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「ジェラートピケ」×「クラシコ」
コラボ第2弾 商品紹介
ナースウェアにコーディネート可能な
ナースのためのエプロン・シューズなどを発表！
2019年2月5日より順次発売
2008年に創業し、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）は、株式会社マッシュスタイルラボ（東京都千代田区）が展開するルームウェアブランド
「GELATO PIQUE（ジェラート ピケ）
」との2度目のコラボレーションにより、2018年3月から発売中のナースウェアに加え新商品を
発売いたします。2019年2月5日（火）より当社ECサイト、全国の「アンファミエ」直営店、カタログ上などで順次、発売開始予定です。

女

性をHAPPYにするルームウェアブランド「gelato pique（ジ

この度、ナースウェアにレイヤーカラーの新作2アイテム、アニマ

ェラート ピケ）
」と世界中の医療現場に向けて革新を生むべ

ル柄のスクラブに新柄が加わります。また、ナースウェアと相性が

く展開する白衣ブランド「Classico（クラシコ）
」のコラボレーシ

良く高機能なエプロン、快適さ×おしゃれを両立したフレンチスリ

ョン。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

ーブや七分袖のインナー、履きやすさはもちろん上品さや可愛さを

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

兼ね備えたシューズやサンダルなど、ナースウェアにコーディネー

質な白衣へのこだわりが加わり、実用性も兼ね備えた「ジェラート

ト可能な、ナースのための新アイテムが登場し、全18アイテムを取

ピケ&クラシコ」のナースウエアです。

り揃えて展開を広げます。
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Concept

−３つの特徴

1.デザイン

−コンセプト

女性をHAPPYにする

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。

ルームウエアブランド

■患者さまに優しい印象を与える

gelato pique（ジェラートピケ）。

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

「すべての女性を幸せに」

ヒップが隠れるちょうど良い着丈

という想いが、

■着るときにうれしい内側にもこだわったデザイン

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

2.機能性

願いを込めて。

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

3. 素材

販 売 について

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。

クラシコ

＊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

・ECサイト
https://www.clasic.jp/lp/gelatopique/
2019年2月5日より順次発売
※エプロン・シューズは2月19日発売

アンファミエ
・ECサイト
http://www.lemoir.com/top/nurseTop.jsp
2019年3月15日より発売（予定）
・直営店「アンファミエ・ショップ」
銀座店、池袋店、福岡天神イムズ店、札幌店、名古屋店、
神戸店
（2月15日オープン）
、難波店
（3月8日移転オープン）
2019年3月より順次発売（予定）
・カタログ 2019年3月1日より順次発行

Brand−ブランドについて
2008年設立の「世界中の医療現場に、人間的で、感性的

2008年にマッシュスタイルラボが設立した、
「大人の

で、
直感的な革新を生む。
」をミッションに展開する白衣

デザート」をコンセプトに展開するルームウェアブラ

ブランド。
「なぜかっこいい白衣がないのか？」
という医

ンド。 着心地にこだわり、着る人それぞれのライフス

師の一言からスタート。イタリアのテーラード仕立ての

タイルに合ったアイテムをファッションのスウィーツ
として表現した新しいルームウェアを提案している。 http://www.gelatopique.com/
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スタイリッシュな白衣のほか、聴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。

https://www.clasic.jp/
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Lineup
商品一覧

レイヤースリーブワンピース

レイヤースリーブトップス

¥9,990

¥8,990

ホワイト×ライトブルー・ラベンダー・
ライトブルー・ライトグレー

ホワイト×ライトブルー・ラベンダー・
ライトブルー

袖、前身頃に施されている、主張しす

袖、前身頃に施されている、主張しす

ぎないレイヤーカラーが上品で可愛ら

ぎないレイヤーカラーが上品で可愛ら

しいワンピース。衿は丸首のデザイン
でデコルテラインをすっきり美しく女
性らしさを演出します。左袖にはジェ
ラート ピケのロゴ刺繍。右腰の小ポ
ケットはペンがポケット内で倒れない
サイズで、
取り出しやすくなっています。

しいトップス。カラーで大人っぽい雰
囲気を演出している分、衿は丸襟で少
し可愛らしくデザインしました。左袖に
はジェラート ピケのロゴ刺繍。右腰の
小ポケットはペンがポケット内で倒れ
ないサイズで、取り出しやすくなってい
ます。

ナイロン “スムーズィー”
ナースカーディガン

アニマルスクラブ

¥5,990

¥6,990

ラベンダー・ライトブルー・ライトグレー

・アニマルバルーン柄
アニマル柄（発売中）

人気のナース専用 “スムーズィー ”カー
ディガンに新商品が登場。とろみのあ
る肌 触りが 特 徴 のナイロン“スムー
ズィー ”を採用し、着用した瞬間から

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、機能性もしっかりと
考えられた商品です。新しくアニマル
バルーン柄も追加になりました。

ほっとするような柔らかさを実現しま
した。カラーはジェラート ピケ ナース
ウェアとのコーディネートを楽しめる淡
くて上品な色味でご用意しました。

第1 弾 コラボレーション商品
“スムーズィー” ナースカーディガン

¥5,990

ネイビー・ピンク

ナースストレートパンツ

¥5,990

ラインカラーワンピース

¥8,990

プルオーバースクラブ

¥5,990

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・ピンク・ミント・ディープネイビー

スカラップトップス

スクラブテーパードパンツ

¥7,990

ホワイト・ピンク・ミント

ラインカラートップス

¥7,990

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

¥4,990

ホワイト・ピンク・ミント・ディープネイビー
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バイアスボーダースクラブ

¥7,990

ホワイト×ピンク・ホワイト×ミント
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スリッポンスニーカー

¥5,990 ホワイト

着脱しやすいスリッポンタイプのナースシューズ。
ソールの色はジェ
ラート ピケらしい淡いライトブルーに。ソール、甲部分のタグには
ジェラート ピケのロゴを施しました。アッパーにはメッシュ素材
、インソールやソールの底には通気孔を採用し、蒸れにくく快適に
履いていただけます。
重量は約150gと軽く疲れにくいシューズです。

ナースサンダル

¥4,990 ホワイト

ジェラート ピケのナースウェアと相性抜群のシンプルで上品な
ナースサンダル。ストラップはフックで引っ掛ける使いやすい仕
様に。
かかとは痛くなりにくいクッション性のある素材を採用しま
した。アッパーとインソールにオリジナルのロゴを施しています。

ギャザースリッポン

¥6,990 ホワイト

アッパーによせたギャザーが可愛らしいスリッポンタイプのナー
スシューズ。ソール、くるぶしの下にジェラート ピケのロゴでさり
げなくおしゃれを演出。アッパーにはメッシュ素材、インソールや
ソールの底には通気孔を採用し、蒸れにくく快適に履いていた
だけます。重量は約140gと軽く疲れにくいシューズです。

フレンチスリーブインナー
¥1,990
ラベンダー・ベージュ

ナースエプロン

ストレッチ性が抜群で肌触りもよく、
吸水速乾性のある素材で帯電防止加
工もされている快適なインナー。脇は

¥2,990
ラベンダー・ライトブルー

汗染み防止の仕様で、デザインはかが
んだ時に胸元が気にならないVネック
ライン。動きの多いナースの方も安心
して着用いただけます。

ジェラート ピケのナースウェアとのコーディ
ネートにぴったりの上品なカラーとシルエッ
トに仕上げたナースエプロン。素材には水
分汚れを弾く撥水性の高いテフロン加工
を付与。ポケットにはさりげなくオリジナル
のロゴ刺繍を施しました。

七分袖Tシャツ
¥2,490
ラベンダー・ライトグレー・ネイビー

※価格は全て税別
※素材：ナースウェアは全てポリエステル100%
※サイズ：
ナースウェア：S・M・L・LL・EL
カーディガン：フリーサイズ
インナー・Tシャツ：M・L・LL
シューズ：22.5-24.5cm
※その他詳細はカタログをご参照ください

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

ジェラート ピケのスクラブにピッタリ
の七分袖インナー。ストレッチ性が抜
群で肌触りもよく、吸水速乾性のある
素材で帯電防止加工もされている快
適なインナー。スクラブの首元から見
えにくく、かつ胸元が気にならない、
程よいクルーネックのデザインです。

代表: 鈴江恵子

TEL：03-6427-4767

FAX：03-6427-4768

Corporate URL：http://classico.co.jp
suzue@suzu-pr.com

Brand URL：http://www.clasic.jp

TEL：080–6390–8284
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URL：http://suzu-pr.com

