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トップス¥23,000（カオン）
ワンピース¥45,000（エリン×パリゴ）

ネックレス¥28,000（アデル）
イヤリング ¥23,000（アデル）
ブーツ ¥134,000（クロエ）
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ブラウス¥38,000（マメ）
コート¥75,000（ハイク）
パンツ ¥16,800（パリゴ）
ピアス¥9,800（バイボー）

ワンピース¥29,000（ヤストシ エズミ×パリゴ）
パンツ ¥19,000（レッドカード）
ピアス¥6,900（エーヴィーマックス）
パンプス¥34,000（ピッピシック）
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シャツ ¥41,000（マディソンブルー）
スカート¥34,000（チノ）
スカーフ¥7,000（マニプリ）
ピアス¥7,900（アート ウェア ディミトリアディス）
バッグ ¥90,000（ステラ マッカートニー）
パンプス¥30,000（ピッピシック）

トップス¥12,800（オーベル）
カーディガン ¥13,800（オーベル）
パンツ ¥22,000（カオン）
ジャケット¥66,000（ミュベール）
ピアス¥2,400（パリゴ）
パンプス¥14,800（パリゴ）
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シャツ ¥36,000（ジュリアン デイヴィッド）
ワンピース¥46,000（ヤストシ エズミ）
帽子 ¥5,900（カシュカシュ）

トップス¥23,000（カオン）
ワンピース¥45,000（エリン×パリゴ）
ネックレス¥28,000（アデル）
イヤリング ¥23,000（アデル）
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ボトム部分にあしらわれたフックで、    
バケツ型からフラットトートへと形を   
変えられる2WAY仕様のバッグと、丈夫
で傷がつきにくく、細やかな美しいシボ
が特徴のゴートレザーの長財布。
〈 WINGMAN SHOPPING 〉 トート¥57,000
〈 DOUBLE J STANDARD CONTINENTAL 
WALLET 〉 長財布 ¥37,000
STOCKIST：丸の内 / 横浜 / 岡山 / 福山 / 尾道 / 
広島 / 松山

〈クロエ〉の洗練された印象を残しながらも、
姉妹ブランドらしくそれをフレッシュかつモ
ダンに落とし込んだデザインで人気を博す。
上質でありながらも〈クロエ〉の半額以下で
取り入れやすのもポイント。
左 〈 JOAN 〉 ショルダーバッグ ¥60,000
中 〈 OLGA 〉 ショルダーバッグ ¥60,000
右 〈 OLGA 〉 バックパック¥67,000
STOCKIST：全店

〈クロエ〉の姉妹ブランドが放つ
モダンでフレッシュな
バッグシリーズ

柔らかく極上のレザーを使用し、ディテー
ルの美しいバッグを作り出すブランド。    
高い機能性と万能性を兼ね備えた〈ベイズ
ウォーター〉のシリーズをはじめ、 自身を
アップグレードしてくれる上質さがここに。
左 〈 SMALL BAYSWATER 〉 ¥170,000
中 〈 DARLEY 〉 ¥120,000
右 〈 SMALL ZIPPED BAYSWATER 〉 ¥175,000
STOCKIST：福山

上品エスニックを演出してくれる、〈クロエ〉を代表する
シリーズの〈フェイ〉。お財布バッグが今シーズンから
ニューインし、サイズも豊富にパリゴに勢揃い。
左・中 〈 FAYE WALLET 〉 各¥85,000 / 右 〈 FAYE 〉 ¥145,000
STOCKIST：岡山 / 福山 / 尾道 / 松山 / オンライン

フェミニンかつエッジの効いたデザイン
が人気の〈クロエ〉から新作が登場

チェーンのディテールがアイコンである〈ファラベラ〉の
シリーズに新色が登場。今シーズンらしい深みのあるカ
ラーをバリエーションに加え、形、種類ともに大集結。
〈 FALABELLA 〉 ミニトート ¥103,000 / ミニバッグ ¥90,000 /  
長財布 ¥50,000 / 二つ折り財布 ¥38,000
STOCKIST：岡山 / 松山

程よくパンチが効いた
シャープなデザインで現代女性の
心を掴む〈ステラ マッカートニー〉
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マーク ジェイコブス

マルベリー

シー バイ クロエ

クロエ

ステラ マッカートニー

イギリス発ブランド
〈マルベリー〉の、クラシカルで
ハイエンドな定番バッグ

ニューヨークのシックで
洗練された風を感じる
〈マーク ジェイコブス〉の
レザーアイテム
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!"#$%&%#'()$#*#)+$!&%#'()$,- ,.ON スタイルでも活躍する、キレイ目バッグ 今年らしさ満点！トレンドバッグ

定番人気の〈オリビア ミニ ボストン〉。
持ち運びしやすいコンパクトさがありなが
ら、マチ幅があるので収納力バッチリ。
各 ¥38,000

フェイクレザーで雨の日も
安心な、金手ハンドル巾着
ショルダーバッグ。
各 ¥4,900

花モチーフのカモフラージュ柄で遊び心を感じ
させるトートバッグ。左 ¥26,000 右 ¥30,000

カゴバッグもフェ
イクファーをふん
だんに用いる事
で秋冬仕様に。
各 ¥9,800

ベルトとスカーフを付け替える事
で、スタイリングの幅が広がる。
（リングベルト付き）
各 ¥5,900 ▷P29

洗えるマイクロファ
イバー素材が使用
され、驚くほどの
軽さと高い実用性
を実現。
各 ¥29,000

上品なツイードで、フェミ
ニンな雰囲気たっぷりに。
左 ¥15,000 右 ¥13,500

トリプルカラーが新鮮な1点。
上質なレザーが使用され、キレ
イなツヤ感があるのが特徴。
¥67,000

シンプルさと実用性を
兼ね備えた上質なイタ
リアブランドのバッグ。
各 ¥25,000

スーパーマーケッ
トのレジ袋を解
体し、もう一度
デザインし直す
という斬新な発
想から生まれた、
ユニークな立体
裁断のバッグ。
¥46,000

フラップ部分にラビットファーを使用した柳の
カゴバッグ。ポンポンとフリンジもポイント。
¥12,000

取り外し可能なファー巾着
付きで、1つで2度嬉しい。
各 ¥8,900

ポティオール ミュベールファティマ モロッコ

カシュカシュ

ザッツ

モダルー

ベルメール トフアンドロードストーン

カカトゥ

コントロール フリーク

カシュカシュ

マキシマ
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トレンド感のある見た目に加え、
たっぷり入ったクッションと低め
のヒールで履きやすい逸品。シー
ンを選ばず活躍する優秀靴。
¥18,500（カリーノ）

上品なスタッズ使いが
足元のワンポイントに

チャンキーヒールの安定感と浅いカットのアッ
パーで楽ちんキレイを実現してくれる大人気シ
リーズ。¥29,000（ピッピシック×パリゴ）
ブラウス¥43,000（ビューティフル ピープル）
パンツ¥38,000（ヤストシ エズミ）
帽子 ¥3,500（キャセリーニ）

計算し尽くされたシルエットで女性を
さらに美しく演出するパンプス。パリ
ゴ別注はマイルドなフェミニンカラー。
¥29,000（ピッピシック×パリゴ）

女度アップのハイヒールは、
センチメンタルカラーをチョイス

ポインテッドトゥ仕様なので大人
らしく上品な印象に。しっかりと
足にフィットし、履き心地の良さ
もお墨付き。ブラック ¥42,000
ボルドー ¥43,000（レペット）

大人の余裕を感じさせる
新定番〈ブリジット〉

柔らかな羊革とソールのクッション性で、7cmの
ヒールの高さを感じさせない履き心地が特徴。
スエードの発色がコーディネートのポイントに。
¥14,800（パリゴ）

艶のある型押しレザーとスタッ
ズ使いで足元をモードに。楽
ちんシューズでも気を抜かない
おしゃれ魂に火を付ける1点。
¥38,000（ピッピシック）

クロコ型押し
スタッズ付きスリッパ

アイボリーベースで上品に仕上げられた 
パイソン柄で、足元にポイントとパンチを。
¥34,000（ピッピシック）

パイソン柄はオールシーズン、
足元の味方

やや艶のある上質なスムースレザー
でキュートなスカラップカットを実
現。シンプルながらもセンスを感じ
る逸品。¥59,000（クロエ）
ワンピース¥17,800（パリゴ）
ピアス¥3,900（フルール）

アッパーのVカットで、フラット
シューズでも美脚効果あり。   
イタリア製の美しいビジューで
装いをアップデート。
¥38,000（ピッピシック）

イタリア製のビジューが
足元を可憐に演出

柔らかな履き心地が魅力のシープ
スキンを使用したフラットシューズ。
1足あると安心の定番品。
¥29,000（チェンバー）

ホールド感がアップし、
履きやすさグレードアップ

秋の新定番！
トレンド感満載の
スクエアトゥ

パリゴ別注色！
〈ピッピシック〉のチャンキーヒール

プレーンなパンプスほど、
トレンドカラーでシーズンを満喫
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レトロ感のあるスクエア
トゥは、マストで押さえ
ておきたいキーワード。
¥35,000
（ピッピシック）

今シーズンの足元は、
進化系フラットシューズで
決まり！
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[  ク ラ シ カ ル ブ ラ ウ ス  ]

長めのフレアスリーブが動くたびに
美しくなびき、上品かつ卓越した
存在感を放つブラウス。ワインの
ような深いカラーで自分に魔法を
かけて。¥33,000（エリン）
ピアス ¥6,900（エーヴイマックス）
パンツ ¥32,000（エージー）

女性のアンニュイな魅力を
演出してくれる逸品

この季節の主役は「優秀ブラウス & ニット」
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袖のボリュームと袖口のフリル
がノーブルなブラウスに甘さを
添える。エレガントにもカジュ
アルにも表情が引き出せるアイ
テム。絶対的に使えるベージュ
とブラックの2色展開。
¥10,800（オーベル）

シャープなボディーと
袖ボリュームがマッチした、
1枚でサマになるブラウス

バルーンスリーブと柄の組み合わ
せで1枚でサマになるデザイン。
シックなカラーでチェックでも洗
練された印象に。
※写真はバックスタイル
¥17,000（ソーノ）

深いグリーンのチェック柄で
大人のフェミニンレトロ

一見フェミニンなブラウスもブラック
カラーで甘すぎない印象に。デニム
を合わせたカジュアルスタイルにも
最適なブラウス。ホワイト（P14）と
はまた違ったイメージに。
¥16,800（パリゴ）

ブラックの生地に白いレースが映える、
スラッシュスリーブブラウス

動く度、スラッシュ袖のシル
エットが変化する技ありブラ
ウス。レースからは肌が覗
き上品な肌見せスタイルに。
¥16,800（パリゴ）
ピアス ¥28,000（トムウッド）
パンツ ¥15,800（パリゴ）

可愛さと女性らしさを
贅沢に感じられる
デザインブラウス
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袖口のねじりモチーフやギャザー
で、着崩したようなこなれ感が出
る完成度の高い1枚。ネックライン
のスナップボタンを外すとVネック
になり、1枚で２つの顔を持つ。
¥23,000（ニアーニッポン）

1枚でさらりと決まる
技ありブラウス

はしごレースから透ける
肌、ウエストのリボンの締
め方ひとつで変わるボ
リューム感など、女性の華
奢なラインを存分に表現し
てくれる。
¥12,900（トラッゾドンナ）

女度の上がる
エスニックブラウス

シルクやカシミヤなど上質
な素材がミックスされ、エ
スニックテイストでありな
がらもどこか上品な女性ら
しい清さを感じさせる。
¥28,000（ミュラーオブヨ
シオクボ）

トレンドと
清潔感が共存

[ 　 袖 コ ン シ ャ ス ブ ラ ウ ス 　 ]

コットン100％の爽やかな素材と程よいハリで、シルエットも完璧なブラウス。
カフスリボンでさりげないフェミニンさをプラスして。¥13,800（パリゴ）

ピアス ¥2,400（パリゴ） / パンツ ¥15,800（パリゴ）

カフスリボンで今季旬のエッセンスが
盛り込まれたブラウス

袖口の丸い金具モチーフと、シックなブラックカラーの組み合わせで
クールに決まる。甘くし過ぎたくないモード派の方へ。

¥11,900（トラッゾドンナ）

モードな袖コンシャスブラウス

エアリーな素材感でラフに背抜きをしてコーディネートしたい1枚。
甘くなりすぎないフラワープリントで、デニムなどの
カジュアルアイテムとの相性も抜群。¥15,800（パリゴ）

今クローゼットに必要なのは
ヴィンテージライクな花柄ブラウス

落ち感のある柔らかい素材が身体の華奢なラインを引き立て、
たっぷりと作られた袖のボリュームとの絶妙なバランスがキュート。
ハリ感のあるバックリボンで印象的な後姿に。¥32,000（カオン）

インパクトリボンで後姿美人に

花柄をモチーフに、タイルをイメージしたノスタルジック
なテイストが、シンプルなアイテムをモード感のある装い
へとアップデート。とろみのある女性らしい素材と、両
サイドの刺繍のディテールがアクセントになり、着る人を
美しく、そして艶やかに見せてくれる。¥37,000（マメ）
ピアス ¥6,900（リサオーガスト） / パンツ ¥32,000（エージー）

艶のあるジャガード素材に思わずうっとり
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バックのリボンをギュっと絞って首元にギャザーを
寄せて楽しめるデザイン。その日の気分やスタイリングで
表情を変えられる優秀ニット。¥14,800（パリゴ）

リボンのアレンジで表情が変わる、
大人気のバルーンスリーブニットが今年も登場！

花びらが下に向けて開いているような絶妙な形のフレアス
リーブとバックの Vネックとリボンがフェミニンを極めた  
1枚。ハイゲージなので早い時期から着られるのも嬉しい。
¥24,000（サクラ）

ラッフル袖のドレープが美しい、
究極のフェミニンニット

[ 　 ニ ッ ト バ リ エ ー シ ョ ン 　 ]

!"#$%&'(#'$#)" *)+)(
&'(#'$#)"

*)+)(
&'(#'$#)"

シンプルなフロントデザインに反したバックスタイルの
デコラティブ感。人から見られる部分に着目し、より
キュートに抜かりなく仕上げられ、袖をたくし上げる事
でフリルが大胆さを増す。¥26,000（カオン）

バックコンシャスで大胆なフリルに
視線を集めて

コットン・アセテートのしなやかな素材で、
シーズン長くあらゆるシーンで使える万能ニット。

ボディーラインを拾いすぎない絶妙なシルエットが人気の秘訣。
カーディガン¥13,800 トップス¥12,800（ともにオーベル）

定番リブニットも今の気分で
カラーをチョイス
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ピアス ¥2,900（フルール） 
パンツ ¥32,000（エージー）

パンツ ¥15,800（パリゴ）

ピアス¥28,000（トムウッド）
パンツ ¥15,800（パリゴ） !"!#



!"#$ "%&'人気２大デニムブランド

ヒップラインと太ももに程よいゆとり感
があり、足先に掛けてテーパードになっ
ている事でラインを拾い過ぎない美シ
ルエットを作り出す〈ケイシー〉。ミッド
ライズでトレンド感あり。¥32,000
ニット¥13,000（マイカ アンド ディール） / スカ
ーフ¥7,000（マニプリ） / ネックレス¥27,000（ア
デル） / バッグ ¥55,000（マーク ジェイコブス）/ 
時計 ¥33,000（ティソ） / パンプス ¥30,000
（ピッピシック） 

定番スリムシルエット〈スティルト〉の
新色。ストレッチが効いていながらも
お尻や脚のラインを引き上げてくれる
補正力の高さには脱帽。流行り廃りの
ない永遠の定番品。¥32,000
ブラウス ¥39,000（シー バイ クロエ） / ハット
¥29,000（ラグ アンド ボーン） / ピアス¥5,900
（エーヴイマックス） / パンプス¥29,000（ピッピ
シック×パリゴ） 
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ローライズのフルレングスベルボトムデニ
ム。他のブランドではあまり出ておらず、
貴重な 1本。ワイドでもきれい目に仕上げ
たい方にオススメのシルエット。¥24,000

ヒップラインがフィットし過ぎないハイライ
ズストレート。裾にかけてややテーパード
になっているため、ロールアップすると足首
をより華奢に見せてくれる。¥23,000

丈直し要らずの万能スリム。フェミニンレディ
に仕上がるので、カジュアル感が出過ぎず
着こなせる。ハイヒールとの相性が良く、き
れい目スタイルにピッタリ。¥23,000
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トレンドのハイライズに程よいフィット感のスト
レートのシルエットでこなれ感たっぷり。ヒップ
ラインをきれいに見せてくれ、脚長効果◎。定
番に飽きた方へ。¥36,000

股上は深めで、腰からワイドに広がるガウチョタ
イプ。カジュアルにもキレイ目にもOKな着回しの
きくアイテム。高級綿糸スーピマコットンを使用し
ているので、滑らかで快適な肌触り。¥28,000

人気の定番モデル。腰回りにゆとりを持たせ、
膝から裾にかけて細くなるテーパードタイプ。
ワンサイズ上げてボーイズスキニー風に、ジャ
ストサイズでゆったりスキニーに。¥32,000
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エージー

ストレート ワイド リラックス スリム バギー ストレート スリム

4(1"2 リラックス スリム

1/&!/ スリム

程よく入ったクラッシュと大き目の折り
返しがポイント。ミッドライズと程よい
ゆとり感でリラックスした気分で着用可
能。ややグリーンがかったインディゴカ
ラーが装いをアップデート。¥24,000
カットソー ¥13,000（アメリカーナ） / ベルト
¥18,800（メゾンボワネ） / メガネ ¥17,000
（エー ディー エス アール） / バッグ ¥36,000
（ザッツ） / スニーカー ¥9,800（コンバース）

5(2 リラックス スリム

空気中に霧が掛かったようなきれいな
カラーが特徴。ももの部分の陰影の付
き方により細見えし、ヒゲの入り方もこ
なれている。フルレングスなので、短
すぎず安心。¥23,000
ブラウス¥36,000（グリード） / ピアス¥3,800
（コズリ） / パンプス¥14,800（パリゴ）

!.6&1" ストレート
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今季の注目モデル大解剖！
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インポート＆クリエイターブランドのデニムをチェック！
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リダン

〈リーバイス〉のヴィンテージデニムに、
モダンなエッセンスを加え、世界に 1 本
だけの特別なデニムを作り出す〈リダン〉。
すべて加工も色も違うので、自分だけの
最高の1本を見つけて。¥41,000

パールをあしらっ
たチュールをレイ
ヤード。バックスタ
イルにはリボンも。

小さな赤と白
のバラを散り
ばめた、その
名も「ローズ
ガーデン」。

定番人気のパンツに、今季はチノパンも登場！

01'23'456'0-"#/-
トゥエモントレゾア

(742'8195:51;<=
マメ

おしゃれ上級者に愛用者の多い〈マメ〉
のデニム。左 ¥36,000 右 ¥35,000

(>$#/&'"*-"8>
メゾン エウレカ

ラップ風の個性的なシルエット。
古着のデニムを一度ほどきリメイク。
上 ¥25,000  下 チノパン ¥22,000

?$&/@
チノ

メンズデザイナーならではの発想で
加工が施されたデザインデニム。
左 ¥21,000 右 ¥38,000

デザインはロンドン、生産はデニムの本場である
LA で行うデニムブランド。柔らかく肌馴染みの
良いデニム生地を使用しており、穿く者を虜に。
各 ¥35,000

A->("'!"&$(
フレーム デニム

デニムの原型を作り出した伝統のあるデ
ニムブランド。トレンドに合わせてモデル
をアップデートし続け、世界で常に第一線
のアイテムを作り続けている。¥12,000

)2B=C3
リーバイス

北欧の民族衣装からインスピレーションを
受けてデザインされたオリジナルのシルエッ
トを武器に、 おしゃれピープルの心を鷲掴
みにしているデザインデニム。¥42,000

>>)0/
アールト

NY 発のデニムブランドが放つ、クリ
エイター色豊かなデザインデニム。
こだわり抜いた素材選びと卓越した
加工技術により生み出されるデニム
は唯一無二。¥39,000

D×E
スリーバイワン

デニムをロマンティックなアイテム
に昇華！左 ¥56,000 右 ¥68,000

!"!!



今季の大本命トレンドカラー！
いち早く取り入れてシーズンを先取りして

!"#$%&&&%!'()*+

!"#"$%&'()*&+,--.+#/,%

,-./0
1232-

!4-562,

コットンカシミア
フレアスリーブニット
パープル / ライトグレー
アイボリー / ブラック
¥14,800

!4-562,

ミモレ丈フレアスカート
ピンク / ベージュ
¥13,800

789.53

グランマチャーム
ジャスミン / ローズ
¥14,000

3":+(;<%=+**

ファーチャーム 2個付き
ワンハンドルバッグ
ブラック / キャメル
¥18,000

14>>.35/5

リップ型ポーチ
ピンク / レッド
¥4,500

.35/

フレアカシュクールトップス
ボルドー / カーキ
¥31,000

4':+3

WクロスVネックプルオーバー
ピンク / ライトグレー
¥14,800

-+)+;;?

バレエシューズ
〈 サンドリオン 〉
¥33,000

)0#1.%2&+,-,1&3&!"#"$%&'()*&+,--.+#/,%

ワンピース¥22,800（パリゴ）
スカート¥13,800（パリゴ）
ストール ¥38,000（カール ドノヒュー）
ハット¥8,900（カポジーロ フィレンツェ）
ブーツ¥40,000（チェンバー）

!"!#
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バックレースアップカットソー
ベージュ / ホワイト / ブラック
¥15,800

肌なじみの良いブラウンやベージュベースの色味を取り入れて、
女性らしさを漂わせるスタイリングを

()*+,-...-(/01/
!"#$%&'()*+*$(,(-.#./&(!012()*++%)#3*&

ブラウス¥11,800（オーベル）
スカート¥43,000（エリン）
イヤリング ¥18,000（アデル）
ネックレス¥27,000（アデル）
パンプス¥35,000（ピッピシック）

(2,,/)-(2))/33

タイプライターワンピース
マスタード / ベージュ / ブラック
¥18,000

4$5"-"6%65'

フープ ピアス
ブラウン / ベージュ
¥6,900

!&'$&#

ショルダーバッグ
〈アリソン ミニ〉
¥39,000

5&7&

ボアライナー付き
トレンチコート
ベージュ / ネイビー
¥28,000

89:;(6#

ポインテッド チャンキー
ヒールパンプス
キャメル / ネイビー / ブラック
¥35,000

5"8#"

プリーツスカート
オレンジ / マスタード
¥27,000

!"!#



カジュアル、ミリタリーといったイメージのカラーを
フェミニンなテイストでアレンジ

!"##$%&&&%'()*+
!"#$%&'()*+*$(,(-.#./&(0123()*++%)#4*&

ニット¥19,000（サクラ）
パンツ¥19,000（マリベル ジーン）
ベルト¥7,900（パリゴ）
ニット帽 ¥25,000（アシーナ ニューヨーク）
イヤリング ¥23,000（アデル）
パンプス¥38,000（ピッピシック）

,-../00-%1-22/

リボンギャザーニット
グリーン / ボルドー / ブラック
¥18,500

34$$#%5464$7#

リボン付きベレー帽
カーキ / グレー / ブラウン
¥3,900

8/.9!-,

ウエストリボン
ミリタリースカート
カーキ / ブラック
¥12,800

,-:/

アシンメトリー
フラワーピアス
¥19,800

;<'=

MA-1タイプ
ジャケット
¥66,000

>(>)#%>(>)#

スカーフ＆ベルト付き
ショルダーバッグ
カーキ / モカ / ブラック
¥5,900

?9@/A1=/B

ロングシャツワンピース
カーキ/ ベージュ
¥18,000

89889@;9@

ポインテッドパンプス
カーキ / ネイビー
¥30,000

!"!#



名品図鑑

01
パリゴの代名詞的
大ヒットブラウス

パリゴオンライン
限定色

New Color!

White

Ivory

Grege

Plum

Bordeaux

質の良いものを長く愛用する幸せ

存在感のあるレース切替で、コーディネートの
主役になること間違いなしのアイテム。コットン
100%のタイプライターを使用しており、さらり
とした肌触りでシーズン長く活躍してくれる。袖
口には平ゴムが通してあるので、袖をたくし上げ
た着こなしもオススメ。リラックス感のある背
抜きの着こなしが楽しめ、秋ならではの旬色で
季節感も楽しめる1枚。

ブラウス¥14,800（オーベル）
ピアス¥3,800（コズリ）
パンプス¥14,800（パリゴ）

02
力を抜いて小粋にキメたい
美シルエットワイドパンツ
落ち感のある素材ながら、ボディーラインをそっと包む美シルエッ
トパンツ。付属のベルトでウエストマークする事で、さらに脚長効
果を期待できるのも嬉しい。後ろのみゴム仕様なのでストレスフリー
で、様々な体型の方にマッチ。グレーの他に着回し抜群なベージュ、
トレンドカラーのピンクの3 色展開なので、ベストカラーをチョイス
したい。

初めて穿いた時のシルエット美に感
動しました！ ややハイウエストなの
で、ウエストをベルトマークする事
でスタイルアップする魔法のパンツ
です。きれいめなブラウスからカ
ジュアルなカットソーまでコーディ
ネートも幅広くアレンジできるのも
嬉しいポイント！

実はこのパンツ、生地にアルガン  
オイル加工が施されているんです！
この加工効果により生地にしっとり
感と肌触りの良さがプラスされ、    
穿き心地が快適！ ボリュームが出す
ぎないデザインなので小柄な方にも
オススメのワイドパンツです。

福山店　岡田 真奈

銀座店　住舎 由佳

私たちも愛用中！ 私たちも愛用中！

毎シーズン、カラーバ
リエーションを楽しみ
にしています。ボリュー
ム感のあるシルエット
ながら、小柄な私でも
バランスよく着こなせ
ます。お仕事でもプラ
イベートでも愛用中。

銀座店　丹羽 晶子

楽しい予定のある日や
ここぞという日に選ん
で着てしまう位のマイ
ベストヒットアイテム！ 
スキッパーの絶妙な開
きや袖口、ネック後ろ
のギャザーなど細部の
デザインまでこだわっ
たブラウスです♪

岡山店　中島 幸

スカート¥16,800  ピアス¥2,400（ともにパリゴ）

ベーシックでクリーンなホワイトは、
登場した時からの一番の人気カラー。
今回はパリゴオンラインのみでの販売。
www.parigot.jp

大人っぽいグレージュにボルドー、肌なじみの良い
アイボリー、今年らしいプラムの 4 色展開。

ベルト付きハイウエスト ワイドパンツ¥20,800（パリゴ）

モチーフレースブラウス¥16,800（パリゴ）

!"!#
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PICK  UP  BRANDS

PICK  UP  BRANDS

1. 世界中のファッショニスタが愛用する、注目のインポートブランド

強いテーマ性に基づいたコレクションを披露した
〈ジュリアン デイヴィッド〉。ミリタリーウェアを
モダンにアレンジし、配色使いなどで都会的でフェ
ミニンなイメージのアイテムを作り上げている。
STOCKIST：銀座 / 広島 / オンライン

〈メゾン マルジェラ〉のアーカイブを再構築する事で構成さ
れる〈エムエムシックス〉のアイテム。メンズのアイテムを
レディに昇華したり、普段見えないモノを見えるようにした
り、様々な角度からファッションの常識を覆し続ける。
STOCKIST：広島

「Paradise Lost」をテーマに掲げ、北欧の
要素を取り入れたクリエイションたっぷりのコ
レクションを展開したパリ発のブランド。シー
ズンを重ねる毎に世界からの注目が集まり、
愛用しているファッショニスタも多数！
STOCKIST：銀座 / 丸の内 /広島 /オンライン

  M
M
6

クレジットのないアイテムは参考商品です

〈エムエムシックス〉の定
番アイテム、メッシュトー
トバッグ。肩に掛けられ、
軽く持ちやすい万能アイ
テム。各 ¥20,000

両サイドにリボ
ンのディテール。
¥57,000

ジャケット¥79,000

ファッション界に新たな風を
吹き込み続ける実力派デザ
イナーのブランド。カラー
使い、素材の組み合わせ、
ディテールに至るまで、彼
が作り出したデザインを世
界が追いかける程の存在感。
彼の作品は完成度が高く、
特別な異彩を放つ。
STOCKIST：広島 /オンライン

世界が注目する若手実力派デザイナーが放つ、
渾身のブランド〈JWアンダーソン〉

ワンピース¥53,000 

パンツ
¥42,000 

ワンピース¥69,000 

スカート¥49,800
ブラウス¥36,000 

スカート
¥57,000 

バッグ ¥165,000 ワンピース¥91,000 

コート
¥151,000
（10月下旬）

Back

飛ぶ鳥を落とす勢いの
イットブランド〈アールト〉

「モダンミリタリーをまとって現代に
立ち向かう」が今季のテーマ

妥協を許さないオリジナリティと
遊び心のあるデザインで
世界中から愛され続けるブランド

3332



2. 日本のファッション界をリードする実力派ブランド
PICK  UP  BRANDS

小説「TIMELESS」をインスピレーションソースに、
東北地方に思いを巡らせた2017秋冬。北海道で出会っ
た伝統文化や手作業でしか作り出せないぬくもりのあ
る編み物など、デザイナーが旅の中で見出した世の中
に伝えたい物がそこに。
STOCKIST：全店（オンラインを除く）

「TIMELESS」をテーマに記憶の蓄積
のような、いつまでも大切な普遍的な
洋服を作り続ける〈マメ〉

ライダースジャケット・フライトジャケット・アウトドアウェア
の 3 つのキーワードを再構築したコレクションを展開。メンズ
アイテムがフェミニティにアップデートされ、独創的かつ洗練
されたバランス感で登場。
STOCKIST：岡山 / 福山 /尾道 /広島 /オンライン

ヘリテージアイテムの再構築により生み出された、
モダンで革新的なコレクション

Col
or  V

aria
tion

畳など日本の伝統を感じさせるモチー
フを彷彿とさせる柄を表現。立体感の
ある糸を編み込むことで、凹凸感のあ
る表情豊かな1着。¥46,000

ドレッシーなテイストのテキスタイルに、胸元や袖口、両サイド
に入ったスリットが肌をのぞかせるセンシュアルな印象をプラス。
ワンピース¥42,000

カジュアルなイメージのGジャンを、コンパクトなシルエッ
トで上品かつ女性らしいアイテムに昇華。ヴィンテージラ
イクなこだわり抜かれた色合いで完成度の高いアイテム。
左 ¥28,000 右 ¥32,000

何枚でも持っていたいリブカットソー。丸胴編みで
サイドの縫い目がないので、着心地の良さも抜群。 
ネックの開きが程よく、女性らしさを感じさせる。 
ボーダー ¥9,500 無地 ¥8,500

ヴィンテージからインスピレーションを得て、随
所に本格的なディテールがあしらわれている。取
り外し可能なライナー付きで長いシーズン活躍。
¥75,000

ストールをイメージした
モックネックケープ

ロングセラーのベーシックアイテム

ニット¥28,000 ケープ ¥18,000

クレジットのないアイテムは参考商品です

ジャケット¥250,000 ニット¥28,000
スカート¥32,000

コート¥72,000

ニット¥42,000

ボタニカルなモチーフを
有機的な曲線美で装飾したピアス。
¥19,000

大ぶりなサイジングで
存在感のあるエキゾチックな
印象を与えるピアス。 
¥7,000

デザイナーの描い
たボタニカル柄を、
福井県の機屋が緻
密に再現した美し
いレースが特徴。
¥62,000 繊細なリバーレースを両袖に使用した

ドレス。袖を通すことで肌に浮かび上
がるレースの柄が美しいデザイン。
¥70,000

クラシカルな柄を
ニットジャカードで表現。
トップス¥45,000
マキシスカート¥58,000
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PICK  UP  BRANDS PICK  UP  BRANDS

植物の名前やキャンドルという名前の
付いたテキスタイルなど、テーマを象
徴する新素材が次々と生み出された
2017秋冬。ブランドらしい心温まる
優しさ溢れるコレクション。
STOCKIST：横浜 / 福山 / 尾道 /広島 / 
オンライン

ブランドのスピリットでもある、常識
を覆し、今までなかったものを定番
にしていこうとするチャレンジ精神が
存分に詰まったコレクション。サイ
ズ感、カラー使いなど当たり前で誰
も変えなかった事にトライした遊び
心あるシーズン。
STOCKIST：全店 /オンライン

定番のキッズサイズトレンチより
12cm丈が長いロングトレンチ
コート。¥105,000

バイヤーが惚れ込んだキメの細やかなツイード素材を、定番の
キャミソールワンピースに乗せた1枚。シンプルなアイテムだか
らこそ素材のこだわりが際立つ。ストラップのアジャスターで
長さ調整が可能。¥45,000（エリン×パリゴ） ▷P01 / P07

ライダースジャケットと言えば
〈ビューティフルピープル〉とい
うくらい、ブランドの代表的ア
イテム。先シーズンに続き、
今回もパリゴだけのストライプ
の裏地にカスタムオーダー。
¥90,000（ビューティフルピー
プル×パリゴ）▷P43

都会と自然という相反する環境を行き来する女性へ
向け、実用性のあるウェアを提案。雄大な自然を感
じさせるモチーフやヴィンテージ感のあるプリントも
印象的。都会的なアイテムにもアウトドアの要素を
取り入れ、コンバーティブルライフへ誘っている。
STOCKIST：全店 /オンライン

どこかレトロ感のあるヴィンテージ感
満載のフラワープリント。懐かしさも
あるが、新鮮な1枚。¥19,000

シーズンテーマを象徴する
テキスタイル〈 CANDLE 〉
のトートバッグとピン。
フラッグバッグ ¥8,000
ピンバッチ 各 ¥1,500

「また作って！」の声に
お応えして、キッズ
ライダースのコラボが
今シーズンも登場！

〈エリン〉との初コラボ！ 
レイヤードで魅せる、大人なロングワンピ

「火と花たち」をテーマに、火を灯したように
咲く花に思いを馳せたコレクション

クレジットのないアイテムは参考商品です

「コンバーティブルライフ」。
都会と自然を行き来する現代女性へ

ワンピース¥25,000 〈 tambourine 〉コート¥110,000

〈 sunny hole 〉 ワンピース¥64,000

ワンピース¥51,000 

ニット¥42,000

コート¥71,000 ニット¥42,000

世界遺産「バローロ」という
ワインの産地を訪れた
デザイナーが作る
アンニュイな女性の魅力

「BAD SENCE」
常識を覆そう！

霧がかかり、花もない、枯れた大地の粗
野な中の美しさを表現した今シーズン。
伝統を大切にする地域を訪れたからこ
そ、クラシックな気分に誘われたと言う。
現代女性の今の気持ちにフィットしたア
イテムが揃う。
STOCKIST：銀座 / 丸の内 /広島 /オンライン 
※コラボアイテムは全店

エリンの世界観を
反映させた靴も登場！

¥ 45,000

Exclusive!!

Exclusive!!
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PICK  UP  BRANDS PICK  UP  BRANDS

透け感のない、柔らかい素材を用い、1枚で着用
可能な完成度の高いアイテム。ウエストの太目の
ベルトと大振りの金具、袖に施されたスナップボ
タンなど、各所にポイントが盛り込まれている。
¥29,000 （ヤストシ エズミ×パリゴ） ▷表紙 / P02

東京のモードの先頭をひた走る〈トーガ プルラ〉。
ファッションフリークの心を掴むアクセサリーシ
リーズはもちろん、定番のカットソーも種類豊富に。
STOCKIST：福山 /尾道 / 広島 /オンライン

素材の組み合わせ、ディテールの作り出し、デザインを
導くために研究を重ねるデザイナー。多岐に渡る知識を
持ち、幅広い知性から生まれる唯一無二のデザインに
ファンが多く、完成度の高いアイテムは着ているだけで
その人をアップグレードする。
STOCKIST：銀座 / 広島 /オンライン ※コラボアイテムは全店

ニュアンス感のある柄物が目を引いた2017秋冬。
〈チノ〉にしか生み出す事が出来ない、辛口の程よ
い柄域が癖になるコレクション。クリーンで上質
なアイテム展開に女性の求めるファッションのリ
アルを感じる。
STOCKIST：銀座 / 岡山 /広島 /オンライン

東京のストリートをベースにリアル
な現代女性のウェアを作り出す
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30代の大人の女性にちょうど良いこなれ感のあるアイテ
ムでファンの多いブランド。スポーティやモード、エレガ
ントなど様々なテイストがうまくブレンドされ、1枚でクリ
エイションが高く、エレガントなレディを演出してくれる。
STOCKIST：福山 / 広島 / 松山 /オンライン

上質なレザーを使用し、日本人
の女性デザイナーだからこそ分か
るライフスタイルにしっかりと
フィットしたバッグを作り続ける
ブランド。物を入れ、持ち運ぶ
道具として使いやすいと感じられ
る物作りが特徴。
STOCKIST：銀座/丸の内 /横浜/岡山 /
広島 / 松山 /オンライン

収納力・デザイン力、
バッグに求める全てが
詰まったアイテムに脱帽

「今までありそうでなかった」を再現したパンツブ
ランド。ストレッチが存分に入っていながら、地
厚でシルエットが響きにくい素材を採用し、楽ち
んかつキレイなシルエットを作り出している。オン
オフ兼用で活躍頻度が高い逸品パンツ。
STOCKIST：全店 /オンライン

大注目の美シルエット！
パンツブランドの優秀アイテム

〈ヤストシ エズミ〉との初コラボ！

クレジットのないアイテムは参考商品です

左 ¥18,000 右 ¥19,000

＼ Exclusive!!／  

  P
O
T
IO
R

カットソー 
長袖 ¥35,000
半袖 ¥29,000
イヤリング ¥16,000

スカート¥34,000

ワンピース¥46,000

ニット¥35,000

バッグ ¥38,000

パンツ ¥20,000

パンツ ¥19,000

バッグ ¥39,000

「理 /LOGIC」をコンセプトに理論的に
デザインを導き出す、頭脳派ブランド

オリエンタルな風を感じる
東京モードの最秋作

東京の今の気分を映し出す
〈エレンディーク〉 

ニットジャケット¥29,000

 ワンピース ¥29,000
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17年秋の
着こなし

7 DAYS
!

プレス石
川が実践

！

Mon. Tue.

ON

OFF

Wed.

Thu.

Sat.

Sun.

Fri.

気分を秋モードに連れて行ってくれるボル
ドーのブラウスを主役に、ウエストベルトの
ワイドパンツとコーディネートしてトレンド感
のある華やかきちんとスタイル。
ブラウス ¥16,800 パンツ ¥20,800（ともにパリゴ）/ 
バングル ¥12,800（フィリップ オーディベール） / ピア
ス ¥11,000（バイボー）/バッグ ¥19,000（パリゴ） /   
パンプス¥30,000（ピッピシック）

マルチカラーのファーバッグはコーデのアクセントに。
クラッチ、ショルダー、ウエストポーチにもなる優れもの。

バッグの持ち手にスカーフを巻いて柄をプラスする
ことで、シンプル過ぎないこなれたコーデに。

ライトグレーのベルトとピンクゴー
ルドのフェイスが女性らしさを演出。
オンにもオフにも活躍。

レースからは肌が覗き、上品な肌見せスタイルに。
360度どこから見ても美人な優秀ブラウス。

通勤にもオフの日にも活躍する秋の新作で1週間コーデ！
コンサバになりがちな通勤スタイルも、ほどよくトレンド感を漂わせるのが決め手！
今っぽさを演出できる着こなしのテクも取り入れて。
（モデル：パリゴプレス 石川 和佳 161cm）

トレンドカラーを取り入れて
秋を先取り！

ふんわりしたボリュームスリーブ&ドラマチッ
クな長め丈のワンピースは、付属のウエスト
ベルトで、ドレッシーにもカジュアルにも自
由自在。ネイビーとテラコッタの2色展開。
ワンピース¥17,800（パリゴ） / ONイヤリング ¥7,500
（ライツ）/ 時計 ¥23,000（オリビア バートン）/バッグ
¥37,000（ベルメール）/ パンプス¥35,000（ピッピシッ
ク） / OFF バッグ ¥36,000（ザ ッツ） / ス カ ーフ
¥5,900（フルール） / スニーカー ¥7,000（コンバース）

オンもオフもお任せ！な
優秀ワンピが１枚あれば◎

優しい印象のサテン地から覗くレースが女性
らしさを際立たせてくれるブラウスは、ブ
ルーのワイドパンツを取り入れて、知的で凛
とした印象に。
ブラウス¥16,800 パンツ ¥16,800（ともにパリゴ）/
時計¥23,000（オリビアバートン）/ベルト¥10,800（パ
リゴ） / バッグ ¥43,000（ベルメール） / パンプス
¥14,800（パリゴ）

動く度にチラリと覗く、
美しいモチーフレースが鍵

大人の女性にきれいにな
じむ淡いトーンのブラウス
はカーキのタイトスカート
とコーディネートして「レ
ディ × 辛口」を意識。ス
カートはハリのある素材感
とウエストがスッキリみえ
るリボンベルトがベスト！
ブラウス ¥13,800 スカート
¥12,800（ともにパリゴ）/ 時計
¥23,000（オリビアバートン）/イ
ヤリング ¥10,800（アート ウェ
ア ディミトリアディス） / バッグ
¥47,000（ベルメール）/パンプス
¥18,500（カリーノ）

色で、形で、
ほんのり甘さを
プラスして

ボリューム感が今年らしい
ガウチョパンツは、Iライン
を意識したロングのリブ
カーディガンでスタイルアッ
プ効果を。ブラウンでまと
めて大人の女性らしいモダ
ンな印象に。
カーディガン ¥12,800 ブラウス
¥14,800（ともにオーベル）/パン
ツ ¥18,800（パリゴ）/ バングル
¥9,000（ライツ） / ネックレス
¥16,800（エーヴィーマックス） / 
バッグ¥40,000（トフ アンド ロー
ドストーン） / パンプス ¥35,000
（ピッピシック）

この秋
目指したいのは
「ブラウン上手」な
コーディネート！

甘くなりすぎないプラムカ
ラーは大人女子の味方！
華やかなワントーンコー
デは、ギャザーがポイン
トのレザージャケットで
モード感をプラス。
ニット ¥12,800（オーベル）/
ジャケット ¥58,000 スカート
¥13,800ピアス¥2,400（とも
にパリゴ）/ 時計 ¥91,000（ハ
ミルトン）/ バッグ ¥103,000
（ステラ マッカートニー）/ ブレ
スレット ¥12,800（フィリップ 
オーディベール）/ ブーティ
¥37,000（チェンバー）

トレンドカラーを
大胆に取り入れるなら、
ブラックを効かせて

今年取り入れたい大人のフ
ラワープリントブラウス。
ダークトーンが映えるフラ
ワープリントはデニムとの相
性も抜群！ 小物にカラーを
効かせてカジュアル休日ス
タイルを。
ブラウス¥15,800（パリゴ）
デニム¥32,000（エージー）
時計 ¥91,000（ハミルトン） 
帽子 ¥7,900（フルール） 
イヤリング ¥4,800（コズリ） 
ベルト¥10,800（パリゴ） 
バッグ ¥85,000（クロエ） 
パンプス¥29,000（チェンバー）

秋のデニムコーデは
フラワープリント
ブラウスで華やか
カジュアルスタイル
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秋の２大
アウター

あなたは
どっち派

？

HYKE

［ G ジャン ］

AG

DENIM  JACKET RIDERS  JACKET

YANUK PARIGOT  PRESTIGEbeautiful  people PARIGOT× sisii

［ ライダース ジャケット ］

ワードロープに1着持っておくと安心の
永遠の定番品

個性派必見！
オーバーサイズでこなれ感満載の1点

スタイルアップしてくれるレディな
Gジャン〈エミリー〉

コットン100％でノンストレッチの本格デニム
生地で仕上げられたTYPE3のGジャン。コン
パクトなシルエットで幅広いテイストに合わせ
やすいお役立ちアイテム。¥28,000

ウォッシュ感、加工、サイズ等、試作を重ねて丁寧
に仕上げられたGジャンは、デニムブランドなら
ではの風合い。周りとは差を付けたいオシャレ感
度の高い方にオススメ。¥30,000

一見メンズライクに見えるが、ウエストが程よくく
びれ女性らしいエレガントなシルエットに。上質
で滑らかなラムレザーは着る人の体に馴染んでい
く。大きめなジップで個性を表現。¥59,000

〈ヤヌーク〉の G ジャンの定番になりつつある 
〈エミリー〉。コンパクトな丈感でフェミニンな
着こなしを実現してくれ、幅広い体型の方にハ
マりやすいのが特徴。¥31,000

キッズサイズで大人可愛いを作り出す
王道ライダースジャケット

美シルエットとディテール勝負の
本格派ライダースジャケット

マットなレザーで
媚びない強さのあるスタイリングを

キッズサイズの展開で、コンパクトに可愛いを
実現させた〈ビューティフルピープル〉のレザー
ジャケット。パリゴだけの別注の裏地を取り付
け、特別感のある1点に。¥90,000

洗いがかかったマットなレザーが特徴。ヒップ
の上まである長めの丈でクールなフェミニンス
タイルを作り出してくれる。洗えるレザー素材
が使われているので、ケアも安心。¥98,000
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ワンウォッシュでキレイ目にもOKなGジャンに、
トレンドのレトロな花柄パンツを合わせて。 深み
のあるボルドーのトップスで上品さをプラス。
カットソー ¥14,000（サクラ）/パンツ ¥16,000（ミューニッ
ク）/バッグ ¥120,000（マルベリー）/パンプス¥26,000
（ファビオ ルスコーニ）
福山店 / 村田 優衣（167cm）

襟抜きで着こなして抜け感をプラスするのがオス
スメ。軽やかな素材とレイヤードして、秋の辛
口カラーもまろやかな印象に仕上げて。
トップス¥19,000（ビューティフル ピープル）/チュール付き
デニムパンツ ¥56,000（トゥエモン トレゾア）/ パンプス
¥30,000（ピッピシック）
銀座店 / 丹羽 晶子（155cm）

プラムカラーのフェミニンなスカートをG ジャ
ンとスニーカーで着崩したコーディネート。  
女友達との飾らないお出掛けスタイルに。
トップス ¥9,000（ミュベール ワーク） / スカート
¥13,800（パリゴ）/バッグ ¥85,000（クロエ）/スニー
カー ¥5,800（コンバース）
岡山店 中島 幸（169cm）

滑らかな光沢と艶感をまとった〈ビューティ  
フルピープル〉のレザージャケットだからこそ   
レディスタイルにも相性抜群。
カットソー ¥14,000（ミュラー オブ ヨシオクボ）/スカー
ト¥27,000（サクラ）/バッグ ¥4,900（カシュカシュ）/ 
パンプス¥29,000（ピッピシック）
関東統括マネージャー / 中村 朋美（156cm）

可愛くなりすぎない絶妙ピンクのトップスに小物
も茶系に統一することで落ち着いた大人レディを
演出。デートにも女子会にもオススメなコーデ。
ブラウス ¥48,000（シー バイ クロエ）/ パンツ ¥26,000
（エージー）/バッグ ¥194,000（クロエ）/パンプス¥14,800
（パリゴ）
松山店 / 児玉 真未子（164cm）

今季トレンドのパープルを取り入れ、色×柄の
コーディネートをブラックの小物でモードにま
とめて。ウエストインでスタイルアップ。
カットソー ¥13,000（ソーノ）/ スカート ¥58,000（カ
ラー）/バッグ ¥57,000（マーク ジェイコブス）/ブーティ
¥37,000（チェンバー）
広島店 / 佐久間 仁美（161cm）
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AMERICANA

 洗練された
カジュアル
スタイルには

〈 アメリカーナ 〉！

〈 COLORS OX 〉
通常の織とは
異なる

キャンバスで
独特な質感を
演出。

〈 NISHIJIN-ORI HI 〉
京都発祥の有名な
「西陣織」を使用。

最旬
レイヤード
スタイル !

DAILY

CASU
AL

デイリー
 カジュア

ル

FEMININE

LADY
フェミニンレディ

Hanes

CONVERSE

RED  CARD

upper  hights

トップス¥12,000（アメリカーナ）
デニム¥25,000（アッパーハイツ）
バッグ ¥26,000（ザッツ）
スニーカー ¥7,000（コンバース）

「SALON（応接間）」をイメージ
したクラシカルな中にモダンさ
を感じるコレクション。
左 ニット¥19,000 スカート¥24,000
右 ブラウス¥16,000 パンツ ¥12,000
STOCKIST：横浜 / 岡山 / 福山 /
尾道 /広島 / 松山 / オンライン

いくつになってもお姫様であり続け
たい。王子様へ出会うために、花柄
やカラーの戦闘服を身に着けて。
STOCKIST：福山 /広島

人に町に馴染むデザインを胸にスタイリングの
中でキラリと光るアイテムを展開。
パーカ¥16,000  Tシャツ ¥11,000
STOCKIST：横浜 / 福山 /尾道 /広島 / 松山 /オンライン

アメリカを代表するパック T ブランド。  
秋冬は1枚で決まるサーマルカットソーを
展開。専用の箱入りで、見た目もキュート。
カットソー ¥2,200
STOCKIST：横浜 / 岡山 / 福山 /尾道 /広島 /
松山 /オンライン

Ameri  VINTAGE

Ungrid

BANNER
BARRETT

LAGUNA-
MOON

〈バナーバレット〉から新ラインが登場！「大人の女
性のための、フェミニンで可憐な装い」がコンセプト。
左 ワンピース¥23,000  右 ワンピース¥35,000
STOCKIST：横浜 / 岡山 / 福山 /広島 / 松山 / オンライン

kalen BANNER  BARRETT

定番のカジュアルアイテム＆
トレンドをおさえたフェミニンブランドが
勢揃いの「パリゴガール」！

レディシックが
今の気分！
柄やカラーで
差を付けて！

日本の生地を使用し、染職人によるオリジ
ナルの色落ちを武器に人気の高いデニム 
ブランド。素材の柔らかさとトレンドに
フィットしたシルエットが特徴。
レッドカード 各 ¥19,000 / アッパーハイツ¥23,000
STOCKIST：レッドカード 銀座 / 松山 /オンライン
アッパーハイツ 松山 /オンライン

シャツ¥12,000（シュガーローズ）
ニット¥5,500（ラグナムーン）
スカート¥18,000（マイカアンドディール）
バッグ ¥7,900（カシュカシュ）
パンプス¥14,800（パリゴ）

カジュアルをベースに、
この秋は様々な
ファブリックや
カラーで魅せる
レディなスタイル。
左 シャツ ¥7,900 
右 スカート¥9,900
STOCKIST：岡山 /
広島 / オンライン

結びや重なり引き寄せる
「締（TEI）や緩（KAN）」
から生まれる今のかたち
を提案。
ワンピース¥14,000
STOCKIST：岡山 /広島

2017年で生誕100年を迎えた
「ALL STAR」を記念して、
よりタフに、快適に進化した
「ALL  STAR 100」がデビュー！
左 ¥9,500 右 ¥7,000
STOCKIST：銀座 / 横浜 / 岡山 /
福山 /尾道 /広島 / 松山 /
オンライン
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パリゴの雑貨ライン〈パリゴ マルシェ〉に新作が続々お目見え！
日常に彩りを添えるライフスタイルグッズやハイセンスなギフトなど
バラエティ豊かなラインナップ！

完売続出の人気ビーズアクセサリーの第二弾 !!
国内トップシェアを誇る高品質グラスビーズ製造会社（広島市）のビーズを
使ったアクセサリー。大好評の第一弾の丸型に続いて、今回は三角形で
モダンな雰囲気に。高品質な円筒型のビーズで、ややマットな質感が耳
元をさりげなく華やかに演出。ゴールド、シルバー、バイカラーの3色展開。
ピアス・イヤリング各 ¥2,400

パリゴオリジナルマステ、新柄登場！
オリジナルデザインのマスキングテープに新たなラインナッ
プが追加！ 広島県福山市にあるシール・ラベル製造会社
にて作成した、上質な和紙のマスキングテープ。
各 ¥380

猫ポーチに新色が追加 !!

オブジェにもなる、
砂鉄の砂時計

瞬く間に完売となった、〈パリゴマルシェ〉限定
の猫ポーチに、メタリックカラーと白が新登場！
ポーチ 各 ¥1,800

木の台座に仕込まれた磁石に吸い
寄せられるように砂鉄が落ち、不
思議なアートを作り出す。オブジェ
としてインテリアにも。
¥2,400 サイズ：W7×D7×H16.5cm

シンプルなデザインと、小ぶりな
フェイスが女性らしく、リーズナ
ブルな価格なので２個目、３個目
に持つ腕時計としてもオススメ。
左から¥3,800 ¥4,000 

人気急上昇中 !!
〈チープカシオ〉の
アナログウォッチ

ポップなデザインの
iPhone ケース
海外から届いた、ユニークな
デザインの iPhone ケース。
左 ¥5,500 右 ミラー付き¥6,400

お祝いに彩りを添える、おしゃれな袱紗＆のし袋

服に合わせて耳元も
秋カラーにシフト！

フォーマルシーンに合わせやすい洋風タイ
プの袱紗（ふくさ）。ジャガード織の光沢の
ある花柄の生地が高級感のある仕上がり。
タッセルは取り外し可能。各 ¥2,000

繊細な透かし模様の和紙と
華やかなリボンを組み合わ
せた、美しい金封（ご祝儀
袋）。各 ¥580

ピアスやイヤリングは、コーディ
ネートを格上げする重要アイテム！
1.ピアス¥1,500 2. ピアス¥2,900 3. イヤ
リング ¥2,900 4. イヤリング ¥3,500 5.6.
ピアス各 ¥3,500

「せとうち ものづくりプロジェクト」は、パリゴが展開する、瀬戸内のものづくりの素晴らしさを伝える
文化発信プロジェクト。広島県尾道市発祥のセレクトショップとして、瀬戸内の企業と協業したものづく
りを推進し、地域社会に貢献していきます。「地域共生」をテーマに、パリゴのフィルターを通した商品
開発を通じて、豊かな瀬戸内の魅力を発信しています。

ものづくりを通して瀬戸内の魅力を発信！

尾道店限
定！

尾道をモ
チーフにし

た

オリジナル
の柄。

お土産に
もピッタリ

！

新柄！
人気の今

治タオル

ハンカチ
の柄が

マスキング
テープに！

新色！
ネコシリー

ズに

新色が追
加！

あわせや
すいデザ

インで人
気の

プチプラ
ウォッチ

！

人気の

黒猫ちゃ
んも

再入荷！

不思議なアートに！

1

2

3
4

5
6
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パリゴ オンライン

様々な情報満載の
スタッフコラム
MAGAZINE

SNS

PARIGOT ONLINE（パリゴ公式通販サイト）

BLOG

PARIGOT OUTLET

PARIGOT MEN 

NEW ARRIVAL & RESTOCK

SHOP LISTRECRUIT

_parigot_
parigot_men

2018年新卒・第二新卒採用＆キャリア採用大募集！

ハイクの名品トレンチ・
Gジャンの身長別オス
スメサイズ、海外バイ
イング情報など満載！

追加生産決定！
オリジナルアロマ
ディフューザー
パリゴ店内で使用している
香りをご自宅でもお楽しみ
いただけるよう、ディフュー
ザーに。100% 天然のエッ
センシャルオイルを原料にし
た贅沢な香り。各 ¥3,900

世界に1 着しかない、自分の体型に最もフィットした  
理想のスーツやシャツをお仕立てする、パーソナルオー
ダーがスタート。

生地選びはパーソナルオーダーの醍醐味。ロロピアー
ナ、ゼニア、カノニコなど著名なイタリア生地の中より
自由に選ぶ事ができ、さらに仕様だけでなく裏地や   
ボタンに至るまで、幅広いバリエーションから選べる。

手間暇かける事を惜しまないハンドメイド工場で仕立て
ることで、最高の着心地を実現。

既製服では味わえない満足感が得られるはず。

軽い！丈夫！お手入れ簡単！な
ハイテク素材で人気の「ザッツ」から
パリゴ別注カラーが登場！

メンズ スーツ、シャツの
パーソナルオーダーがスタート！

マイクロファイバースエードという、極細の
ポリエステル繊維をからませて厚みを出し
たスエード調フェイクレザー素材。自宅で
洗濯可能なので、ケアも簡単！ オリジナル
のメランジグレーカラーで深みのあるセン
スを感じさせる1点。¥32,000

毎年 8月1日～7月 31日のお買い上げ金額に応じて受けら
れるステータスサービスの適用開始日を、8月10 日スタート
に変更します。お客様のご要望にお応えして、従来より早く
次のステータスが適用されるようになりました！

パリゴメンバーズの皆様へ
ステータスの適用日が 8月10日からに変更！

パリゴ アウトレット
秋冬アイテムの販売が
9月1日（金）よりスタート！
パリゴ福山店のあるアイネスフクヤマ1F
の、パリゴ唯一のアウトレットショップの
秋冬物販売が9月1日（金）からスタート。
お買い得品が揃うので、是非チェックし
てください。

パリゴオンライ
ンでのみ購入で
きる希少なアイテ
ムも！ 大人気の
モチーフレース
シャツの 1 番人
気色であるホワ
イトもオンライン
限定のアイテム！
¥16,800（P30参照）

人気コンテンツ
スタッフスナップ
身長も明記してあるの
で、サイズ感も分かり
やすい！

スタッフスナップや
最新アイテム画像を発信！
公式アカウントの他に、
パリゴ各店のアカウントで
は、ショップ情報が満載！
（右下のショップリスト参
照 またはQRコードから）

@parigot

LINE 友達登録で
お得な特典も！
ブランドの最
新情報やスタッ
フの着こなしな
ど、様々な情
報を配信中！

パリゴでは業容拡大につき、様々な職種を募集中！

本誌掲載商品の価格は、本体価格（税抜）で表示しております。また、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。
印刷の性質上、実際の色と異なる場合がございます。

MEN&WOMEN

WOMEN
銀座 
丸の内
横浜
岡山
※横浜店の営業時間は、土日祝は 20:30までとなります。

※

03-6228-5928
03-5222-1708
045-624-9848
086-801-4188

尾道
福山
広島
松山

0848-37-3628
084-991-0870
082-504-8411
089-935-8488

/ 10:30-20:30
/ 11:00-20:00
/ 10:00-21:00
/ 10:00-20:00

/ 10:30-19:30
/ 11:00-20:00
/ 11:00-20:00
/ 11:00-20:00

OUTLET
福山 084-999-8988 / 11:00-19:00

http://www.parigot.jp/

http://www.parigot.co.jp/blog/

ここでしか買えない
限定商品 も！

スタッフブログ

ユニセック
スデザイン

！

パリゴ 採用

パリゴ ブログ

＼ マイナビ 2018よりエントリーを受付中！ ／
parigot _ ginza
parigot _ marunouchi
parigot _ yokohama
parigot _ okayama

parigot _ onomichi
parigot _ fukuyama
parigot _ hiroshima _ women
parigot _ matsuyama

（定休日 火曜・水曜・木曜）

毎日更新中！

男性にも人
気！

パリゴアウトレット
広島県福山市東桜町1-1
アイネスフクヤマ1F（パリゴ福山店裏）
定休日：火曜・水曜・木曜
営業時間：11：00～19：00

ステータスごとの
お得な特典について

ステータスは毎年
メールマガジンでお知らせ

http://www.parigot.co.jp/
members/

http://www.parigot.co.jp/
mail/

詳細はこちらから メールマガジンへの
登録はこちらから

SHOP NEWS!
(    P A R I G O T  M E N  &  W O M E N    )

（レディース）
（メンズ）

イタリア生地の中からチョイス！

気になるサイズ・素材感は、
専属のファッションアドバイザーに相談！

税抜1万円以上のお買い上げ
＆メルマガ登録＆会員登録で送料無料！

広島店 / 福山店
2P SUIT ¥65,000～
3P SUIT ¥78,000～
SHIRT    ¥12,000～　
約 4週間～
44～54サイズ

受付店舗：
プライス：

仕立て期間：
サ イ ズ：
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