
透明な花柄ブラウスとデニムの都会的なツーピース 

透け感のある洗練されたブラウスを、インナーと
デニムの切替ワンピース（着るスカート）に重ねた
ツーピースでございます。 
Aラインのトップスも、“着るスカート”も、きれいな

シルエットでありながら、身体を締め付けない、と
ても快適な着心地でございます。 

ブラウスの襟の裏に、スカートと同じ素材を用い、
スタイリッシュさをプラスしました。 
ブラウスと“着るスカート” 別々にコーディネートす
ることもでき、着回し力抜群です。 

◆素材◆ 
ブラウス：ポリエステル100％ 
ワンピース： 
 インナー部分 綿100％   スカート部分 綿95％ ポリウレタン5％ 
◆お洗濯◆ 

ネットに入れて洗濯機でお洗濯いただけます。念のため、衣類乾燥機のご使用はお控えいただきます
よう、お願いいたします。お洗濯後、濡れたままの長時間の放置により、生地が縮む可能性がございま
す。アイロンをご使用の際は、ラウスは中温～低温、ワンピースは高温に設定願います。 

TPC00000001 
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ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 



エレガントな小花ツーピース 

小花模様の生地で作りましたツーピースで
ございます。 

シンプルなブラウスと裾がフリルのインナー
と一体型のワンピースの組み合わせにより、
エレガントな雰囲気を演出しています。 
フレンチスリーブでございますので、 

薄手の生地ですが、寒い季節はあったかイ
ンナーに重ねて着たり、カーディガンを羽
織ったりと、季節を問わず活躍しそうです。 

ブラウスもワンピースも、別々にコーディ
ネートすることもでき、楽しみが広がります。 

◆素材◆ 
綿100％ 
◆お洗濯◆ 

ネットに入れて洗濯機でお洗濯いただけます。念のため、衣類乾燥機のご使用はお控えいただきま
すよう、お願いいたします。お洗濯後、濡れたままの長時間の放置により、生地が縮む可能性がござ
います。 

TPC00000002 
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ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 



キチンとした印象のツーピース 
落ち着きのある可愛い生地で作ったツーピー
スでございます。長めのフレンチスリーブのブ
ラウスとフレアスカートとの組み合わせが、キ
チンとした印象です。 
オーガニックコットン100％のインナーと一体

型の心地良い“着るスカート”に、ゆったりとし
たブラウスと重ねたスタイルはとても快適です。 

ブラウスもワンピースも別々にコーディネート
することができ、着回し力抜群です。 

また、裏地のない、ゆったりとしたデザインは、
あったかインナーの上に着たり、カーディガン
を羽織ったりと、季節を問わず、色々なシーン
で活躍しそうです。 

◆素材◆ 
綿100％ 
※ワンピースのインナー部分は、オーガニックコットン100％でございます。 
◆お洗濯◆ 

ネットに入れて洗濯機でお洗濯いただけます。念のため、衣類乾燥機のご使用はお控えいただきま
すよう、お願いいたします。洗濯による縮み防止のため、オーガニックコットンはあらかじめ水通しをし
ておりますが、お洗濯後、濡れたままの長時間の放置により、生地が縮む可能性がございます。 

TPC00000003 
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ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 



華やかなツーピース 
明るく華やかな生地で作りました、ツーピー
スでございます。 
Aラインのゆったりとしたブラウスと、イン

ナーと一体型の“着るプリーツフレアスカー
ト”との組み合わせは着心地がよいだけで
なく、とても可愛らしい雰囲気を演出してい
ます。 

ブラウスも着るスカートも別々にコーディ
ネートすることができ、楽しみが広がります。 

あったかインナーの上にツーピースを着れ
ば、寒い季節を明るく華やかにしそうです。 

◆素材◆ 
綿100％ 
※ワンピースのインナー部分は、オーガニックコットン100％でございます。 
◆お洗濯◆ 

ネットに入れて洗濯機でお洗濯いただけます。念のため、衣類乾燥機のご使用はお控えいただきま
すよう、お願いいたします。お洗濯後、濡れたままの長時間の放置により、生地が縮む可能性がござ
います。 

ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 TPC00000004 
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和の可愛さ✿快適すぎるツーピース 

和を感じる半袖の丸襟ブラウスと、インナー
と一体型のデニム素材の“着る”スカートと
のツーピースでございます。 

涼しげなブラウス、シングルガーゼ素材のイ
ンナー、ストレッチ素材のスカートは、可愛
いだけでなく、着心地も抜群でございます。 

ブラウスとワンピースはそれぞれ別々に
コーディネートすることができ、色々なシーン
で活躍しそうです。 

◆素材◆ 
ブラウス：綿100％ 
ワンピース： インナー部分 綿100％（シングルガーゼ） スカート部分：綿95％ ポリウレタン5％ 
◆お洗濯◆ 

ネットに入れて洗濯機でお洗濯いただけます。念のため、衣類乾燥機のご使用はお控えいただきま
すよう、お願いいたします。お洗濯後、濡れたままの長時間の放置により、生地が縮む可能性がござ
います。 

ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 TPC00000005 
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ブルーチェリー 可愛いハイウエストの快適ツーピース 

クリーム色にブルーのさくらんぼ柄が
プリントされた、綿100％の生地で作り

ました、ワンピースとブラウスとの組み
合わせでございます。 

ワンピースのインナー部分にはシング
ルガーゼを用い、着心地の良さを追求
しました。 

短めの丈のブラウスとハイウエストの
ワンピースの組合せが生地に良く似合
い、清楚で可愛いイメージを演出して
います。 

ブラウスとワンピースは別々にコー
ディネートすることができ、着回し力も
抜群です。 

キチンとしているのに快適なツーピー
スは、色々なシーンで注目を浴びそう
です、 

◆素材◆ 
綿100％  

※ワンピースのインナー部分は、綿
100％のシングルガーゼでございます。 
◆お洗濯◆ 

ネットに入れて洗濯機でお洗濯いた
だけます。念のため、衣類乾燥機の
ご使用はお控えいただきますよう、お
願いいたします。お洗濯後、濡れたま
まの長時間の放置により、生地が縮
む可能性がございます。 

ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 TPC00000006 
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隠れパンダのふんわりスカートのスタイリッシュツーピース 

心地よいシングルガーゼのインナーとの一体型スカートと、高級感のあるダンガリー素材のブラウ
スをあわせました、快適なツーピースでございます。襟の裏にはスカートと同じ生地を用いました。 

短めの光沢のあるブラウスと、ハイウエストのふんわりとしたプリーツフレアスカートとの組み合わ
せが、スタイリッシュな大人の雰囲気を演出しています。 

スカートもブラウスも、それぞれ別々にコーディネートができ、着回し力も抜群です。他にはないデ
ザインのツーピースは、ビジネスでもプライベートでも注目を浴びそうです。 

◆素材◆ 
綿100％ 
◆お洗濯◆ 

ネットに入れて洗濯機でお洗濯いただけます。念のため、ブラウスは単独でお洗濯いただき、すべて
衣類乾燥機のご使用はお控えいただきますよう、お願いいたします。 

TPC00000007 

株式会社Hana-Japan 

本社 〒463-0010 愛知県名古屋市守山区翠松園3-505-2 
    Tel ： 052-768-6649 

http://hana-japan.co.jp/ 

Adelheid 旧軽井沢店  
     〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢668 
     軽井沢ショッピングアレイ10号 
     Tel&Fax ： 0267-42-8110 

==============世界で1着だけの丸襟ワンピース “Adelheid” Brand  ============ 

========================================================================== 

ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 



スクエアブラウスが可愛いフルーツ柄の快適ツーピース 

フルーツ柄のコットン100％の生地で作り

ました、切替ワンピースとブラウスとの涼
しげなセットでございます。 

インナー部分にシングルガーゼを使用し
たハイウエストのプリーツフレアスカート
は着心地が良く、ゆったりとした四角形の
ブラウスと組み合わせると、とても若々し
く可憐なイメージを演出します。 

ブラウスとワンピースはそれぞれ別々に
コーディネートすることができ、着回し力も
抜群です。 

他にはない可愛いスタイルは、色々な
シーンで注目を浴びそうです。 

◆素材◆ 
綿100％  

※ワンピースのインナー部
分は、綿100％のシングル
ガーゼでございます。 
◆お洗濯◆ 

ネットに入れて洗濯機でお
洗濯いただけます。念のた
め、衣類乾燥機のご使用は
お控えいただきますよう、お
願いいたします。お洗濯後、
濡れたままの長時間の放置
により、生地が縮む可能性
がございます。 

ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 TPC00000008 
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森の動物たち 綿麻生地の快適オールシーズンツーピース 

人気の綿麻生地で作りました、インナー一体型のワンピースとブラウスのセットでございます。 

ワンピースのインナー部分にはガーゼタイプのオーガニックコットン生地を用い、快適さを追求しまし
た。落ち着いた深緑を基調とした癒される模様の生地と、控えめで上品なAラインのスカート、五分袖
などの組合せが、どの季節にも合う、他にはない可愛くスタイリッシュな雰囲気を演出しています。 
ブラウスとワンピースは別々に着ることもでき、コーディネートの幅が広がりそうです。 

◆素材◆ 綿85％ 麻15％ ※インナー部分は、オーガニックコットン100％でございます。 
◆サイズ◆ ブラウス 着丈：約49cm 身幅：約54cm  ワンピース 着丈：約84cm  身幅：約49cm 

◆お洗濯◆ネットに入れて洗濯機でお洗濯いただけます。念のため、衣類乾燥機のご使用はお控え
いただきますよう、お願いいたします。綿麻生地、オーガニックコットン生地は、事前に水通しをし、お
洗濯による縮みを極力防止しておりますが、若干縮む場合がございます。 
また、お洗濯後、濡れたままの長時間の放置により、生地が縮む可能性がございます。 

ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 TPC00000009 
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Crop＆Tank Dress ダークグレーの知的な丸襟ツーピース 

暖かいコットンスウェードの生地で作りました、短い丈のブラウスとタンクドレス（ワンピース）を組み合
わせた、黒いタイツが良く似合うツーピースでございます。ボレロのようなブラウスのシルエット、ベル
型の袖、ワンピースの控えめなAラインなどとダークグレーの組合せが、知的で上品な印象を演出し

ています。ワンピースとブラウスは、それぞれ別々にコーディネートすることもでき、特にワンピースは
ジャンパースカートとして、ブラウスやセーターなどとあわせるスタイルが良く似合います。 
落ち着きのあるツーピースは、ビジネスでもプライベートでも活躍しそうです。 

◆素材◆ 綿100％（コットンスウェード） 
◆サイズ◆ ブラウス 着丈：約38cm 身幅：約58cm  ワンピース 着丈：約92cm  身幅：約49cm 

◆お洗濯◆ネットに入れて洗濯機でお洗濯いただけます。念のため、衣類乾燥機のご使用はお控え
いただきますよう、お願いいたします。お洗濯後、濡れたままの長時間の放置により、生地が縮む可
能性がございます。 

ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 TPC00000010 
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Xmasに着たい80年代風タータンチェックの丸襟ブラウス＆Tank Dress 

1980年代をイメージして作りました、綿100％のワンピースとブラウスのセットでございます。 
ウエストにゴムを入れた、ふっくらとしたシルエットのCrop丈のブラウスと裾にフリルを施した長めの丈

のワンピースとの組み合わせが、上品ですっきりとしたラインを作り、温かみのあるタータンチェック
が、真冬にピッタリの雰囲気を演出しています。 
ワンピースはブラウスやセーターの上に重ねるジャンパースカートとして着ても、とても可愛いです。 

裏側が少し起毛した生地は、薄手ながらとても暖かく、クリスマスをはじめとしたイベントなど、色々な
シーンで注目を浴びそうです。 

◆素材◆ 綿100％（起毛チェック） ※襟の裏にグレーのコットンスウェードを使用しております。 
◆サイズ◆ ブラウス 着丈：約43cm 身幅：約60cm  ワンピース 着丈：約103cm  身幅：約49cm 

※ブラウスのウエスト部分には、ゆったりとゴムを入れております。お手数ですが結んで調整していた
だきますよう、お願いいたします。 

◆お洗濯◆ネットに入れて洗濯機でお洗濯いただけます。念のため、衣類乾燥機のご使用はお控え
いただきますよう、お願いいたします。お洗濯後、濡れたままの長時間の放置により、生地が縮む可
能性がございます。 

ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 TPC00000011 
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エレガントな綿サテンの清純スタイル。快適過ぎる丸襟ツーピース 

コットン100％のグレーがかった水色の柔らかいサテン生地で作りました、丸襟ブラウスとワンピース

とのセットアップでございます。着ていることを忘れるようなシングルガーゼのインナーとスカートを切
り替えたワンピースは、ウエストを締め付けない、快適な着心地でございます。 
胸のあたりに切替のある、控えめなAラインのブラウスはとても上品で、プリーツフレアスカートとの組
み合わせに、サテンのさりげない光沢が加わり、清純なイメージを演出しています。 

ブラウスとワンピースは別々にコーディネートすることができ、着回し力が抜群です。また、寒い日に
は、あったかインナーの上に、ワンピースとブラウスを重ねるなど、一年中、色々なシーンで注目を浴
びそうです。 

◆素材◆ 綿100％（サテン） ※インナー部分にはシングルガーゼを用いました。 
◆サイズ◆ ブラウス 着丈：約62cm 身幅：約50m  裾幅：約57cm 
 ワンピース 着丈：約85cm  身幅：約49cm 

◆お洗濯◆ネットに入れて洗濯機でお洗濯いただけます。念のため、衣類乾燥機のご使用はお控え
いただきますよう、お願いいたします。お洗濯後、濡れたままの長時間の放置により、生地が縮む可
能性がございます。 

ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 TPC00000012 

株式会社Hana-Japan 
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華やかに冬を乗り切る暖か過ぎる丸襟セットアップ・ ２Way 

◆素材◆ フリース：ポリエステル100％（毛玉防止加工）  ワンピース、プリーツフレア：綿100％ 
       襟の裏：綿65％、ポリエステル35％（カラーデニム） 
◆サイズ◆フリースワンピース 着丈：約100cm 身幅：約47cm  ※伸縮性がございます。 
        丸襟ワンピース 着丈：約80cm 身幅：約49cm  

◆お洗濯◆ネットに入れて洗濯機でお洗濯いただけます。念のため、衣類乾燥機のご使用はお控え
いただきますよう、お願いいたします。お洗濯後、濡れたままの長時間の放置により、生地が縮む可
能性がございます。 

ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 TPC00000013 
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プリーツフレアスカートのついた、ローウエストのフリースワンピースの上に、しっかりとした綿100％

の丸襟のミニワンピースを重ねた、新スタイルでございます。襟の裏にはえんじのカラーデニムを使
用しました。ピンク系のバンダナ模様のワンピースが、お腹をすっぽり隠すフリースと組み合わさり、
暗くなりがちな寒い季節のスタイルを、暖かく華やかに演出します。 
ミニワンピースも、長そでのフリースも、別々にコーディネートがすることができ、着回し力が抜群です。 
キレイなシルエットのAラインのミニワンピースは、1枚で着るととてもスタイリッシュで、季節を問わず
活躍します。長そでフリースは、ロングセーターなどとあわせると、可愛いさも暖かさも倍増しそうです。 



ミツバチ＆チェックフリル カントリー調の暖か過ぎる丸襟セットアップ 

◆素材◆ フリースワンピース ：ポリエステル100％（毛玉防止加工）  コットン100％（裾フリル） 
       ブラウス ： 綿100％ 襟の裏：綿65％、ポリエステル35％（カラーデニム）   
◆サイズ◆フリースワンピース 着丈：約82cm 身幅：約49cm ※伸縮性がございます。 
       ブラウス 着丈：約75cm  身幅：約80cm 

◆お洗濯◆ネットに入れて洗濯機でお洗濯いただけます。念のため、衣類乾燥機のご使用はお控え
いただきますよう、お願いいたします。お洗濯後、濡れたままの長時間の放置により、生地が縮む可
能性がございます。 

ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 TPC00000014 
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裾にチェック模様のフリルを施したオフホワイトのフリースのミニワンピースに、ゆったりとしたミツバチ
柄の四角い丸襟ブラウスを重ね保温性を高めた、新しいスタイルでございます。襟の裏にはえんじ色
のカラーデニムを用いました。禁断の柄と柄の組合せが可愛らしく、どことなくカントリー調でありなが
ら、スタイリッシュな雰囲気を演出しています。フリースワンピースは真冬のインナーワンピースとして
も、ミツバチのブラウスは、一年中、ブラウスとしてミニワンピースとして活躍し、着回し力も抜群です。 

タイツやスパッツが良く似合うセットアップは、フリースワンピースの下にあったかインナーを着ると、
ポカポカ度が増し、寒い季節をおしゃれに快適に乗り切ることができそうです。 



ふっくら袖のワッフルブラウス＆デニム 理想的な快適丸襟ツーピース 

しっかりとした上質な綿100％のワッフル生地のブラウスと、タンクトップ一体型のデニムスカートとの
セットアップでございます。 
90cmほどの長さのゴムを入れたウエスト周りはブラウス全体のきれいで愛らしいシルエットを作り、

ふっくらとした五分丈の袖と上品な袖口、襟の裏に使用したデニム生地が、襟の縁取りのように見え
る様子などが、可愛く、きちんとした大人の雰囲気を演出しています。 
控えめなAラインのデニムスカートのように見えるワンピースは、普段は見えないタンクトップ部分に、

ちょっとバブリーなチェッカーフラッグ柄のコットン生地を用い、遊び心をプラスしました。ウエストを締
め付けないスカートとして、オーバーブラウスやセーター、Tシャツなどを重ねたり、透けにくいため、
ワンピースとして1枚で着ることもできます。 

冬はホカホカと暖かく、夏は涼しい素材のブラウスとデニムのセットアップは、着回し力もよく、一年中、
色々なシーンで注目を浴びそうです。 

◆素材◆ 綿100％ （ブラウス：ワッフル  スカート、襟の裏 ：デニム  タンクトップ部分：ツイル） 
◆色◆ブラウス : クリームに近いオフホワイト  デニム：黒  チェッカーフラッグ：黒、白 
◆サイズ◆ ブラウス 着丈：約58cm 身幅：約68m  肩からウエストまで：約45cm 
        ワンピース 着丈：約84cm  身幅：約49cm  切替：肩から約35cm 

◆お洗濯◆ネットに入れて洗濯機でお洗濯いただけます。念のため、ブラウスもワンピースも単独で
お洗濯いただき、衣類乾燥機のご使用はお控えいただきますよう、お願いいたします。お洗濯後、濡
れたままの長時間の放置により、生地が縮む可能性がございます。 

ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 TPC00000015 
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ふっくら袖のワッフルブラウス＆デニム 理想的な快適丸襟ツーピース Part2 

しっかりとした上質な綿100％のワッフル生地のブラウ

スと、タンクトップ一体型のデニムスカートとのセット
アップでございます。襟の裏にはデニム生地を用い、
スタイリッシュさをプラスしました。 

裾にゆったりとゴムを入れた、セーターのようなふっく
らとしたシルエットの五分袖ブラウスと、いつもよりも少
し長めのスカートの組み合わせ、ワンピースのタンク
トップ部分に用いたバブル感のあるチェッカーフラッグ
模様がうっすらと見える様子などが、スタイリッシュさと
可愛さを忘れない、ビジネスシーンにもピッタリのキチ
ンとした印象を演出しています。真夏以外の季節に活
躍するほんわか暖かいブラウスも、一年中活躍するワ
ンピースも、それぞれ別々にコーディネートすることが
でき、一年中、楽しみが広がりそうです。 

◆素材◆ 綿100％ （ブラウス：ワッフル  スカート、襟の裏 ：デニム  タンクトップ部分：ツイル） 
◆色◆ブラウス : クリームに近いオフホワイト  デニム：黒  チェッカーフラッグ：黒、白 
◆サイズ◆ ブラウス 着丈：約70cm 身幅：約68m   
        ワンピース 着丈：約94cm  身幅：約49cm  切替：肩から約43cm 

◆お洗濯◆ネットに入れて洗濯機でお洗濯いただけます。念のため、ブラウスもワンピースも単独で
お洗濯いただき、衣類乾燥機のご使用はお控えいただきますよう、お願いいたします。お洗濯後、濡
れたままの長時間の放置により、生地が縮む可能性がございます。 

ブラウス×着るスカート 
快適な前後同じデザインの時短服。 TPC00000016 
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