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フロントパネルのジップポケットを、ベルト部分に通すことでフラップを固定するユニークな
デザイン。独特な細かい筋模様の型押し加工を施した、高級 感のあるサフィアーノ・
レザーを使用。サイド、ストラップを配色にした、デザイン性の高いバッグです。
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シルエットが美しい「エンフォルド」定番のチェスターコート。
素材は圧縮ウールを使用し、防寒性にも優れています。 1 つボタンの大人っぽい表情の

シンプルで洗練されたシルエットは、 1 枚でも主役になる逸品です。
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品の良いイエローゴールドと遊び心のあるモチーフが女性の心をくすぐります。
「 k i s s e s  a n d  h u g s 」を意味する「 XO X O」のメッセージは、

男性から女性へのプレゼントにもオススメです。
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素材のコンビネーションとカラーブロックのアクセントが目を引くワンピース。
ドレープが効いたトップスと、ハイウエストタイトスカートのエレガントな組み合わせで、

スタイルアップを叶えてくれます。アクセサリーや小物でアレンジを楽しめます。
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世界中から支持を集めるブランド「ステラ  マッカートニー」の人気シリーズ「ファラベラ」。
ショルダーにも手提げにもなるミニバッグは、星型のデザインで周りと差をつけて。
定番の長財布も不動の人気。フェイクレザーなのでケアが簡単なのもポイントです。
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さまざまなケーブルデザインをパッチワークさせた、インパクトのあるニットトップス。
程よいゆったりしたシルエットが、リラックス感のある着心地の良い 1 枚。

スカートにもパンツにも合わせやすく、ヘビロテ間違いなしです。
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スコッティッシュ・カシミヤを手掛ける老舗ファクトリーブランド「ジョンストンズ」のストール。
上質なカシミヤの滑らかな肌触りで、王室御用達にも認定されています。原毛の厳選から紡績、

ウィービング、ニッティングまでの一貫生産工場をもつメーカーならではの逸品です。
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スタイリッシュなデザインと、卓越した技術、高い機能性を誇るスイスブランド「ティソ」。
時計とブレスレットが一体化したシックなデザインでありながら、文字盤に配された

6 つのダイヤモンドが、さりげなくエレガントさも演出し、どんなシーンでも活躍してくれます。
虹色に輝く中央の文字盤は、希少な黒真珠を生み出す黒蝶貝（ブラックマザーオブパール）を使用。
誕生と再生のシンボルであり、心を癒し、安らぎを与えてくれる効能があると言われています。

E TA 社 製ムーブメント  /  ダイヤモンド  /  クオーツ  / ステンレススチールケース
サファイアクリスタルガラス /  2 3 × 3 1m m  /  5 気 圧防水
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フラットシューズ：浅めのカットながら、伸縮性の良いストラップがしっかりと
ホールドしてくれます。 2 . 5 ㎝ の程よいヒールは、歩きやすさが魅力です。

ポインテッドトゥパンプス：足の形に合わせて柔軟にフィットしてくれる快 適な履き心地。
インソールにクッションが入っているので、包み込まれている様な安定感があるのも特 徴です。
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柔らかな風合いのカルガンラムのファーカラーがポイントのチェスターコートです。
ファーは取り外しも可能でデイリー使用はもちろん、特別なイベントの日を

アップデートしてくれるリッチなアウターとしてオススメです。
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「クロエ」のダブルストラップ付き「レクサ」のクロスボディバッグ。
 エスニックテイストのデザインと上質で上品な素材の組み合わせが「クロエ」らしい 1 点。

マチもしっかりあるので、収納力も抜群です。
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カシミヤやミンクなどこだわりの素材を使用したセットアップ。
一見シンプルなデザインながら、切替や裾のディテールにもさりげないポイントがあります。
単品はもちろん、セットアップで揃えておくと冬のオケージョンシーンにもピッタリのアイテム。
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ハイゲージのきれいな編地で、カジュアルから上品ルックまで活用できるニット。
後ろ身頃にあしらったドレープで、ゆったりとした女性らしいシルエットに。

シンプルながら 1 枚で様になる、こだわりの詰まったアイテムです。
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毎年人気の「コズリ × パリゴ」限定コラボの天然石付きグローブ。今回は、初登場のバイカラーも
お目見えしました。ブレスレットとリングをしているようなフェミニンで繊 細なデザインと、

本物志向で選び抜かれた天然石の輝きが美しいグローブです。
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「マーク  ジェイコブス」の星柄がキャッチ―な長財布。
アップリケとカットワークの 2 つの技法をミックスした、とても手の込んだデザインです。

マット・スウェード・メタリック・パテントと異なる質感を盛り込んだ、こだわりのアイテム。
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「タトラス」の大人気シルエット「アゴナ」のロングダウンコート。
アシンメトリーデザインのボリュームのある襟と、ダブルボタンがポイントです。
 取り外し可能なベルトが、腰の高い位置に付いている事で脚長効果を発揮します。
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フランスの老舗シューズブランド「サルトル」のサイドゴアブーツ。
最高級のレザーを使用し、型崩れしにくく、履くほどに持ち主の脚と徐々に馴染みます。

愛着を持って手入れを重ねていく事で、自分だけの風合いを楽しめる「一生モノのブーツ」です。
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バルーンスリーブのボリューム感が華やかなワンピース。
程良くハリ感のある素材が特 徴で、ラインを美しく見せてくれます。

同素材のウエストリボンは、チョーカー風に巻いて襟元のアクセントにするのもオススメです。
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「ポティオール」定番の人気「アリソン  ミニ」の、パリゴ限定カラー。上品な箔レザー × 優しい
色味のスムースレザーで、クリーンでフェミニンな仕上がり。コンパクトながらも収納力の
高い内部 構造や取り外し可能なショルダーストラップなど、機能性も兼ね揃えています。
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機能的で使いやすく、デザインにもこだわった「トフ＆ロードストーン」の人気の財布。
落ち着いた上品なゴールドカラーは、デイリーからパーティーまで、様々なシーンで活躍します。

丈夫で程よい厚みのあるタンニンゴートは、天然のシボが魅力で、一つ一つ違う豊かな表情を演出。
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ダブルフェイスのレオパード柄ジャガードコートは、嬉しいリバーシブル仕様。
フロントにボタンが無く、ベルトで留めるガウンタイプのデザイン。
気分に合わせてオンとオフの切替も出来る、万能コートです。
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フランスの老舗ブランド「グーセンス  パリ」からモードなアクセサリーが登場。
独創的でタイムレスなジュエリーは、世界のビッグメゾンのデザイナー達にも

愛され続けている逸品です。
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襟元と袖口にフリルを施したトレンド感満載のニット。
フロントとのクラシカルなケーブル柄とのコンビネーションが面白いプルオーバー。

ラムウール 10 0 ％の柔らかい素材がとても贅沢です。
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大人気シリーズのバトートート。「ミュベール」らしい少し毒っ気のあるカラー使いと
キュートに落とし込んだ柄が特 徴のバッグです。ショルダーベルトとハンド部分が

レザーなので、綺麗な味が出てくるのも嬉しいポイントです。



"+643")6

#&

毎冬大人気の「アンティパスト」のマフラーとグローブ。
デザイナー自身が手書きで柄をおこし、編み物とは思えない程細かい柄が 施された生地は、

このブランドにしか出せない唯一無二のクオリティです。
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細かな光が幾重にも重なり星空のよう。
流れ星をガラスに閉じ込めたような L E D ガラスドーム。

　ドライフラワーやカードを入れても美しいデコレーションを楽しめます。
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「クロエ」の「ジョージア」の二つ折り財布。スナップボタン付きのフラップポケットには
コインを入れる事ができ、 6 枚のカード入れ、 2 か所のお札入れが装備され、

デザインと実用性の両面を兼ね備えた財布です。
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1 9 3 9 年に発 表されたベストセラーモデルをモチーフに、現代の女性に相応しい
知的でエレガントに仕上げられた「バグリー」。ダイヤル中央に施された

キルティングの装 飾など、高級感溢れるディテールを備えたドレスウォッチです。

ステンレススチール  /  ベルトつけ幅  14 m m  /  クォーツ  /  2 3 × 2 8 . 5 m m
ピンクゴールド P V D  /  サファイアクリスタル  /  5 気 圧防水
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デンマーク発のシューズブランド「エマゴー」の美しいシルエットのブーティ。
細身のアッパーと滑らかな毛並みのスエード素材で、

エレガントに足元を演出してくれます。
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ボアのふっくらとした素材感が特 徴のシープボアコート。
カジュアル感のあるボア素材と、袖口の大きなボタン、フロントジップで、

肩の力が抜けたこなれたスタイリングを作ることができます。
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プルオーバーニットとしてもカーディガンとしても着る事が出来る
「トラッゾドンナ」の 2WAY ニット。ベーシックな形のカーディガンは着回し抜群で

スタイリングの幅が広がる嬉しいアイテムです。
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「シーバイクロエ」の「ペイジ」のショルダーバッグ。
マチもしっかりとあり、収納力も抜群で、ショルダーベルトも付いた 2WAY 仕様です。
フロントの大きなメタルパーツが目を引くデザインで、プレゼントにもぴったりです。
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チェックプリントのジャージー素材のワンピースに、レースブラウスを重ね着したように見える、
1 枚でコーディネートが完成するドレス。適 度に抜け感のある女らしさが叶うので、

デートや女子会など様々なシーンで活躍します。

18 6 0年に創業されたイタリア（ナポリ）のファクトリーブランド
「カリディ」のレザーグローブ。きめ細かな柔らかいレザーと、
手触りの良いニットは保温性が抜群でソフトな仕上がりです。
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「明るく輝く人生のきっかけとなりますように」という願いを込めて名付けられた
「ポワンルミエール」というシリーズ。ブラックのリボンがポイントの可愛らしいサシェ。

ハンガーにかけたり、引き出しに入れて香りを楽しんでいただけます。
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上品なデザインとクオリティの高いフェイクレザーで大人が持てるトートバッグ。
バッグインバッグとして使えるポーチ付きで機能性も◎。

無地には異なる柄のスカーフ、バイカラーにはファーのチャームが付いた贅沢なアイテムです。
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裾に向かってやや内側に入るシルエットのベーシックな大人ボーダーニット。
高級メリノウールを使用した、使いやすいミドルゲージ。

サイドにはスリットを施し、動きやすく軽やかな仕上がりです。
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今季デビューのパンツブランド「マリベルジーン」の綺麗な発色のカラーパンツ「ミスティ」。
膝とふくらはぎには程よいゆとりがあり、スキニーのような窮屈感がないのがポイントです。
ベーシックカラーに収まりがちな冬のコーディネートに新 鮮さをプラスしてくれます。
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フード付きでカジュアルに、取り外してノーカラーでフェミニンに、 
その日の気分やシーンに合わせて２通りの着こなしが楽しめるデザイン。
重厚感とソフトな風合いを併せ持つ、ワンランク上のウールコートです。
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星屑がちりばめられたスペシャルバージョンの B O X は、クリスマスのプチギフトにも最適です。
シアバターとオリーブオイル配合で、手肌を乾燥から守り、潤いを与えます。

携帯にも便利なミニサイズで、気になる時にいつでも気軽にお使いいただけます。
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1 0 0年の歴史を持つイタリア（フィレンツェ）の
老舗帽子ブランド「カポジーロ  フィレンツェ」のウールハット。

どんなコーディネートにも合わせやすい、シンプルでスタンダードなデザインです。
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様々な素材・形のカラフルなビジューを使ったゴージャスなイヤリングとピアス。
光を受けるたびにキラキラと反射して、コーディネートを華やかに演出してくれます。

イベントが多くなるこれからのシーズンにも、もちろんデイリーにも活躍。
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コンパクトな見た目以上に収納力があり、
3 層に分かれた内側にも仕 切りが多数セットされ、機能性にも優れたデザイン。

取り外し可能なショルダーストラップ付きです。
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ふわふわで柔らかく、フェミニンな印象のモヘアのニット。
デコルテをキレイに見せてくれる広めのネックラインや、
ボリューミーな袖のデザインに女性らしさが漂う 1 枚です。
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パリゴスタッフがオススメの、クリスマスベストセレクション！
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一粒ダイヤのネックレスは、色んなシーンで活躍する
ので、１つは持っておきたいアイテム。大切な人への
プレゼントとしてもオススメ！ デコルテに華やかさ
を添えるとっておきのジュエリーです。 / 0.5ct、
K18 ¥32,000+tax（オーベル）

繊細な輝きに
思わず目が釘付け♥

ベビー用に適した天然
素材で作られた、愛情
と優しさに溢れたロン
パースとスタイはギフト
にピッタリ！ 子供の想
像力を育む積み木に
も、ブランドらしいカ
ラフルでキュートな柄
があしらわれているの
で、インテリアとして
ママも嬉しい！

ママになったあの人に、
「ミナ ペルホネン」の
キッズ・ベビーアイテムを

オシャレなあの子には
デザイン性の高い
iPhone ケース！

自然な風合いのシボが美し
いイタリアンカウレザーが使
用され、箔押しのブランドロ
ゴも上品！ 贅沢感のある
バッグは、1年間頑張った自
分へのごほうびに相応しい
逸品です。/¥57,000 +tax
（マークジェイコブス）

1年間頑張った、
自分へのごほうびに！

可愛さも機能性も◎
指なしグローブ

イベントが多くなるクリスマスから年末シーズン。イベ
ントワンピースを選ぶ際のポイントは、女性らしいライ
ンをきちんと出してくれるかどうか。ボディコンシャス
ではなく、付かず離れずのシルエットが丁度良い！
左 ワンピース ¥28,000 （パリゴプレステージ）、ファーティ
ペット ¥38,000（ガシュロウアンドコール）、パンプス
¥23,000（オーベル）右 ワンピース ¥37,000（フリッカ）、
バッグ ¥34,000（サンティ）、パンプス¥23,000（オーベル）
※全て本体価格

彼とのディナーも
わいわい女子会も、
華やかドレスで
楽しんで！

EF 大切なあの人 EF 恋人・自分

EF 友人

EF 友人

EF 自分

EF 自分

積み木 ¥12,000+tax、スタイ ¥3,500+tax
ロンパース¥9,000+tax（以上ミナペルホネン）
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手袋をしたままだと
何かと不便だったこ
とが一発解決！な便
利グローブです。ス
マホ操作や、小銭・カードの出し入れなど
にとっても便利！ムートンなので、柔らか
くてあったか♡ネイルも隠さないので女
性らしさも！/¥13,800+tax（オーベル）

キャッチ―なiPhoneケースは
友人へのプレゼントにピッタ
リ！ 自分ではシンプルなデザ
インを選びがちなので、プレ
ゼントでチョイスする時は遊
び心たっぷりに！ 1.¥6,000
（マ ー ク ジ ェ イ コ ブ ス）、
2.¥9,000（ステラマッカー
トニー）、3-5.¥6,480（アイ
フォリア）※全て本体価格
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同じデザインで 2種類のサイズがあるので、ペアウォッチ
に最適です。様々なスタイルにマッチするミニマルでユニ
セックスなデザインが魅力。ナイロンの替えベルトもセッ
トで持っておくと、色んなシーンで活躍するのでオススメ
です！/ 40mm ¥24,000+tax、36mm ¥22,000+tax
替えベルト¥3,000+tax（ダニエルウェリントン）

オシャレカップルには
「ダニエルウェリントン」で
ペアウォッチがオススメ！

文字盤をオールブラックに一新した、
洗練されたモダンクラシックな時計は
必見です！¥20,000～¥24,000+tax

待望のブラックフェイス登場！
11月中旬より発売開始 !!

今年１年の感謝の気持ちを込め
て、もらって嬉しいギフトを贈り
ませんか？「ランドレス」のファブ
リックフレッシュ（¥1,200+tax）
や、今治タオルハンカチ（無地
¥700、柄 ¥800+tax）のセット
など、プチギフトにオススメなア
イテムがたくさんありますので、
是非ご相談ください♪

お世話になった人たちへ、
喜ばれるプチギフトを！

リバーシブル仕様で、巻き方に
よっても印象が変わるのも
ポイントです。コーディネート
のアクセントになる上質な小物
はギフトにもぴったりです！
¥32,000+tax（ジョンストンズ）

別格の肌触り！
「ジョンストンズ」の
カシミヤストール
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45 友人・自分 45 友人・自分

45 友人・恋人45 友人・自分

45 カップル・夫婦

45 恋人、旦那様45 友人

今回は、19 世紀に人気を博した
玩具「ポロックシアター」を舞台
にしたストーリーを展開。とて
もワクワクする、美しい仕上が
りです！ もちろん香りも素晴ら
しく、3種類別売りもありますが
3個コフレもオススメです♡ 
¥12,800+tax（ディプティック）

毎年待ち遠しい！
「ディプティック」の
ホリデーコレクション

ウール100％の素材で1万
円以下のストールは嬉し
い！ 手持ちのアウターや
ニットに合わせて色違いで
揃えたい！/ ¥6,900+tax
（ボネヴォロンテ）

巻き方次第で
印象が変わる！
ボリュームストール

お札や小銭、カード、スマホ
やリップなどのコスメも入る優
れモノ！カラーバリエーション
も豊富です！/ ¥4,900+tax
（カシュカシュ）

これ１つでお出かけOK！
お手軽なお財布バッグ！

1枚のバーチ材の薄い板に切り
込みが施され、プラモデルの
ように切り離し、組み立てる
と1つのオブジェが完成！表面
にはメッセージを書くスペース
があり、お手紙として受け取っ
た方に、サプライズと優しい
気持ちをもたらしてくれます。
ツリー ¥1,800、バード・トナ
カイ 各 ¥1,000（ロヴィ）

組み立てるのも楽しい！
フィンランドのオブジェ

切手を貼って
送れる！

広島店とオンラインのみの
お取り扱いです！

機能性バッチリ！

替えベルトも豊富！
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「クラシック ブラック」
発売に合わせて、DW
の時計お買い上げの
方に先着でキーホル
ダーをプレゼント！
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瀬戸内の豊かな自然に囲ま
れた因島に構える工場で、
昔ながらの製法にこだわ
り、1本 1本職人が丁寧に
ハンドメイドによって作り上
げたレザーベルトです。
/ 上からヌバック ¥9,800、
真鍮バックル ¥7,900、ス
クエアバックル ¥8,900
（パリゴ）※全て本体価格

因島で作られる、
上質なレザーベルト

「マイユ」と呼ばれる丸胴編み
機で編まれたシームレスな素材
は、伸縮性に富み、包み込むよ
うな柔らかさ！ 1枚で着てもイ
ンナーとして使用しても重宝し
ます。¥23,000+tax（ルトロワ）

一度袖を通せば、毎日でも
着たくなる心地良さ！

クリスマス特別企画として、M・A・R・S
で別注の星型パーツを製作し、天然石の
中に組み込んでいます。更に、ラピスラズ
リ、シルバービーズ、オニキスの 3 種類の
天然石の組み合わせも、このアイテム限定
です。3WAY（ネックレス、ブレスレット、
アンクレット）として着用できる点もとても
魅力的ですね！¥18,000+tax（マーズ）

パリゴ別注の 3WAY アクセサリー！

スタイリングやシーンに合わせて
持ち変えできる汎用性が魅力！

持ち手が内部に格納でき、クラッチバッグ
にもなる 2WAYブリーフはまさに秀逸品！ス
リムながらも13インチのノートPCも余裕で
収納可能。フロントのポケットにはスマート
フォンやパスケースも入れられる、オンオフ
ともに大活躍すること間違いなしのアイテム
です！¥40,000+tax（エルゴポック）

-. 恋人、友人

-. 恋人、旦那様-. 恋人、旦那様

-. 恋人、旦那様
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イタリアのボローニャでニットを作り続けて半世紀、 
革 新的なスタイルをニットで表現した第一人者として知られる老舗ニットブランドです。

肌触りの良いラナウールを使用した、存在感のあるケーブル編みのニット。
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「エージー」の中でも人気のスキニーシルエットの「ディラン」。
高級綿糸スーピマコットンを使用しているため、滑らかで快 適な肌触り。

クラッシュデニムが 苦手な方にも挑戦していただきやすい程よい加工感です。
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クリスマス限定の「ホリデーライン」は、定番と差がつくバイカラーのカラーリング。
ブライドルレザーを使用したクオリティはそのままに、
特別感のあるカラーはギフトにもぴったりです。

,*-.)/0,1*,

!#

L$E3/"D3J<
-M./0001234

細身のラペルや３つボタン、ボックスシルエットが「サイ」らしい、
紳士的な雰囲気を放つチェスターコート。

上質なウールを使用した、しなやかな感触と暖かみのあるコートは冬のマストアイテムです。
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毎年人気のクリスマス限定のスターシリーズが今年も登場。
アンティーク風のスターモチーフがアクセント。

セットで着用して、統一感を出すのもオススメです。
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ジオメトリックをモチーフとしたノルディックニットは、
「ミスタージェントルマン」らしい遊びの効いた柄で、

1 枚での着用でも抜群の存在感を放ちます。
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「トフアンドロードストーン」の代名詞とも言える「フィヨルドゴートスキン」のレザーシリーズ。
上品なシボが特 徴のやぎ革は、爪傷などにも強い丈夫さと、使い込むほどに経年変化が楽しめる

逸品です。ファスナーの引手などで使用された、ハンドメイドのオリジナル真鍮 鋳物も、
雰囲気を格上げさせます。
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文字盤を指先でタッチするだけで、6 種 類の機能を簡単操作できる世界初の光発電式タッチセンサー
内蔵ウォッチ「 T タッチ  エキスパートソーラー」の、米プロバスケットボールリーグ N B A とのコラボ
モデル。コンパス、高 度 計、天 候予測を始めとする様々な機 能にアクセスできる印 象 的なタクタイ
ル機能を搭載した、スポーティで大胆なデザインのウォッチです。 15 分間光を浴びれば 1日分の充
電が 可能で、約 3 日～ 1 週 間でフル充電されると約 1年間パワーリザーブが 可能な急 速 充電モデル。 

高度計  /  クロノグラフ  /  コンパス  /  アラーム  /  タイマー  /  晴 雨計
E 8 4 . 3 0 1  /  タッチセンサー式サファイアクリスタル  /  チタニウムケース  /  ラバーベルト  /  1 0 気 圧防水
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北イタリアのウールの産地ビエッラ地区に本拠を置くファクトリーブランド。
ウール 10 0 % の肌触りの良いマフラーは、ランダムストライプ柄で

オシャレ度もアップさせてくれます。
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柔らかい風合いのフランネルジャージーを使用したカットソージャケットは、
伸縮性があり、ストレスなく着られるアイテム。

クラシコな雰囲気が漂うグレージュカラーと、味のあるブラウンのボタンがアクセント。
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イタリアのファクトリーで丁寧に仕上げられたチェスターコート。
チェックパターンのファブリックで、オンスタイルからデイリーまで

幅広い着回しができる 1 枚です。
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イタリアの職人が 1 点 1 点丁寧に手掛けた、クオリティにこだわったレザーグローブ。
しっとりとした質感は着用するごとにフィット感が増していき、

永く愛用できるアイテムです。
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イタリアの 生 地 メーカー「ベ ステ」社 からスタートした 注目のアウターブランド「モノビ」。
合 成 繊 維 を 使 用 す る 代 わ り に 上 質 な コ ットン を 使 用 す る こ と で、防 水 で 撥 水 性 の あ る
特 別 機 能 的アイテムとなっています。シームシーリング によるステッチレス仕 上げや、止 水
ファスナーなどを駆使し、伝 統 的なダウンと革 新 的な技 術を融 合させたダウンブルゾンです。
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ローゲージで編み立てたクルーネックニットは、暖かみのある柔らかい風合いが特長。
デザインのアクセントになっている裾脇のジップディテールが

スタイリングをアップデートしてくれます。
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アシンメトリーな襟元のデザインがポイントのカーディガン。
カラーごとに配色のバリエーションが異なり、それぞれの印象が楽しめる 1 着です。
また、ハイクオリティながら抑えめなプライスでギフトにもぴったりなアイテムです。
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フードから襟にかけて美しく、
細身のシルエットがエレガントさを演出してくれます。

タートルネックを合わせて、落ち着きのあるスタイリングがオススメです。
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軽く、しなやかな質感と独特の表面のムラ感が楽しめる
ワキシングレザーで作られた、ファスナータイプのペンケース。

豊富なカラーバリエーションと使いやすいサイズが人気のアイテムです。
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クラシックの中に、都会的なエッセンスが上手く溶け込んでいるネクタイ。
イタリアでもナポリのネクタイブランドとは一線を画す、
ミラノならではの洗練されたデザインが特 徴です。
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ストレスを感じない、穿き心地が抜群のイージースラックスパンツ。
細番手と太番手の糸を組み合わせることにより、織りの凹凸感を出した

表面感のある撚り杢をかけたオリジナルドビー素材が特 徴です。
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1 9 7 8 年の創業以来、世界の名だたるメゾンブランドの製品を３０年以上作り続けている
スーツファクトリー。着用時の抜群のフィット感や、ベロア素材の上質な質感が

気品に溢れています。胸元のブートニエールもアクセントに。
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「クラシックな デ ザインと 最 新 の 技 術 をミックスしたコン テン ポラリーなプ ロ ダクトを 作 る」
というコンセプトのイタリアのシューズブランド。 アッパーに２本、かかとに１本、全 体を包み
込むようにゴムベルトを配置。 スリッポンのような感覚で、簡単に着脱できるスニーカーです。
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ウールにナイロンをブレンドした保温性の高い生地を用いた、フーデッドマウンテンコート。
左右に配した大きめのポケットがアクセントになり、

ルーズなシルエットを楽しめる 1 着です。
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シワになりにくく、保温性の高いウールと、汚れが 落ちやすく、速乾性のあるナイロンを
計算された比率で混紡し、ゆっくり丁寧に織り上げたオリジナルのメルトン地を使用。

ヴィンテージ要素も詰め込まれた、随 所にこだわりを感じるジャケットです。
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シルバーを基調としたメタルパーツを駆使し、程よいボリュームの
デコラティブなアクセサリージュエリー。 全ての工程がパリのアトリエにて、
職人の手によってひとつひとつ丁寧に作られている、温もりも感じる作品です。
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ミニマルなデザインをベースに、シャープなシルエットでブランドらしい世界観を
感じられるスタジャンです。アームは肉厚な牛革、身頃はカシミヤ混メルトンを採用し、

上質な素材感が楽しめる大人の 1 枚です。
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贅沢にスタッズを配したウイングチップシューズは
特別な日のコーディネートにもマッチするグレード感があります。

イタリアのファクトリーで丁寧に作られた、履くほどに風合いの増すレザーがポイント。
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エキサイティングでシックなオールブラックモデルは、
流行りに左右されず永く愛用できるデザイン。

ブラック＆グレーの文字板の中に赤い針が絶妙です。
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ショートダウンをベースに、カモフラ柄とワッシャー加工の
リバーシブルダウンは保温性も抜群なプレミアムダウン。

バックの裾部分がラウンドした、スポーティーなデザインがポイントです。
ステンレスケース ブラック PV D  /  無反射サファイアクリスタル

5 気圧防水  /  ブラックラバーベルト  内部カーフ

（左）H -30  80 時間パワーリザーブムーブ  機械式自動巻  /  デイデイト表示  /  42mm
（右）スイス製クオーツ  /  日付表示  /  40ｍｍ
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※店舗により取り扱い商品が異なりますが、お取り寄せ可能です。お気軽にお問い合わせください。
※未入荷の商品はご予約も承っております。 （キャンセル待ちの商品もございますので、予めご了承ください） 
※ 商品の価格、仕様は予告無く変更される場合がございます。また、印刷の性質上、実際の色と異なる場合がございます。予めご了承ください。 
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