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
サテンネットガードル

BE,BK

GY、PE

M,L,LL

64/70/76/82/90

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

1SKU
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=

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

3711
ジャガード柄骨盤パワーネット
ショーツガードル

BK,LA,PE

BK,LA,BE

M,L,LL

M,L,LL

1SKU

1SKU

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）

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）

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

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

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

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

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％

マチあて（身生地同色）

(株)フォレスト

画像1

画像2

品番

3712

3713

品名

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

3714
ジャガードお腹＆ヒップパワー
ネットショーツガードル

3715
ジャガード骨盤パワーネット
ショーツガードル

3716
ジャガードお腹＆ヒップパワー
ネットショーツガードル

カラー BK,LA,PE

BK,LA,BE

BK,PE,MO

PU,PE,BK

BK,PU,MO

サイズ M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

1SKU

1SKU

1SKU

1SKU

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

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）

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・その他

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・その他

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
その他

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

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

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）

マチあて（身生地同色）

台紙ハンガー（骨盤）

台紙ハンガー(美腹）

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000019
5&search=3715&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000017
3&search=3716&sort=

マチあて（身生地同色）
台紙ハンガー

台紙ハンガー
台紙ハンガー(美腹）

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

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

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000015
3&search=3714&sort=

(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

3717
ジャガード柄骨盤パワーネット
ショーツガードル

カラー PU,PE,MO
サイズ M,L,LL

3902
下腹強力シェイプパンツ
BK,MO,PE,LA
M,L,LL

販売

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
その他
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

説明
マチあて（身生地同色）

綿

95％

ポリウレタン

5％

SX,MO,PE,CR,WA,NB

PE,MO,BR,BE,SX

BK,BE

M,L,LL

M,L,LL

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

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)

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.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000034
7&search=3902&sort=

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

台紙ハンガー（骨盤）

https://www.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000017
2&search=3717&sort=

3905
ベア天ウエストらくらくお腹シェ
イプショーツ

OnlyOneラベル
キュキュットお腹押さえ効果

1SKU
1SKU

品質

3903
ベア天ウエストらくらく小腹シェ
イプショーツ

3910
ハイウエスト成型ショーツ

MoreLife
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=

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=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番
品名

3911
ハイウエストショーツガードル

カラー BE,WA,BK
サイズ M,L,LL
販売
品質

説明

MoreLife
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.forest備考 proshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000013
5&search=3911&sort=

3930P

3931P

3932P

2Pお腹押さえガードルショーツ

2P美尻ショーツガードル

2P骨盤ショーツガードル

BK,GY,BE,LA

GY,LA,BE,PE

BK,LA,BE,PE

M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

1SKU

1SKU

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
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）

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）

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
1&search=3930&sort=

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

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

3970
お腹パワーネットショーツガード
ル
BE,BR,SX,PE
M,L,LL

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
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=00000000033
7&search=3970&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番

3972
綿ベア天きゅきゅと美腹ショーツ
ガードル

3973
綿ベア天きゅきゅと美尻ショーツ
ガードル

カラー PE,MO,LA,BE

BR,PE,SX,BE

MO,PE,BE,LA

サイズ M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

品名

3971
ヒップラインパワーネットショー
ツガードル

販売
1SKU
品質

説明

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

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

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)

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）

綿ベア天竺
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.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000009
9&search=3972&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000009
4&search=3973&sort=

https://www.forest備考 proshop.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

7906
アンダーすっきりロングブラ
ジャー
BK,MO
M,L,LL

Only One（縫いこみ）
メリットラベル：ウエストメイク

Fine

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

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

Shape

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

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

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000007
5&search=6308&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000005
6&search=7906&sort=
(株)フォレスト

画像1

画像2

品番

カラー BK,MO,OW

BK,MO,OW

7915
キュキュとアンダーすっきりロン
グノンワイヤブラジャーFine
Shape
BK,MO

サイズ M,L,LL

M,L,LL

M,L,LL

品名

販売

7913
キュキュとウエストペチスカート
Fine Shape

Fine

Shape

1SKU

7914
キュキュとウエストペチパンツ
Fine Shape

Fine

Shape

1SKU

Fine

Shape

1SKU

品質

説明

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

ナイロン・ポリウレタン

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

ナイロン・ポリウレタン

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000035
1&search=7914&sort=

https://www.forestproshop.com/shop/shopdetail.
html?brandcode=00000000002
8&search=7915&sort=

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

(株)フォレスト

