
2021  autumn/winter

～ Laid back ～

ちょうど一年前未曾有の事態が起こ
り目に見えぬ脅威に怯えながら制限
を強いられる生活になりました。
今回のテーマ laid back は“くつろ
いだ、のんびりとした”と言う意味
で、まだ残る不安の日々の中で心が
くつろぎ、のんびりできるファッ
ションを提案したいと思いデザイン
をスタートしました。



©MUC inc.

features

素材は高密度な天竺を使用しかすかな艶とドレー
プ感が出ています。
シルエットはかなりワイドで素材のドレープ感が
引き立ちます。
右側に縦に走るプリーツがデザインアクセントに
なっています。

size spec F

shoulder width 72

chest width 85

length 84

sleeve Length 47

article no.  035602

item name asymmetric c/s 

price.   ¥14,000

color.  01 black , 02 grey , 03 white   

size.  F

quality cotton 100%

delivery july ~ august
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©MUC inc.

features

やや股上が深くゆったり履けるシルエット。ひざ
下はテーパードしており足元はすっきりと見える。
大人のカジュアルツータックパンツ。

size spec S M L

west 76 80 84

hip 99 107 111

length 102 104 106

rise 33 34 35

article no.  035100

item name side line pants

price.   ¥24,000

color.  01 black , 02 grey   

size.  S   M   L

quality cotton 100%

delivery July ~ august
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©MUC inc.

features

素材は20sフランネルを使用。生地の表面を起毛

させながら織ることによって弾力性に富み肌触り
も柔らかです。
デザインはボックスシルエットでゆったりと着る
ことができます。バックヨークにハンガーループ
を施しアクセントを付けています。

size spec M L

shoulder width 54 58

chest width 62 66

length 80 83

sleeve Length 60 63

article no.  035711

item name check stand collar sh

price.   ¥20,000

color.  01 white , 02 brown   

size.  M   L

quality cotton 100%

delivery july ~ august
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ガゼットでサイド補強 ヨークはフックループ仕様

ブランドロゴ刺繍



©MUC inc.

features

素材は20sフランネルを使用。生地の表面を起毛

させながら織ることによって弾力性に富み肌触り
も柔らかです。
デザインはボックスシルエットでゆったりと着る
ことができます。バックヨークにハンガーループ
を施しアクセントを付けています。

size spec M L

shoulder width 54 58

chest width 62 66

length 80 83

sleeve Length 60 63

article no.  035710

item name flannel stand collar sh

price.   ¥20,000

color.  01 black , 02 white   

size.  M   L

quality cotton 100%

delivery july ~ august
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ヨークはフックループ仕様前身左下ロゴ刺繍

ガゼットでサイド補強



©MUC inc.

features

素材は20sフランネルを使用。生地の表面を起毛

させながら織ることによって弾力性に富み柔らか
で肌触りも柔らかです。
デザインはボックスシルエットでゆったりと着る
ことができます。

size spec F

shoulder width 72

chest width 82

length 85

sleeve Length 50

article no.  035704

item name flannel wide sh

price.   ¥21,000

color.  01 red , 02 yellow  

size.  M   L

quality cotton 100%

delivery august ~ september
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両脇にポケット付き



©MUC inc.

features

スカラーらしいデザインを融合させたアイテム。

ナイロン部分はヴィンテージナイロンオックスを
使用し高度な染色加工により天然素材のような風
合いと艶を持たせています。ボディー部分は30/7

度詰裏毛を使用。裏面は起毛させることによって
ウォーム感を持たせています。

size spec M L

shoulder width 70 74

chest width 66 70

length 68 70

sleeve Length 52 54

article no.  035315

item name detachable foodie 

price.   ¥32,000

color.  01 black/green  , 02 navy/khaki   

size.  M   L

quality cotton 100%

delivery august ~ september
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フードデタッチャブル

左袖ロゴ刺繍サイドボタン付スリット



©MUC inc.

features

ボディーには30/7度詰裏毛を使用。裏面は起毛さ
せることによってウォーム感を持たせています。
バックと袖の切り替えは20sチェックフランネル
を使用しコントラストが特徴的です。
シルエットはややゆったりとしています。

size spec M L

shoulder width 56 60

chest width 58 62

length 72 75

sleeve Length 60 63

article no.  035316

item name switching sweat sh

price.   ¥18,000

color.  01 black , 02 khaki 

size.  M   L

quality cotton 100%

delivery august ~ september
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©MUC inc.

features

素材は30/10度詰裏毛を使用。裏面は起毛させるこ
とによってウォーム感を持たせています。
襟、袖口、ボトムをフラットステッチにしてアク
セントを入れています。
シルエットはルーズなシルエットで下にシャツを
着て重ね着することもできます。

size spec M L

shoulder width 65 69

chest width 65 69

length 70 73

sleeve Length 52 55

article no.  035317

item name stitched sweat shirt 

price.   ¥16,000

color.  01 black , 02 khaki , 03 white

size.  M   L

quality cotton 100%

delivery august ~ september
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©MUC inc.



©MUC inc.

features

コットンにポリウレタンを5％いれたベア裏毛を使
用。
独特の柔らかさと軽さとストレッチで今までにな
い着心地。
デザインは大きな胸ポケットが特徴

size spec M L

shoulder width 62 66

chest width 60 64

length 70 73

sleeve Length 58 61

article no.  035318

item name long sleeve c/s

price.   ¥17,000

color.  01 black , 02 brown , 03 white

size.  M   L

quality cotton 95%  polyurethane 5%

delivery august ~ september
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サイドスリット

マチあり立体ポケット

ベア裏毛使用



©MUC inc.

features

コットンにポリウレタンを5％いれたベア裏毛を使
用。
独特の柔らかさと軽さとストレッチで今までにな
い着心地。
デザインはコマンドニットのディティールを採用。

size spec M L

shoulder width 62 66

chest width 60 64

length 70 73

sleeve Length 58 61

article no.  035319

item name military style  c/s 

price.   ¥17,000

color.  01 black , 02 brown , 03 white

size.  M   L

quality cotton 95%  polyurethane 5%

delivery august ~ september
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サイドスリット

左袖口ロゴ刺繍 襟裏折返仕様で補強



©MUC inc.

features

コットンにポリウレタンを5％いれたベア裏毛を使
用。
独特の柔らかさと軽さとストレッチで今までにな
い着心地。
デザインはカンガルーポケットを採用

size spec M L

shoulder width 62 66

chest width 60 64

length 70 73

sleeve Length 58 61

article no.  035320

item name kangaroo pocket c/s

price.   ¥17,000

color.  01 black , 02 brown , 03 white

size.  M   L

quality cotton 95%  polyurethane 5%

delivery august ~ september
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カンガルーポケット上部

カンガルーポケットサイド 左袖口ロゴ刺繍



©MUC inc.

features

モッズコートとボアを融合させたスカラーらしい
アイテムです。
艶のあるボアを使用し上品な雰囲気を出していま
す。
モッズコートとパーカーのディテールが混ざり着
やすくハードになりすぎないアイテムです。

size spec M L

shoulder width 58 62

chest width 62 66

length 90 92

sleeve Length 62 65

article no.  035402

item name boa mods coat 

price.   ¥29,000

color.  01 black , 02 green   

size.  M   L

quality polyester 100%

delivery august ~ september
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©MUC inc.

features

モールスキン裏毛を使用。起毛させながら織り上
げた生地は空気を含み柔らかい手触りでありなが
ら型崩れしにくく丈夫です。
デザインは配色にすることによって平面的になら
ずテーラードジャケットでありながらカジュアル
に着ることができます。

size spec M L

shoulder width 48 52

chest width 58 62

length 72 73

sleeve Length 60 63

article no.  035210

item name moleskin jacket

price.   ¥40,000

color.  01 black/gray , 02 beige/black

size.  M   L

quality cotton 98% polyurethane 2%

delivery september ~ october
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©MUC inc.

features

モールスキン裏毛を使用。起毛しながら織り上げ
た生地は空気を含み柔らかい手触りでありながら
丈夫です。
デザインは配色にすることによって平面的になら
ずセットアップパンツでありながらカジュアルに
着ることができます。

size spec S M L

west 86 90 94

hip 102 106 110

length 71 74 77

rise 26 28 29

article no.  035313

item name moleskin pants

price.   ¥22,000

color.  01 grey/black , 02 beige/black   

size.  S   M   L

quality cotton 98% polyurethane 2%

delivery september ~ october
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©MUC inc.

features

再生ウール糸を使用した2/10ローゲージ天竺を使
用。エコロジー素材でありながらウールの温かみ
とニットの柔軟性を味わえます。

シルエットはワイドルーズでサイドにスリットを
入れて動きやすさを確保。
男女兼用

size spec S M L

shoulder width 74 74 78

chest width 76 76 80

length 70 70 73

sleeve Length 46 50 53

article no.  035810

item name wide knit

price.   ¥20,000

color.  01 black , 02 mocha , 03 beige  

size.  S   M   L

quality
wool 68% polyester 22% nylon 

6% rayon 2% acrylic 2%

delivery
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ブランドロゴの刺繍

サイドスリット15㎝

襟裏を折返して補強



©MUC inc.

features

再生ウール糸を使用した2/10ローゲージ天竺を使
用。エコロジー素材でありながらウールの温かみ
とニットの柔軟性を味わえます。

シルエットはワイドルーズでサイドにスリットを
入れて動きやすさを確保。
男女兼用

size spec F

shoulder width 70

chest width 74

length 68

sleeve Length 44

article no.  034811

item name wide sleeve knit

price.   ¥18,000

color.  01 gray , 02 mocha , 03 brown

size.  F

quality
cotton 62% mohair 19% 

nylon 11% wool 2%

delivery september ~ october
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©MUC inc.

features

天然素材のような柔らかい風合いと自然な光沢感
が特徴のナイロンタフタを使用。
デザインはルーズシルエットなステンカラーコー
トで3シーズン着ることができます。
裏地は表地と補色になるカラーを選びハンギング
したときに魅力を引き立てるコントラストになっ
ています。

size spec M L

shoulder width 60 64

chest width 60 64

length 118 120

sleeve Length 55 58

article no.  035410

item name nylon taffeta coat

price.   ¥52,000

color.  01 green     02 beige    

size.  M   L

quality nylon 100%

delivery september ~ october
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補色の裏地 イエロー

補色の裏地 パープル 深いセンターベント



©MUC inc.

features

リサイクルウールを使用したサスティナブルな
チェスターコート。
エアリーな生地で着丈のわりに軽く感じます。
あえて裏を貼らずにカジュアル着れるようにして
います。

size spec M L

shoulder width 60 64

chest width 64 68

length 110 112

sleeve Length 54 57

article no.  035401

item name chester coat

price.   ¥63,000

color.  01 check  , 02 grey/black  

size.  M   L

quality
wool 68%  polyester 25%

nylon 4%   angora 3%

delivery september ~ october
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