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お出掛け気分のワンピース♡



Museum

北欧の女の子をイメージしたシン
プルで可愛いＡライン丸襟ミニワ
ンピース
広がり過ぎないAラインのミニ丈と

パフスリーブのすっきりとしたシル
エットを、北欧の女の子をイメージ
したプリント生地やカツラギ素材の
白襟などが、可愛く、スタイリッ
シュに演出しています。 ワンピー
ス 12,000円（Adelheid Birke）



バックリボンが大人の可愛さを演
出する、清楚なミルキーブルーの
上品スタイル。 ふっくらバルーン
袖とたっぷりギャザースカートのハ
イウエスト丸襟ワンピース
ハイウエストの位置から広がる膝下
丈のギャザースカートと、袖口にゴ
ムを入れたバルーン状のふっくらと
した長めのパフスリーブとの組み合
わせは、ふんわりとした上品なシル
エットを作り、清楚なミルキーブ
ルーや、さりげなく施したバックリ
ボンなどが、大人の可愛さを演出し
ています。 ワンピース 15,800円
（Adelheid Birke）

Office

後ろはバックリボンスタイルです



Library

ビジネスシーンで着たい、上品な
渋パープル色のブロード素材のみ
で作った、 シンプルでエレガント
なＡライン丸襟ワンピース
ミニ～ひざ丈の控えめなAラインと

パフスリーブのすっきりとしたシル
エットを、上品な渋パープルの一色
使いが、エレガントな大人の雰囲気
に演出しています。 ワンピース
12,800円（Adelheid Birke）



ローン素材の洗練された花柄をギャ
ザーと太ベルト風デザインが作る贅沢
で綺麗なシルエットがゴージャスに演
出する、ロング丈のバックリボン丸襟ワ
ンピース
ブラウスとスカート部分に入れたギャザーと
ハイウエストの位置の太ベルト風デザインの
組み合わせは、リボンを結ぶことにより、ふっ
くらとした贅沢で綺麗でなシルエットを作り、
軽やかな素材の洗練された花柄を、ゴージャ
スに演出しています。 ワンピース 17,800円
（Adelheid Birke）

Garden

後ろはバックリボンスタイルです



Campus

ブルーグレー＆白襟のシンプルさ
が上品で可愛いAライン丸襟ミニ
ワンピース
広がり過ぎないAラインのミニ丈と

パフスリーブのすっきりとしたシル
エットを、落ち着いたブルーグレー
やカツラギ素材の白襟が、可愛く、
上品に演出しています。 ワンピー
ス 12,000円（Adelheid Birke）



Office

ふんわりレモンイエローブラウス
×アネモネ柄スカートの上品スタ
イル ビジネスシーンで着たい、春
色のバックリボン丸襟ブラウスワ
ンピース
切り替え部分にギャザーを寄せたブラ
ウスと、裾フリルを施したスカートの組
み合わせは、ウエストのリボンを結ぶこ
とにより、ふんわり＆すっきりとした綺
麗なシルエットを作り、アネモネ柄や、
春らしいイエロー系の素材、上品な膝
下丈などが、可愛い大人の雰囲気を演
出しています。ワンピース 16,800円
（Adelheid Birke）

後ろはバックリボンスタイルです



Shopping

新色トマトレッドとふっくらギャ
ザースカートが大人の可愛さ
を演出する、 上品な長袖ブ
ラウスワンピース（リボン使い
でエレガントに）
裾に緩やかなカーブに小さめの
フリルを施したミモレ～ロング
丈のギャザースカートは、着る
ことにより丸みを帯び綺麗なシ
ルエットを作り、華やかで落ち
着きのあるトマトレッドやきち
んとした前立て風デザインなど
が、大人の可愛さを演出してい
ます。 ワンピース 16,800円
（Adelheid Birke）



Theater

たっぷりAライン×ふっくらパ
フスリーブ 女の子をイメー
ジした、ミニ丈の清楚で可愛
い丸襟ミニワンピース
贅沢に広がるミニ丈のAライン、

ゆったりとした袖ぐり、ふっく
らとしたパフスリーブを組み合
わせた可愛らしいシルエットを、
綺麗な白色の生地が、清楚に演
出しています。ワンピース
13,800円 （Adelheid Birke）



Park

ふんわりコバルトグリーンブラウス
＆すっきりユニコーンスカートの上
品＆洗練スタイル ビジネスシーン
で着たい、3種の綿生地で作った
長め袖のバックリボン丸襟ワン
ピース
ウエスト部分にギャザーを寄せたス
ケア素材のブラウスと、タイト風の
オックス素材のスカートの組み合わ
せは、ブロード素材の細ベルト風リ
ボンを結ぶことにより、ふんわり＆
すっきりとした上品なシルエットを
作り、長めのパフスリーブや裾フリ
ルなどが、エレガントな大人の雰囲
気を演出しています。 ワンピース
17,800円（Adelheid Birke）

後ろはバックリボンスタイルです



Campus

北欧調クロス柄生地×ミニ丈
がスタイリッシュさと可愛さを
演出する 半袖のパリジェンヌ
風丸襟ワンピース
少しハイウエストの位置から広
がる、裾フリルを施したミニス
カートが作る綺麗なシルエット
を、白地に紺の上品なクロス柄
やふっくらとしたパフスリーブ
などが、可愛く、スタイリッ
シュに演出しています。 ワン
ピース 13,800円 （Adelheid
Birke）



上質なピンク系花柄生地を贅沢に
使った、ふっくらバルーン袖＆たっ
ぷりギャザースカートのふんわり柔
らかいハイウエスト丸襟ワンピース
～リボンを添えて
袖口にゴムを入れたバルーン状の
ふっくらとした長めのパフスリーブ
と、ハイウエストの位置から広がる
ロング丈のギャザースカートを組み
合わせた、ふんわりとしたシルエッ
トを、上品なピンク系の花柄が、柔
らかでエレガントな雰囲気に演出し、
さりげなく施したバックリボンが大
人の可愛さをプラスしています。
ワンピース 17,800円（Adelheid Birke）

Cafe

後ろはバックリボンスタイルです



お出掛け気分のワンピース♡

暖かくなっていく気候に心躍り、装いの変化が楽しくなるこの季節
にぴったりの一着は、素敵な思い出の1ページを演出いたします。

スモークホワイトが可愛いおもちゃ柄を大人っぽ
く演出する、 上品なジャンパースカート風丸襟ワ
ンピース 13,800円

ややローウエストの位置から控えめに広が
るタックを入れた膝下丈のスカートは、
すっきりとした綺麗なシルエットを作り、
ブラウス部分の落ち着いたスモークホワイ
トが、賑やかで可愛いおもちゃ柄を、上品
に大人っぽく演出しています。

フリル使いが上品な可愛さを演出するレモンイ
エローの２Wayセットアップ スリーブレスAライ
ン丸襟ワンピース&七分袖・丸首ブラウスの快
適ツーピース 12,800円

単独で着用するとエレガントな、Aライン

のスリーブレス丸襟ワンピースは、七分袖
のブラウスを重ねることにより、スカート
をはいているような落ち着いたシルエット
を作り、上下それぞれの袖や裾に施したフ
リルや、派手過ぎない爽やかなレモンイエ
ローが、上品な可愛さを演出しています。



落ち着いた紺色小花模様の可愛くて上品なふ
んわり丸襟ミニワンピース 14,800円

たっぷりと広がるAラインに裾フリルを施

したミニ丈のデザインは、着用することに
より、ふんわりとした可愛い三角形のシル
エットを作り、落ち着いた紺色系の小花模
様や長めのパフスリーブなどが、上品な大
人の雰囲気を演出しています。

ポンチョ×ワンピースの新スタイル。たっぷり
フリルとベージュ色のバックサテン 生地が
上品さとエレガントさを演出するゴージャス
な丸襟セットアップ 17,800円

着用すると半袖のトップスのように見える、
たっぷりのフリルを施したポンチョと、裾
をシンプルに仕上げた広がり過ぎないス
カートとのバランスは、上品で落ち着きが
あり、内側に光沢面を用いた綺麗なベー
ジュ色の素材や、時々見える黒地に白の水
玉模様が、エレガントな大人の雰囲気を演
出しています。

ゴージャスで遊び心のある動物柄と緑色の
バックサテン生地が高級感を演出する、可
愛くてエレガントなふんわり丸襟ミニワン
ピース 13,800円

裾に上品なフリルを施したたっぷりAライ

ンとふっくらパフスリーブの組み合わせは、
ふんわりとした可愛いシルエットを作り、
ゴージャスな動物柄の襟や、内側に光沢を
用いた綺麗なピーコックグリーンなどが、
エレガントな雰囲気を演出しています。



上品なスモークホワイト色の柔らかコットン生地で
作った シンプルで可愛い、万能長袖丸襟ブラウ
ス 9,980円

前後に2ヶ所ずつ入れたダーツは、すっきりと

したシルエットを作り、上品なスモークホワイ
トやふっくらとした長めのパフスリーブなどが、
シンプルな可愛さを演出しています。

ブラウス

ハイウエスト&フレアスカートが作る後ろ姿が
キュートな、着ると可愛い おしゃれなベルス
リーブ丸襟リトルブラックドレス（贅沢サテンドレ
ス付） 13,800円

思い切ったハイウエストの位置に施した太
ベルトから広がる裾にカーブをつけた
ショート丈のフレアスカートは、後ろ姿も
キュートなふんわりとしたシルエットを作
り、七分丈のベルスリーブや、やや透け感
のある素材などが、洗練された可愛さを演
出し、贅沢なサテンのインナーワンピース
がさりげない高級感をプラスしています。

丸襟ベルスリーブワンピース（店舗限定）

ピンクベージュのサテン生地で作った、
エレガントな丸襟ベルスリーブワンピー
でございます。（店舗限定）



***********************************************

丸襟ワンピース専門店アーデルハイドビルケ

〒389-0102
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢386-4
旧軽井沢三笠ハウス テナント2
株式会社Hana-Japan

TEL：0267-41-0763

FAX：0267-41-0764

Email：project@hana-japan.sakura.ne.jp

◆交通アクセス◆
JR軽井沢駅より旧軽井沢方面へ徒歩約7分
上信越道小諸ICより、車で約40分
上信越道碓氷軽井沢ICより、車で約25分

***********************************************


