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new new

品   番 2-KT109-F サイズ レディースフリー

￥5,800(税込￥6,264)価  格

ボーダーニットトップス

素材/アクリル80%、ナイロン15%、ウール5%
原産国/日本製   仕上がりサイズ/着丈55cm、
バスト74cm、袖丈（リブ含む）55cm
  

品   番 2-TO130-F サイズ レディースフリー

￥4,000(税込￥4,320)価  格

サイドギャザーショートトップス

素材/テンセル95%、ポリウレタン5%　原産国/日本製
仕上がりサイズ/着丈36cm、
バスト72cm、袖丈48cm
    

SMRO(スモーキーローズ)

WH（ホワイト）

PK(ピンク)

ROPK(ローズピンク)

LA（ラベンダー）

CGRY（チャコールグレー）

品   番 2-TO131-F サイズ レディースフリー

￥5,200(税込￥5,616)価  格

レース切替 7分袖トップス

素材/ポリエステル59％ レーヨン36％ ポリウレタン5％
レース：綿40％ レーヨン35％ ナイロン25％   原産国/日本製
仕上がりサイズ/着丈42cm、バスト72cm、袖丈40cm
   

BK（ブラック）

IV（アイボリー）

IV（アイボリー）INBL（インクブルー）

CGRY（チャコールグレー）

Tops marty Line 2nd

DKNV(ダークネイビー)

DENV(ディープネイビー)

LTBL（ライトブルー）

品   番 2-TO141-F サイズ レディースフリー

￥6,200(税込￥6,696)価  格

袖レーストップス

素材/綿57％、リヨセル38％、ポリウレタン5％ レース：ナイロン95％、ポリウレタン5％
原産国/日本製  仕上がりサイズ/着丈32cm、バスト74cm、袖丈53cm

NV（ネイビー）BK（ブラック） PU（パープル）

品   番 2-TO142-F サイズ レディースフリー

￥4,500(税込￥4,860)価  格

リボンカシュクールトップス

素材/ポリエステル60％ レーヨン32％ ポリウレタン8％　原産国/日本製 
仕上がりサイズ/着丈35cm、バスト74cm、袖丈53cm

GY（グレー）PK(ピンク)

品   番 1-TO133-F サイズ レディースフリー

￥3,000(税込￥3,240)価  格

素材/ポリエステル60%、レーヨン32%、ポリウレタン8%
原産国/日本製   仕上がりサイズ/着丈13cm、ゆき丈51 cm
 

素材/アクリル90%、ウール10%   原産国/日本製  仕上が
りサイズ/前中心襟ぐり～裾42cm、バスト42cm
袖丈50cm   備考/天然有機系デオドラント加工「ロンフ
レッシュ(R)」を施しています。

品   番 1-KT112-F サイズ レディースフリー

￥5,000(税込￥5,400)価  格

レーヨン Vネックニット
品   番 1-KT107-F サイズ レディースフリー

￥4,500(税込￥4,860)価  格

V ネックニットソフトアームウォーマー

素材/レーヨン47%、アクリル45%、ウール5%、シルク3%
原産国/日本製  仕上がりサイズ/着丈54cm、バスト81cm、
袖丈58cm

ANRO(アンティックローズ) GY(グレー)

LTGY(ライトグレー)

BK(ブラック)

BK(ブラック)

SMBL(スモーキーブルー)

品   番 3-TO144-F サイズ レディースフリー

￥5,200(税込￥5,616)価  格

素材：ポリエステル59%、レーヨン36%、ポリウレタン5%　
原産国/日本製   仕上がりサイズ/着丈51cm、
バスト83cm、袖丈11cm
  

素材/マーティPP：ポリエステル88%、ポリウレタン12%
パイピング部分：ポリエステル100%　原産国/日本製
仕上がりサイズ/着丈59cm、バスト90cm、ゆき丈33cm

品   番 3-TO114-F サイズ レディースフリー

￥7,400(税込￥7,992)価  格

パイピングショートスリーブジャケット
品   番 3-TO126-F サイズ レディースフリー

￥5,500(税込￥5,940)価  格

バックカシュクールトップスバックワンポイントフレアスリーブ Tシャツ

素材：レーヨン47%、ポリエステル47%、ポリウレタン6%
原産国/日本製   仕上がりサイズ/着丈57cm、
バスト84cm、袖丈6cm
  

FRPK(フレッシュピンク)

ASGY(アッシュグレー)

BK(ブラック)

PK(ピンク)

PK(ピンク)

BE(ベージュ)

DENV(ディープネイビー)
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品   番 3-TB200 サイズ レディース Ｓ・M・L
￥6,400(税込￥6,912)価  格

セパレートトップス レース半袖

素材/マーティスムース：ナイロン87%、ポリウレタン13%
レース：ナイロン95%　ポリウレタン5%
裏地(胸部分)：ナイロン100%   原産国/日本製   
備考/バストパッドポケット・バストパッド付

Ｓ
52cm
38cm
31cm

M
53cm
39cm
32cm

Ｌ
54cm
39cm
32cm

仕上がりサイズ
着丈(ネックポイント～)
着丈(前中心)
着丈(後中心)

BK（ブラック）OW（オフホワイト）

OW（オフホワイト）

品   番 3-TB201 サイズ レディース Ｓ・M・L
￥5,500(税込￥5,940)価  格

セパレートトップス キャミソール

素材/マーティスムース：ナイロン87%、ポリウレタン13%
裏地（胸部分）：ナイロン100％   原産国/日本製   
備考/バストパッドポケット・バストパッド付

Ｓ
54cm
42cm
28cm

M
55cm
43cm
29cm

Ｌ
56cm
43cm
29cm

仕上がりサイズ
着丈(ネックポイント～)
着丈(前中心)
着丈(後中心)

BK（ブラック）LI（ライラック）

LIL（ライラック）NV（ネイビー）

品   番 3-TO140 サイズ レディース Ｓ・M・L
￥5,900(税込￥6,372)価  格

新チュール切替トップス

素材/マーティスムース：ナイロン87%、ポリウレタン13%
チュール：ポリエステル100％
裏地（胸部分）：ナイロン100％   
原産国/日本製   備考/バストパッドポケット付

Ｓ
57cm
43cm
29cm

M
59cm
45cm
29cm

Ｌ
61cm
46cm
30cm

仕上がりサイズ
着丈(ネックポイント～)
着丈(前中心)
着丈(後中心)

BK（ブラック）SMBL（スモーキーブルー）

品   番 1-TO136-F サイズ レディースフリー

￥3,900(税込￥4,212)価  格

フリルメロウＴシャツ

素材/テンセル95%、ポリウレタン5%　原産国/日本製
仕上がりサイズ/着丈50cm、バスト79cm、袖丈11cm

BK（ブラック）CHGY（チャコールグレー）

CHGY（チャコールグレー）

品   番 1-TO135-F サイズ レディースフリー

￥5,200(税込￥5,616)価  格

リボンボレロ

素材/テンセル95%、ポリウレタン5%  原産国/日本製
仕上がりサイズ/着丈36cm、袖丈57cm、裾幅38cm

BK（ブラック）CHGY（チャコールグレー）

品   番 1-TO146-F サイズ レディースフリー

￥4,200(税込￥4,536)価  格

プリントＴシャツ

素材/綿100%　原産国/日本製　仕上がりサイズ/
着丈55cm、バスト80cm、袖丈13cm

BK（ブラック）

品   番 1-TO148-F サイズ レディースフリー

￥4,800(税込￥5,184)価  格

V ネックカシュクールトップス

素材/リヨセル50％、綿50％  原産国/日本製
仕上がりサイズ/着丈34cm、バスト76cm、袖丈54cm

GY（グレー）

BLGR(ブルーグリーン)

new

new new

new

Tops marty Line 3rd

Ｓeparate top marty Line 3rd

Tops marty Line 1st


























