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CONCEPT
女 性 を H A P P Y に する
ル ー ムウエア ブ ランド
g e l a t o p i q u e ( ジェラート ピケ )
「 すべ ての 女 性 を 幸 せ に」
という 想 い が 、
お 部 屋 の 中 だ け にとどまらず
病 院 で 頑 張 るナ ース の 皆 さまに 届くよう
願 い を 込 めて 。

ジェラートピケ＆クラシコ
愛される女性らしさと敬意を込めた

上質
「ナースウェア」9アイテム
2018年3月8日よりWEB、カタログ、実店舗にて順次発売

2008年に創業し、医療従事者の働く意志を高めることをミッションに、テーラード技術を取り入れた白衣を中心とした医
療用品の企画・製造・販売を行うクラシコ株式会社（所在地：東京都渋谷区 代表取締役社長：大和 新/おおわ あらた）
は、株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区）が展開する女性をHAPPYな気分にするルームウェアブランド
「GELATO PIQUE（ジェラート ピケ）
」とコラボレーションし、2017年10月に発表した両社初の試みの「ナースウェア」
を2018年3月8日(木)より当社ECサイト、全国の「アンファミエ」直営店やカタログ上などで順次販売いたします。

ジ

ェラート ピケならではの愛される女性らしさとナースという仕事への尊敬と敬意を込めたデザインに、クラシコがもつ上質な
白衣へのこだわりが加わり実用性を兼ね備えた「ジェラート ピケ＆クラシコ」のナースウエア。10月の発表後、ナースのみ
なさまの試着による意見をヒアリングし、白・ミント・ピンクを基本カラーに、アニマル柄のスクラブやカーディガンなど

9アイテム、各5サイズ（※カーディガンを除く）が完成いたしました。医療、美容業界に向け、当社ECサイトの他、株式会社アンファ
ミエ（大阪府大阪市）が展開するナースのためのカタログ、ECサイト、直営店を展開する「アンファミエ」にて、順次販売いたします。

2008年にマッシュスタイルラボが設立した、
「大人のデザート」をコンセ

2008年に設立した「The only doctor coat tailor」をビジョンに展開する白

プトに展開するルームウェアブランド。 着心地にこだわり、着る人それぞ

衣ブランド。
「なぜかっこいい白衣がないのか？」
という医師の一言からス

れのライフスタイルに合ったアイテムをファッションのスウィーツとして

タート。イタリアのテーラード仕立てのスタイリッシュな白衣のほか、聴

表現した新しいルームウェアを提案している。

診器やシューズなど、医療従事者向けの商品の企画販売を行っている。

http://www.gelatopique.com/

https://www.clasic.jp/
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Design
デザイン

すべての商品にジェラート ピケらしさが感じられ、
着る人と見る人の気持ちを動かすデザイン

クラシカルで上品な
ダブルライン

患者さまに優しい印象を与える、淡く優しいカラーバリエーション
女性らしくスタイルのよく見えるシルエットとヒップが隠れるちょうど良い着丈
着るときにうれしい内側にもこだわったデザイン

Function
機能性

ユニフォームとしての機能性・耐久性を
白衣メーカーのクラシコが実現
高ストレッチで動きやすいパターン設計
繰り返す院内洗濯でも美しさを保つ耐久性
使いやすさと機能性を重視した大きめのポケット

左袖に
ジェラート ピケのロゴ刺繍
ペンが倒れない
小ポケット付

back

Fabric
素材

ポリエステル素材の常識を覆す、
上質なめらかなシルキータッチの新素材
透け防止、高ストレッチ、ノンアイロン、吸水速乾、
静電防止、軽量、汚れ防止に優れた素材を使用
衿裏皮脂汚れ、ファンデーション汚れがつきにくい
防汚試験4~5級を取得
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商 品ラインナップ

ラインカラーワンピース
ラインカラートップス

衿とウエストベルトにダブルラインで
アクセントを施し、どなたでも美し
く上品に着こなせるデザイン。Aライ
ンシルエットにベルト位置をハイウ
エストにすることで、どこから見ても
キレイなスタイルを印象付けます。
シワになりにくい素材を採用し、お
手入れも簡単で長くご愛用いただけ

衿とウエストベルトにダブルラインで
アクセントを施し、どなたでも美し
く上品に着こなせるデザイン。左袖
にダブルラインと同じカラーでジェ
ラート ピケのロゴ刺繍を入れ、統
一感のある印象に。右腰の小ポケッ
トはペンがポケット内で倒れないサ
イズにすることで、取り出しやすく

ます。

なっています。

カラー：

カラー：

ホワイト×ミント・
ホワイト×ネイビー・ピンク・ミント

ホワイト×ミント・
ホワイト×ネイビー・ピンク・ミント

価格：¥8,990

価格：¥7,990

スカラップトップス

アニマルスクラブ

デコルテラインを美しく見せるノーカラーネックに、
ジェラート ピケの特徴でもあるスカラップデザイン
をさりげなく落とし込んだ、キレイさとカワイさが両
立したデザイン。内側の背裏スカラップは、1日の
お仕事をスタートするときに見ていただくことで、少
しでも気持ちが和らぐようにと願いを込めてデザイ

ジェラート ピケのオリジナルアニマル
柄の生地でデザインされたスクラブ。
小児科や産科など、優しさや安心感
のある雰囲気が大切な場に最適。右
腰の小ポケットはペンがポケット内で
倒れないサイズにすることで取り出し
やすくなっており、機能性もしっかり

ンしました。

と考えられた商品です。

カラー：ホワイト・ミント・ピンク 価格：¥7,990

ナースストレートパンツ
美脚に見えるストレートシルエットにセンタープリー
ツのデザイン。ジェラート ピケのロゴ入りボタンと
左ポケット付近に施されたジェラート ピケロゴ刺
繍がさりげないオシャレ感を演出。ウエスト脇〜後
ろにかけてゴム仕様にすることで、前側はスッキリ
印象のままウエストが心地よく馴染みます。パンツ
に重要な
『透けにくさ』も実現しました。
カラー：ホワイト

価格：¥5,990
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カラー：アニマル柄

価格：¥6,990
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スクラブテーパードパンツ
裾にむかって少しだけテーパードされたデザイ
ンは、足さばきも良く美脚な印象に。左ポケッ
ト付近に施されたジェラート ピケロゴ刺繍がさ
りげないオシャレ感を演出。ウエストは総ゴム
仕様でストレスフリーにしつつも、紐でジャスト
サイズに調節できます。どのトップス、どのカ
ラーにも相性抜群ですので、お好みのスタイリ

バイアスボーダースクラブ

ングをお楽しみいただけます。

前開きファスナー型のスクラブに、ジェラート
ピケオリジナルのストライプ柄が施されたデザイ
ン。細いラインは良く見ると、斜めのストライプ
柄になっています。衿 元はVネックでシャープ
な印象にすることで、カワイさと品の良さの絶
妙なバランスがおしゃれ。右腰の小ポケットは
ペンがポケット内で倒れないサイズにすること

カラー：
ピンク・ミント・
ディープネイビー・ホワイト
価格：¥4,990

で、取り出しやすくなっています。
カラー：
ホワイト×ピンク・ホワイト×ミント
価格：¥7,990

プルオーバースクラブ

ナースカーディガン

ベーシックなスクラブをジェラート
ピケオリジナルのカラーバリエー
ションでご用意。左袖のジェラート
ピケロゴ刺繍と、内側の背裏ストラ
イプがさりげなくジェラート ピケら
しさを際立たせます。右腰の小ポ
ケットはペンがポケット内で倒れな
いサイズにすることで取り出しやすく
なっており、機能性もしっかりと考

ジェラ ート ピ ケ 定 番 のʻス ム ー
ズィー ʼカーディガンを、ナース専用
としてデザイン。ポリエステルʻスムー
ズィー ʼ素材を採用し、通常のナイ
ロン素材よりも毛抜けがしにくく乾
きが早いので、お仕事での着用に
も、お手入れにも嬉しい1枚。ジェ
ラート ピケナースウェア商品とのス
タイリング相性は抜群。肌触りの良

えられた商品です。

さはジェラート ピケならではです。

カラー：

カラー：

ホワイト・ピンク・
ミント・ディープネイビー

ネイビー・ピンク
価格：¥5,990

価格：¥5,990

※素材は全てポリエステル100% ※価格は全て税別
※サイズはS・M・L・LL・EL（※ナースカーディガンのみフリーサイズ）

販 売 につ いて
クラシコ

アンファミエ

・ECサイト

・ECサイト

https://gelatopique.clasic.jp/

http://www.lemoir.com/top/nurseTop.jsp

2018年3月8日(木)発売開始

2018年3月16日
（金）発売開始

・直営店「アンファミエ・ショップ」
銀座店、心斎橋店、福岡天神イムズ店、札幌店、名古屋店
2018年4月上旬より各店舗販売予定

・カタログ
2018年3月1日
（木）〜 随時発行

【会社・製品に関するお問い合わせ先】
クラシコ株式会社

担当：江村知也 emura@clasic.jp

住所：東京都渋谷区神宮前5-42-13 TAKIビルB1F

TEL：03-6427-4767 FAX：03-6427-4768

Corporate http://classico.co.jp

Brand http://www.clasic.jp

【取材・掲載に関するお問い合わせ先】
株式会社SUZU PR COMPANY

担当: 鈴江恵子

TEL：080-6390-8284
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MAIL：info@suzu-pr.com

URL：http://suzu-pr.com

