL

M.L.LL

7307
胸元すっきりスポーツブラボク
サーパンツセット
BK,GY
M,L,LL

1SKU
1SKU

品質

ナイロン50% ポリエステル45%
ポリウレタン5%
総レースチューブトップブラ
カップ付き
パット取り外し可能
ストラップ取付可

説明

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000012
3&search=7125&sort=

ナイロン92％

ポリウレタン8％

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

縫い目のない成型スポーツブラ
バストしっかりホールドしてゆれ
にくい
立体的できれいなバストに
Yバックスタイルは肩周りを動かし
やすく
重ね着も楽しめるデザイン

成型ブラジャー
取り外し可能なパット付き
BK、GYは黒色パット、MO、SX、PI
は白色パット

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000013
1&search=7126&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000030
0&search=7302&sort=

綿95% ポリウレタン5%

身生地
ゴム部

綿95％・ポリウレタン5％
ナイロン・ポリウレタン

ベア天竺
ベア天竺
スポーツブラジャー単品
モールドカップ、肩紐共布
アンダー、アウトゴム仕様

スポーツブラジャー
モールドカップ、肩紐共布
アンダー、アウトゴム仕様

GY、NBは新色、アンダーゴムが身
生地同色

一部丈ショーツ
ウエスト、アウトゴム仕様
マチあて（身生地同色・同生地）

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000027
7&search=7306&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000038
7&search=7307&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

7308
胸元すっきり杢成形スポーツブラ

カラー CH杢,インディゴブルー杢,RE杢
サイズ
販売
品質

説明

M,L,LL

1SKU
身生地 ナイロン60% ポリエステ
ル30% ポリウレタン10%
テープ部 ナイロン80% ポリウレ
タン20%

杢生地成型
Y字バックスタイル
取り外し可能なパット付き
（BK、BUは黒、REはベージュの
パット）
洗濯表示、裏側（アンダー部
分）にプリント

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000035
0&search=7308&sort=

7309

A37012

らくサポートブラ

無縫製ノンワイヤーブラ&ショーツ

BK,NB,WH

BK,NB,PE

S,M,L,LL

M/L/LL

1SKU
ポリエステル90％
10％

1SKU
ポリウレタン

2WAY生地

身生地 ポリエステル95％ポリウレ
タン5％
レース部 ナイロン・ポリウレタン
無縫製

ノンワイヤー
サイドサポートつき
ピーナッツ型パット（取り外し
可能）

https://www.foresthttps://www.forestproshop.com/shopdetail/00000 proshop.com/shop/shopdetail.
0000398
html?brandcode=00000000022
7&search=37012&sort=
(株)フォレスト

