画像1

画像2

品番
品名

2300
ウエストメイク機能付ショーツ
ガードル

カラー BK,BE,PE
サイズ
販売

M,L

ナイロン・ポリウレタン・その他

説明

ヘムレース、ニットレース
パワーのあるヘムレースでウエス
トメイク
ヘムレースとストレッチレースで
フラットな仕上がりで段差を作ら
ない
マチあて（身生地同色)

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000027
8&search=2300&sort=

2973

2982

2983

サテンネットガードル

裏起毛ショーツガードル1分丈

裏起毛ショーツガードル2分丈

BE,BK

GY、PE

PI,BE,BK

PI,BE,BK

M,L,LL

64/70/76/82/90

M,L,LL

M,L,LL

1SKU

キュキュッと！！美腹。
Only one

キュキュッと！！骨盤おさえ。
Only one

身生地 ポリエステル90％・ポリ
ウレタン10％、レース ナイロン
80％・ポリウレタン20％

身生地 ポリエステル94％ ポリ
ウレタン6％ レース部 ナイロン
ポリウレタン

身生地 ポリエステル94％ ポリ
ウレタン6％ レース部 ナイロン
ポリウレタン

サテンネット
ショーツタイプ
足口、前側に逆三角形のレース付
お腹部分にパワーネット裏打ち
後身頃立体裁断、後中心にゴム
シャーリング
マチあて（身生地同色）

あったかい裏起毛
クロッチつき
パワーネットつき（フロント）
バックギャザー M 29cm

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000018
1&search=2973&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000004
9&search=2982&sort=

1SKU

品質

備考

2900
ジャガード花柄ハイウエストガー
ドルショーツ

ポリエステル・ポリウレタン・そ
の他

ジャガード生地
ハイウエスト
ウエスト部分に4箇所ボーン入
り
前面お腹部分と、ヒップライン
にパワーネット裏打ち
足口レースつきで、ヒップライ
ンがアウターに響きにくい
後中心にゴム引き
マチあて（身生地同色)

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000031
4&search=2900&sort=

あったかい裏起毛
クロッチつき
パワーネットつき（サイド～バッ
ク）
バックギャザー M 23cm

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000005
0&search=2983&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

2984
裏起毛ショーツ

2986

2987

3060

3061

裏起毛3分丈ショーツガードル

裏起毛ハイウエスト骨盤押さえ

裏起毛2分丈骨盤ショーツガードル

裏起毛小腹ショーツガードル

カラー PI,BE,BK

BK,GY,RA

BK,GY,RA

BK,PA,PE

BK,PA,PE

サイズ M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

Comfortableラベル
あったか素材 美腹3分丈 口紙
身生地：ポリエステル96％、ポリ
ウレタン4％
レース部：ナイロン、ポリウレタ
ン
裏起毛 あったか生地
パワーネット：フロント部分
Mサイズ
はきこみ丈：約26.5ｃｍ
また下丈：約21ｃｍ

Comfortableラベル
あったか素材 骨盤おさえ

1SKU

1SKU

販売

キュキュッと！！美尻。
Only one

品質

身生地 ポリエステル94％ ポリ
ウレタン6％ レース部 ナイロン
ポリウレタン
あったかい裏起毛
クロッチつき
バックギャザー 立体ヒップ
M 27cm

説明

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000005
1&search=2984&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000006
9&search=2986&sort=

口紙

身生地：ポリエステル94％、ポリウレ
タン6％
レース部：ナイロン、ポリウレタン

ポリエステル95％
5％

裏起毛 あったか生地
パワーネット：骨盤まわり
Mサイズ
はきこみ丈：約33ｃｍ

裏起毛生地
パワーネット裏打ちの2分丈
ショーツ お腹部分と足口に
レース
後中心にゴム付きで、ヒップを
包み込む
マチあて（身生地同色)

裏起毛生地
お腹部分にパワーネット裏打ち
ショーツタイプ
前足繰りは身生地折り返し仕様
で肌あたりが優しい
立体構造と後ろ中心のゴム引き
でヒップを包みこむ
マチあて（身生地同色)

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000006
9&search=2986&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000031
3&search=3060&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000031
2&search=3061&sort=

ポリウレタン

ポリエステル95％
5％

ポリウレタン

(株)フォレスト

画像1

画像2

品番

3071
深履き裏起毛お腹ショーツガード
ル

3707
ジャガード柄お腹パワーネット
ショーツガードル

3708
ジャガード美尻パワーネット
ショーツガードル

3709
ジャガード骨盤パワーネット
ショーツガードル

カラー PI,BR,GY

PI,BR,GY

BK,BE,LA

BK,PE,LA

BK,BE,PE

サイズ M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

1SKU

1SKU

1SKU

品名

3070
足口らくらく裏起毛お腹ショーツ
ガードル

販売
1SKU
品質

説明

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
裏起毛・ニットレース
お腹部分にパワーネット裏打ち
ショーツタイプ
前足口身生地折り返し、後見頃立
体裁断

1SKU

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

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

マチあて（身生地同色）

ジャガード生地
美腹ショーツガードル ショー
ツタイプ
お腹部分にパワーネット裏打ち
後ろ中心にゴムシャーリング
マチあて（身生地同色)

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

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000015
1&search=3071&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000033
6&search=3707&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000033
7&search=3708&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000033
8&search=3709&sort=

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
裏起毛・ニットレース
骨盤部分パワーネット裏打ち
2分丈タイプ

マチあて（身生地同色）

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000015
0&search=3070&sort=

ジャガード生地
美尻ショーツガードル ショー
ツタイプ
ヒップラインにパワーネット裏
打ち
後ろ中心にゴムシャーリング
マチあて（身生地同色)

ジャガード生地
骨盤ショーツガードル ショー
ツタイプ
骨盤部分にパワーネット裏打ち
後ろ中心にゴムシャーリング
マチあて（身生地同色)

(株)フォレスト

画像1

画像2

品番

3711
ジャガード柄骨盤パワーネット
ショーツガードル

3712

3713

脱プラハンガー仕様商品群 ジャガード柄お腹
＆ヒップパワーネットショーツガードル

脱プラハンガー仕様商品群 ジャガード柄骨盤
パワーネットショーツガードル

下腹強力シェイプパンツ

カラー BK,LA,PE

BK,LA,BE

BK,LA,PE

BK,LA,BE

BK,MO,PE,LA

サイズ M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

1SKU

1SKU

品名

販売
品質

説明

3710
ジャガード柄お腹＆ヒップパワー
ネットショーツガードル

1SKU
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95％ ポリウレ
タン5％
脱プラハンガー仕様商品群
ジャガード生地、ニットレース
お腹部分とヒップラインにパワー
ネット裏打ち
前見頃に飾りニットレース
足口細幅ニットレース
マチあて（身生地同色）

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000033
1&search=3710&sort=

3902

M,L,LL

1SKU
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95％ ポリウレ
タン5％
脱プラハンガー仕様商品群
ジャガード生地、ニットレース
骨盤部分にパワーネット裏打ち
前見頃に飾りニットレース
足口細幅ニットレース
マチあて（身生地同色）

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000028
6&search=3711&sort=

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

ジャガード生地、ニットレース
お腹部分にパワーネット裏打ち
前見頃に飾りニットレース
足口細幅ニットレース

ジャガード生地、ニットレース
骨盤部分にパワーネット裏打ち
前見頃に飾りニットレース
足口細幅ニットレース

マチあて（身生地同色）

マチあて（身生地同色）

台紙ハンガー

台紙ハンガー

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000015
4&search=3712&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000001
9&search=3713&sort=

綿

95％

ポリウレタン

5％

綿ベア天竺
一部丈タイプ
お腹部分にパワーネット
後中心にゴムシャーリング
ショーツ マチあて（身生地同
色)

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000034
7&search=3902&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

3903
ベア天ウエストらくらく小腹シェ
イプショーツ

3905
ベア天ウエストらくらくお腹シェ
イプショーツ

カラー SX,MO,PE,CR,WA,NB

PE,MO,BR,BE,SX

サイズ M,L,LL

M,L,LL

販売

OnlyOneラベル
キュキュットお腹押さえ効果

品質

身生地：綿95％ ポリウレタン5％
レース部：ナイロン、ポリウレタ
ン

説明

綿ベア天＆レース
フロント（Ｖ字）パワーネット
ヒップアップパワーネット
バックシャーリング
ウエスト部前ゴムなし（後ろはゴ
ム入り）
マチ当て
SX,PE,CR（白・綿）
MO,WA,NB（同色・綿）
Mサイズはきこみ丈： 約30cm

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000007
3&search=3903&sort=

1SKU
身生地 綿95％ポリウレタン5％
レース部 ナイロン・ポリウレタン
綿ベア天竺
ハイウエスト
お腹部分、身生地折り返し
前、後見頃の足ぐりにレース
お腹部分とヒップラインにパワー
ネット裏打ち
マチあて（同色)

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000033
6&search=3905&sort=

3909
らくらくお腹押さえショーツガー
ドル
BK,RO,ﾓｰﾌﾞ,BE,SX,CR
M,L,LL

身生地 綿95％ ポリウレタン5％
レース部 ナイロン ポリウレタ
ン
フロントにパワーネット使用
バックシャーリング
ウエスト部前折り返し、バックも
ゴムなし仕様
ショーツ 28cm
マチ当て（同色綿）

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000002
7&search=3909&sort=

3910

3911

ハイウエスト成型ショーツ

ハイウエストショーツガードル

BK,BE

BE,WA,BK

M,L,LL

M,L,LL

MoreLife

MoreLife

ナイロン90%

ポリウレタン10%

縫い目のない成型ハイウエスト
ショーツ
ウエスト部分はで引き締めくびれ
を作り、ボーン入りで姿勢もシャ
キッと。
お腹部分も少し強めの編みこみで
お腹を引き締め
ヒップは立体感のある編みこみで
丸いヒップラインを作ってくれ
る。
はきこみ丈 Ｍサイズ約36cm

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000013
2&search=3910&sort=

身生地 ポリエステル90％ ポリウ
レタン10％
レース部 ナイロン・ポリウレタ
ン
サテンネット
お腹部分にパワーネット
前中心ファスナー付
5本ボーン・バックシャーリング
マチあて（身生地同色・綿）
はきこみ丈 Mサイズ約39cm

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000013
5&search=3911&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

3920
綿混ベア天竺美腹ショーツガード
ル1枚履き

カラー BK,LA,MO
サイズ
販売
品質

説明

M,L,LL

30枚アソート

3924A
綿混ベア天竺骨盤押さえショーツ
ガードル1枚履き

3925

3927

美腹ショーツガードル

美尻ショーツガードル

2Pお腹押さえガードルショーツ

BK,PE,LA

GY,LA,PI

GY,LA,MO

BK,GY,BE,LA

M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

1SKU

1SKU

1SKU

30枚アソート

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

身生地 ポリエステル65％ 綿
30％ ポリウレタン5％ レース部
ナイロン・ポリウレタン

身生地 ポリエステル65％ 綿
30％ ポリウレタン5％ レース部
ナイロン・ポリウレタン

30枚袋入れ（M：L：LL＝4：4：1＝
各色4枚：各色4枚：各色2枚＝12
枚：12枚：6枚）
30枚袋入れ
美腹ショーツガードル ショーツ
タイプ
お腹部分にパワーネット
後中心にゴムシャーリング
ショーツ マチあて（身生地同
色）

美腹ショーツガードル ショーツ
タイプ
お腹部分にパワーネット
後中心にゴムシャーリング
ショーツ マチあて（身生地同
色）

美腹ショーツガードル 一分丈タ
イプ
お腹部分にパワーネット
後中心にゴムシャーリング
ショーツ マチあて（身生地同
色・ポリエステル）

美尻ショーツガードル 一分丈タ
イプ
ヒップラインにパワーネット
後中心にゴムシャーリング
ショーツ マチあて（身生地同
色・ポリエステル）

30枚袋入れ（M：L：LL＝4：4：1＝
各色4枚：各色4枚：各色2枚＝12
枚：12枚：6枚）

30枚袋入れ（M：L：LL＝4：4：1＝
各色4枚：各色4枚：各色2枚＝12
枚：12枚：6枚）

30枚袋入れ（M：L：LL＝4：4：1＝
各色4枚：各色4枚：各色2枚＝12
枚：12枚：6枚）

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000028
3&search=3924&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000021
3&search=3925&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000021
5&search=3927&sort=

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000028
4&search=3920&sort=

3930P

身生地；ポリエステル65% 綿30%
ポリウレタン5%
レース部：ナイロン、ポリウレタ
ン
T/Cベア天竺
お腹部分にパワーネット裏打ち
前身頃にレース
足ぐりに細巾レース
マチあて（同色）

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000001
1&search=3930&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

3931P
2P美尻ショーツガードル

カラー GY,LA,BE,PE
サイズ
販売
品質

説明

M,L,LL

1SKU
身生地；ポリエステル65% 綿30%
ポリウレタン5%
レース部：ナイロン、ポリウレタ
ン
T/Cベア天竺
ヒップラインにパワーネット裏打
ち
前身頃にレース
足ぐりに細巾レース
マチあて（同色）

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000001
2&search=3931&sort=

3932P
2P骨盤ショーツガードル
BK,LA,BE,PE
M,L,LL

3970
お腹パワーネットショーツガード
ル

3971
ヒップラインパワーネットショー
ツガードル

BE,BR,SX,PE

PE,MO,LA,BE

M,L,LL

M,L,LL

1SKU
身生地；ポリエステル65% 綿30%
ポリウレタン5%
レース部：ナイロン、ポリウレタ
ン
T/Cベア天竺
骨盤部分にパワーネット裏打ち
前身頃にレース
足ぐりに3ｃｍ巾レース
マチあて（同色）

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000001
3&search=3932&sort=

1SKU

1SKU

身生地 綿95％ポリウレタン5％
レース部 ナイロン・ポリウレタン

身生地 綿95％ポリウレタン5％
レース部 ナイロン・ポリウレタン

綿ベア天竺

綿ベア天竺

お腹部分にパワーネット裏打ち
前身頃にレース
足ぐりに細巾レース
マチあて（同色)

ヒップラインにパワーネット裏打
ち
前身頃にレース
足ぐりに細巾レース
マチあて（同色)

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000033
7&search=3970&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000033
8&search=3971&sort=

6308
ウエストメイクショーツガードル
PE,BE,BK
M,L
Only One（縫いこみ）
メリットラベル：ウエストメイク
身生地：ナイロン88％、ポリウレタン12％
レース部：ナイロン、ポリウレタン

ネット生地
ウエスト折り返し2重
バックシャーリング
Mサイズはきこみ丈：約27ｃｍ
マチあて：同色綿

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000007
5&search=6308&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

7000
ウエストニッパー

カラー BK,BE
サイズ

7900

説明

7906
アンダーすっきりロングブラ
ジャー

7907
ウエストニッパー付きハイウエス
トガードル

ヘムソフトウエストシェイパー

骨盤サポートベルト

BE,MO,BK

BK,MO

BK,MO

MO.BK

M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL
M,L,LL

Fine

販売
品質

7905

Shape

Fine

Shape

FineShapeポップ、付記ラベル、
ラベル

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%

身生地：ナイロン59％ ポリウレ
タン41％ レース部：ナイロン
ポリウレタン

全面ゴム素材 ボーン入りで
シャキッとウエストを引き締め
4本ボーン
3段ホック

ヘムレース 上：ゴム
フロント・バック（クロス）にパ
ワーネット
丈28～29cm

シェイプアップサポートインナー
マジックベルトで締め付け具合を
調節、着脱も簡単
通気性がよくムレにくい骨盤引締
めベルト
3重構造スライド式でヒップアップ
や小尻に見せる効果
ポッコリお腹の解消

ふんわりバストメイク
3/4カップ 丈14cm
パッドつき取り外し可能
ワイヤー入り ストラップ（太
い）取替可能 2列5段ホック
ボーン4本入り

サテンネット
パワー：ハード
PN：腹部中央、ヒップ下部
バックシャーリング、立体裁断
ホック：9段2列
クロッチ同色凸凹ボタン3つ
はきこみ丈約30ｃｍ
（7906のロングブラと企画）

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000000
6&search=7900&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000005
5&search=7905&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000005
6&search=7906&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000006
1&search=7907&sort=

ウエストサイズM：58～74、L：
60～76、LL ：62～78

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000031
5&search=7000&sort=

ポリエステル60％
25％ その他15％

ポリウレタン

身生地 ポリエステル90％ ポリ
ウレタン10％ レース部 ナイロ
ン ポリウレタン

ポリエステル90％
ポリウレタン10％

(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

7909
骨盤補整

腹巻シェイパー

背筋補整
パー

7910
バストアップシェイ

7911
くびれメイクぺチスカート

7913
キュキュとウエストペチスカート
Fine Shape

7914
キュキュとウエストペチパンツ
Fine Shape

カラー BK,MO

BK,MO

BK,MO

BK,MO,OW

BK,MO,OW

サイズ M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

販売
品質

説明

Fine
綿95％

Shape
ポリウレタン5％

シェイプアップサポートインナー
骨盤サポート腹巻 ソフトタイプ
下部周りにパワーネット
後ろ丈が長めのデザイン
前23cm 後26cm

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000005
9&search=7909&sort=

Fine

Shape

身生地 ポリエステル90％
ウレタン10％

Fine
ポリ

Shape

上部 ポリエステル90％ ポリウ
レタン10％ 下部 ポリエステル
100％

背筋を伸ばしてバストアップ
着丈29cm 総丈33cm
（前中心丈13cm）
バック（クロス状）、肩、フロン
トにパワーネット使用
フロント両サイドにシャーリング

ウエストすっきりくびれメイクの
ぺチスカート
上部丈19cm 総丈48cm

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000005
7&search=7910&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000005
8&search=7911&sort=

Fine

Shape

1SKU

Fine

Shape

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

ストレッチサテン・トリコット生
地
ウエスト部分：ストレッチサテン
スカート部分：トリコット生地
裾：細幅レース

ストレッチサテン・トリコット生
地
ウエスト部分：ストレッチサテン
スカート部分：トリコット生地
裾：細幅レース

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000010
0&search=7913&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000035
1&search=7914&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番

7915
キュキュとアンダーすっきりロン
品名 グノンワイヤブラジャーFine
カラー Shape
BK,MO
サイズ M,L,LL
販売

Fine

Shape

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

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000002
8&search=7915&sort=
(株)フォレスト

