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1. 左からレザージャケット¥52,000（ドメニコ&サビオ）/ブルゾン¥130,000（ジュリアン デイヴィッド）/レザージャケット（ベージュ・ブラック）各¥52,000（ドメニコ&サビオ）/ブルゾン¥55,000（マーカ）
2. パンツ¥21,000（ノット メン）/スニーカー ¥42,000（フィリップ モデル）
3. スニーカー各¥15,000（ジュリアン デイヴィッド）
4. 時計各¥24,000 （ダニエル・ウェリントン/クォーツ・ケース径40mm）

5. シャツ¥33,000（ステファン シュナイダー）
6. ブルゾン¥52,000・シャツ¥23,000・パンツ¥27,000（ともにアンデコレイテッド マン）
7. カットソー各¥22,000（サーカス）
8. ブーツ各¥32,000（パドローネ）
9. ストール各¥22,000（ステファン シュナイダー）

WINTER COLLECTION
2017 PARIGOT MEN
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支持率 高ブランド　選
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太すぎず細すぎず絶妙なシルエット感のパ
ンツには、ストリート感のあるトップスで合
わせるのが◎。リングベルトを垂らして見せ
たり、赤色のスニーカーを合わせることで、
よりトレンド感のあるスタイリングに。

サングラス¥17,000（エーディーエスアール）
ブルゾン¥36,000（コンバース トウキョウ）
パーカ¥９,８00（バンクス）
パンツ¥21,000（ソーイ）
ベルト¥10,500（ワイスリー）
スニーカー ¥5,800（コンバース）

福山店 /平田

旬なモノトーンストリートは
ワイドパンツで魅せる

ステンカラーコートとデニムジャケットは、
レイヤードして着るとさらにオシャレ感UP。
パンツは細身のブラックデニムでクリーンな
印象に。キャップとスニーカーをプラスすれ
ば大人ストリートスタイルの完成。

キャップ¥16,000（キジマ タカユキ）
コート¥32,000（ミスタージェントルマン）
ジャケット¥14,000（リー）
カットソー ¥８,000（デウス エクス マキナ）
パンツ¥20,000（ヤヌーク）
スニーカー ¥13,000（アディダス）

松山店 /村上

レイヤードで差をつける
大人ストリートコーデ

山好きと服好きに愛される〈パタゴニア〉。手
持ちのアイテムにレイヤードするだけで季節
感あるコーディネートに早変わり! カジュアル
になりがちなスタイルもリブパンツを合わせる
ことで、新鮮かつスポーティーに決まります。

ニットキャップ¥6,500（ティーシーエスエス）
ベスト¥19,800（パタゴニア）
カットソー ¥7,900（パリゴ）
パンツ¥13,800（ティーシーエスエス）
ブーツ¥14,000（ノース フェイス）

広島店 /赤坂

〈パタゴニア〉定番フリースで
温かさとおしゃれをプラス

パーカ¥26,000
キャップ ¥7,800

08sircus

ニット¥37,000

Be Positive 
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KIブルゾン¥60,000
カットソー ¥11,000

ブーツ ¥67,000

ブルゾン¥17,800

ハット¥20,000

6

NEW!!

こう着るのが“今の気分”

キ
ジ
マ 

タ
カ
ユ
キ

ラ
ッ
ド 

ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン

ビ
ー 

ポ
ジ
テ
ィ
ブ

サ
ー
カ
ス

ア
ル
フ
ァ

コ
ン
バ
ー
ス 

ト
ウ
キ
ョ
ウ

今シーズン間違いなく反響を呼ぶブランドといえばコレ!

STYLING    1STYLING    2STYLING   3

パリゴメンズスタッフに聞く!
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POINT 1

POINT 1

TATRAS

CANADA GOOSE

冬支度において欠かすことのできない筆頭アウター“ダウン”。
昨今、多くのダウンブランドが注目を浴びる中、パリゴが厳選オーダーした珠玉のダウンは

今季のワードローブを盛り上げてくれること間違いなし。

¥90,000

THE NORTH FACE
¥44,000

¥92,000

アーム部は前作を超えるクオリティ。
ジャージ素材とボディ部分のシレー
素材のダウンベストを融合したデザ
イン。

POINT 1

フードは取り外し可能で、シーンに応
じて使える2WAY仕様。異なる表情
を楽しめる進化系ダウンに注目。

POINT 2

POINT 2

POINT 2
ヴィンテージ加工を施したシワ感の
あるマットな生地を採用。撥水加工
を施してあるので、急な雨や雪にも
対応可能。

常に「今のベストであること」をス
ローガンに、革新を続ける世界のトッ
プアウトドアブランド。本格アウトド
アからタウンユースまで幅広いフィー
ルドで活躍してくれる1着。

タトラスの豊富なモデルバリエーションをご紹介!

先シーズン即完売となった〈タロ〉の後継モデル 〈サビア〉。スポー
ティーな装いとモードでハイブリッドな佇まいが今の気分にマッ
チ。軽量化されたアーム部は、裏起毛を施しているため着心地が
良いのもポイント。様々なスタイルに合わせやすい1着。

厳密なプロダクトコントロールと、常
に進化を追求した確かな技術力で
“メイド・イン・ カナダ”にこだわり生
産を続ける。

風を遮断し保温性を高める袖口の
リブ。厳しい環境も考慮した、機能
性とデザイン性を兼ね備えたモデル。

プロフェッショナル達にも愛用される、高いクオリティを実現して
いる〈カナダ グース〉。 高い保温性はもちろん、氷点下でも凍り付か
ないコヨーテのリアルファーを配したフードを持つ〈ウィンダム パー
カー〉。機能性にこだわり作られた1着は、フロントに配されたジッ
プ付きサイドポケットに大きな容量を確保。上下の2層構造で設計
され、ポケットへのアプローチがしやすい仕様に。 

オーセンティックなデザインのダウンブルゾンは、600フィルパ
ワーダウンを採用。強度なテキスタイルに撥水加工を施し、あらゆ
る天候にも対応するタフ仕上がりに。見た目のボリューム感からは
想像できない驚きの軽さも特徴。

01

02

03

今シーズン買うべき     　　 ダウンBEST

デビュー以来、1番人気の定番型ウール
ダウン。程よく光沢のある上質なウー
ルファブリックが、カジュアル感をおさ
えたモデル。撥水加工で通常よりも汚
れがつきにくくなっているのもポイント。
フードは取り外し可能で機能性も◎。

¥110,000

GIACINTO
ジャチント

SABBIA サビア

WYNDHAN PARKA ウィンダム パーカー

CAMP Sierra Short キャンプ シェラ ショート

イタリアの最高級生地「ロロ・ピアーナ」
を使った、シルク混ウールのダウンベ
スト。ラグジュアリーな雰囲気が漂う、
大人のカジュアルスタイルにハマるア
ウター。

¥100,000

LEONARD
レオナルド

マイクロファイバーのドライタッチなス
トレッチナイロン採用。落ち着きのあ
るマットな質感に仕上げた1着は、身体
のラインにフィットする都会的な細身の
シルエットが特徴。

¥92,000

BORBORE
ボルボーレ

迷彩柄とウォッシャブルナイロンの2つ
の顔を持つリバーシブルモデル。シル
キータッチな迷彩柄がアクセントとな
り、シーンに応じて表情を変えることの
できる人気モデル。

¥68,000

CALICANTO
カリカント
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KNIT or SWEAT?

1. カラーブロックを編み地や
テンションで変化をつけたニッ
トカーディガン。浅めのVネッ
クラインや開けた時のテープの
配色などこだわりを感じる1着。
¥48,000（サカイ）

2. 裾のドローコードとカラージッ
プのスポーティーなディテールが
落とし込まれたタートルネック
ニット。¥43,000（カラー ビーコン）

3. ノルディック柄のハイゲージ
ニットは、トレンド感をアピールで
きるアイテム。¥20,000（ミスター
ジェントルマン）

4. 袖と後ろ身頃がモヘアの切り
替え素材になっているニット。
チェック柄は今季おさえておきた
いデザインのひとつ。¥30,000
（ステファン シュナイダー）

5. 主張しすぎないグリーンのアク
セントカラーが特徴のボトルネッ
クニット。ちょうど良い厚みのミド
ルゲージなところも◎。¥22,000
（ヴァリス バイ ファクトタム）

6. イタリアのニットファクトリーな
らではのクオリティーは秀逸。立
体的なケーブル柄が冬のムードを
高めてくれる。¥38,000（ロベルト 
コリーナ）

7. 民族柄ニットパーカーはロハス
な雰囲気を演出。デニムスタイル
とも好相性。¥20,800（ティーシー
エスエス）

8. 発色の良いキャメルカラーが
上品な雰囲気なVネックニット。
極めて柔らかな風合いと滑らかさ
が魅力。¥22,000（サーカス）

9. ネックと裾部分のディテールに
ちょっとした遊び心を加えたプル
オーバー。切り替えでケーブル編
みにするなど、シンプルになりが
ちなニットスタイルをカバーしてく
れる。¥36,000（シーグリーン）

10. 大胆な切り替えデザインが
主役になってくれるハイゲージ
ニット。しなやかで柔らかい着心
地はストレスを感じない１着。
¥34,000（ドメニコ&サビオ）

5. トレンドでもあるトラディショ
ナルなチェック柄が前身頃にデザ
インされたスウェット。1枚でもイ
ンナーとしても活躍してくれる。
¥22,000（ドメニコ&サビオ）

1. 程よくゆったりとしたサイズ感
は今の気分を捉えたシルエット。
裾のジップディテールもさりげな
いアクセントになる。¥15,000
（パリゴ）

2. ロゴのバランスがセンスを感じ
るスウェット。大人の“ラフ”を取
り入れるにちょうど良いアイテム。
¥9,800（バンクス）

3. 大きく配されたポケットデザイ
ンがスポーティーとモード感をも
たらすスウェット。シンプルながら
も存在感のある1枚。¥19,000
（コンバース トウキョウ）

4. レターのプリントが施された
テープが特徴的なクルーネックス
ウェット。生地を横向きで使用す
ることで洗濯時の縮みを軽減し、
サイドリブが横縮み防止と動きや
すさを実現。¥24,000（ソーイ）

6. 脇の切り替えデザインにより、
動きに合わせて覗く配色がオシャレ
さを格上げしてくれる。¥24,000
（カラー ビーコン）

7. オーバーサイズシルエットの
パーカはトレンド筆頭アイテム。
ブルーカラーはコーディネート
のアクセントにも◎。¥16,000
（ミスター ジェントルマン）

8. 胸と袖ロゴデザインが〈デウ
ス〉らしさをアピール。プルオー
バータイプはレイヤードスタイル
も楽しめるアイテム。¥14,000
（デウス エクス マキナ）

9. 裏毛素材を使用したソリッド
なジップパーカは、実用的な大き
めのフードデザイン。スラブ感のあ
る生地の表情が特徴。¥11,000
（ヴィスラ）

秋冬シーズンの主役を担う2大
アイテム「ニット」と「スウェット」。
あなたはどちらを選ぶ!?KNIT

 ニット派？

SWEAT
スウェット派？

　1. sacai

　   1. PARIGOT

6. kolor / BEACON

7. MR.GENTLEM
AN

8. Deus ex Machina

　9. VISSLA

2. BANKS

7. TCSS

4. soe

6. roberto collina

2. kolor / BEACON

9. Seagreen

 3. MR.GENTLEM
AN

3. CONVERSE TO
KYO

5. DOMENICO
+SAVIO

 8. 08sircus

4. STEPHAN SCHNEIDER

10. DOMENICO
+SAVIO

5. VALLIS by FACTO
TUM
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福山店 /松本
洋服、建築、美術、アート
に興味あり。それ目当て
に1人旅に行くことも多い
です! 趣味の話を始めた
ら止まりません（笑）

尾道店 /岩田
「好きな洋服を好きなよ
うに着る。」着ることの楽
しさや素晴らしさを皆様
に伝えて行きたいです。

広島店 /岡本
最近はランニングがマイ
ブーム。夢はホノルルマ
ラソン出場。

松山店 /末次
好きなことはサッカー、サー
フィン、ドライブ etc. アク
ティブなことが好きな僕が
今季狙っているのは、ミリタ
リーテイスト漂うアイテム。

広島店 /菊池
広島店メンズフロアのイ
ンスタグラム担当。趣味
は音楽鑑賞。音楽フェス
やライブが好きです。

〈フィリップ オーディベール〉の
アクセサリー
スタイリッシュでモードなアクセサリーが世界中で人気を集め
ている〈フィリップ オーディベール〉は、デザインから製作ま
でパリで一貫して行っています。バングルとリングはどちらも
細かなチェーンモチーフがアクセントになっており、ブランド
ならではの高級感と繊細なデザインが特徴。シングルユース
はもちろんのこと重ね付けも◎。シーズンレスで使え、コー
ディネートのポイントになってくれる必須アイテムです。

世界から注目を浴びる〈サカイ〉のフーデッドコートは、コレクショ
ンルックにも採用された、まさにこだわりが詰まった１着です。
上質なメルトンウールをメインに、襟元や裏地にはベージュを
配したデザインアクセントがポイントに。存在感のあるウエス
トのベルトは、調節次第でシルエットに変化をもたらしてくれま
す。また、一つひとつデザインが異なったヴィンテージ感のあ
るボタンにはデザイナーのこだわりが垣間見えます。奇抜さと
シンプルの狭間でのデザイン創出を試みたアウターは今季１番
のおすすめです。

バングル ¥14,000 /リング ¥13,000

コート ¥147,000

〈ソリード〉はグローバルに展開するパンツ専業ブランド。シ
ルエットだけでなく、着心地にもこだわったジャージパンツは
ブランドのアイコンともいえるアイテム。表面にシルケット加
工をしており、うっすらと光沢のある生地がラグジュアリーな
高級感を演出してくれます。ウエストリブでリラックスした穿
き心地と、細身の美シルエットを兼ね備えた「楽ちんなのに格
好良い」パンツです。カジュアルに見え過ぎないジャージパン
ツをお探しの方必見です!!

パンツ ¥26,000

今シーズン、パリゴがセレクトしたたくさんのアイテムの中から
「これさえあれば、間違いなし！」とスタッフがイチオシするアイテムをピックアップ。

個性豊かなメンズスタッフのプロフィールとともにご覧ください。

STAFF RECOMMEND

福山店 /岩男
店頭ではジャケットスタイ
ルがメイン。休日は2児の
父として、子供達と一緒に
遊べるカジュアルスタイル
が増えました。

〈サカイ〉のコート

KEEN

HAMILTON

SOLIDO

〈キーン〉のシューズ

〈ソリード〉のパンツ

〈キーン〉を語る上で欠かせないのが、その抜群のフィット
感と履き心地ではないでしょうか? この〈UNEEK HT〉は、
「インターロッキングシステム」という独自のシューレース
とマイクロファイバーアッパーを採用。また各所に施され
た高度な技術により、最高の履き心地を提供してくれる一
足です。私もオフの日にはこのUNEEKシリーズをよく履
きますが、履き心地が良いだけでなく幅広いコーディネー
トに対応できるファッション性の高さにも注目です! 脱ぎ
履きしやすいのも◎。

シューズ ¥13,500

広島店 /木村
食べ物がおいしい季節に
なりましたね。最近のマ
イブームは料理です!

定番のライダースジャケットは、 毎シーズン完売必至のアイテム。 厳選
された柔らかい良質なゴートレザーを使用しているので着込むほどに
体に馴染み、着心地は抜群! こだわりのパターンワークにより、着用時
のシルエットも非常に美しい１着。おしゃれに決めるのであれば断然ダ
ブルがおすすめ。極限までデザインを削ぎ落とした非常にミニマルな
仕上がりのため、キリッとしたスタイリングに仕上がります。 秋はイン
ナーにカットソーや薄手のニットを合わせたり、冬にはコートの中にと
着回しやすくシーズンを問わず活躍するので、1着あると重宝すること
間違いなしのアイテムです。

〈ドメニコ&サビオ〉のレザージャケット

レザージャケット ¥55,000

〈アニアリ〉のトートバッグ
まるで自然に経年変化したように見える「グラインドレザー」を
使用した新シリーズのオンオフ兼用万能トート。陰影のある独
特の風合いが特徴の「グラインドレザー」。染色工程の後、シ
ボが出やすくなるよう真空乾燥させ、回転ドラムに入れて自然
なシボを出し、さらにシボ山のみを手作業により削り取ること
で仕上げています。エレガンスとワイルドの相反する2つテイ
ストが同居したオリジナリティ溢れるバッグは存在感も抜群 ! 
コーディネートのアクセントにいかがですか？

バッグ ¥55,000

〈ハミルトン〉の時計
「メン イン ブラック」や「ダイ ハード」をはじめ、400を
超えるハリウッド映画に採用されたアメリカを代表する
時計ブランドの〈ハミルトン〉。60時間パワーリザーブの
42ミリサイズの〈カーキフィールドオートクロノ〉は全国
のファン待望の逸品。ヴィンテージ加工された針や数字が
デザインを引き締めています。カーキ伝統の使いやすい
リューズの作りやシンプルで無駄なものが一切ないデザ
インは、大人のフィールドウォッチに最適です。

時計 ¥195,000（自動巻き・ケース径42mm）

2017 WINTER

sacai

aniary

DOMENICO+SAVIO

PHILIPPE

AUDIBERT
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コートに似合う、小物達

凹凸のある柔らかいオックス生地に、
絶妙な色のブルートーンを落とし込んだシャツ。

イタリア生地を使用し、縫製などすべての生産工程を
イタリアで行っているパリゴオリジナルネクタイ。

クラシックな佇まいにモダンさを共存させた人気モデル
〈ジャズマスタージェント〉。（クォーツ・ケース径40mm）

ウール100%生地を使用したタートルカットソーは、
ニットの温かさとカットソーの薄さを持ち合わせた万能品。

コート¥52,000（マッシモ ブリアーニ）
インナーダウン¥28,000（ディーヒム）
シャツ¥24,000（オリアン）
タイ¥12,000（パリゴ）
パンツ¥26,000（ソリード）
ベルト¥17,000（ホワイトハウスコックス）
シューズ¥24,000（ボエモス） ¥65,000

¥59,000

各 ¥13,000
HAVERSACK 

¥66,000
HAMILTON

革、金具、デザインすべてに圧倒的なこだわりを注いで
作られた「違いの分かる男」に持っていただきたい逸品。

¥49,000
TOFF & LOADSTONE

各 ¥12,000
PARIGOT

¥15,000
PARIGOT

艶っぽいダブルモンクシューズを合わせて、
大人のコートスタイルを格上げ。

各 ¥38,000
Roberto Morelli

1. トレンチコート¥85,000（ヴァリス バイ ファクトタム）2. スタンドカラーコート¥92,000（ステファン シュナイダー）3. チェスターコート¥25,000（リス）
4. ダッフルコート¥89,000（サイ）5. ステンカラーコート¥38,000（マニュアル アルファベット）6. ステンカラーコート¥71,000（サイ）7. ダウンコート
¥120,000（ピューテリー）

大
人
が
着
た
い
、冬
の
マ
イ
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

冬
の
ス
タ
イ
ル
に
は
欠
か
せ
な
い
コ
ー
ト
。
で
も
、
何
着
も
買
い
足
す
ア
イ
テ
ム
で
は
な
い
か
ら
、

選
ぶ
時
は
慎
重
に
、
慎
重
に
。
そ
ん
な
あ
な
た
へ
、パ
リ
ゴ
が
こ
の
冬
マ
ス
ト
な
ア
ウ
タ
ー
を
ご
紹
介
。

1 2 3 4 5 6 7

この冬一押しの新ブランド

MASSIMO BRIANI
［マッシモ ブリアーニ］

〈マッシモ ブリアーニ〉は1990年にミラノで設立されたコート専業ブランド。
全ての生産工程をイタリアの自社内工房にて行い、最先端技術の機械と熟練し
たパタンナー、そしてデザイナーの職人技術の融合した高品質のコートを作り
続けている。イタリーメイドならではの美しいシルエットが際立つチェスターコー
トは、無地・チェック柄・ツイード素材とバリエーション豊かに取り揃えており、
お好みのシーンによって選んでいただけるラインナップ。
高品質ながらも優れたコストパフォーマンスのコートは、この冬是非取り入れ
ていただきたいパリゴ一押しのアイテム。

多色の糸を使った
ツイード素材には
職人のこだわりと
デザイナーの遊び
心が感じられる。
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ベーシックになりがちなジャケットスタ
イル。そこにちょっとだけ欲しい個性を
ガウンでプラス。カラーをミニマルに抑
えスタイリングをベーシックに見せなが
らも、“違い”の生まれるアウターで大人の
個性、色気を演出して。

“定番ジャケット”だって、　　  こんなにいろいろ使えます!
　　 ジャケットの着こなしをオンのものと考える人も少なくないはず。　　　　　　　　　　だけど、冬のアウターをオンだけのものにしておくのはもったいない!

そんな悩みを持つ大人に向けたこの冬　　　　　　　　　　　着たいジャケットスタイルをご紹介。

ジャケット¥65,000（ディーヒム）
シャツ¥23,000（オリアン）
タイ¥9,000（ウンベルト フォルナーリ）
チーフ¥5,500（フェアファックス）

ジャケットスタイルに
ノーカラーが新鮮

大人のオシャレは
羽織で変わる!

小物使いは
“ラフ”に、“イキ”に

硬派な男の
主役はネイビー

ジャケット¥86,000（タリアトーレ）
ジレ¥30,000（タリアトーレ）
シャツ¥24000（オリアン）
タイ¥16,000（ステファノ ビジ）
チーフ¥5,900（ステファノ ビジ）

ガウン¥36,000（ハバーサック）
ジャケット¥43,000（ハバーサック）
ニット¥14,000（パリゴ）

ジャケット¥98,000（ラルディーニ）
ニット¥32,000（ロベルト コリーナ）
マフラー ¥14,000（アーペーセー）

ダークトーンでまとめたシックなスタイ
ルの中に目を引くマフラー。暖かみのあ
るチェックのマフラーは首元でコンパク
トに見せるのではなく、あえてラフに垂ら
すのがポイント。気張らず主張するのが、
大人の“イキ”なスタイル。

オシャレな大人は
柄ジャケが好物!

ジャケット¥105,000（タリアトーレ）
ニット¥24,000（ルトロワ）
チーフ¥7,900（ステファノ ビジ）

1枚で圧倒的な存在感を放つ柄ジャケは、
んな着こなしでもカッコよくなってしま
う、最高に頼もしいアイテム。インナーに
ブラックのポロシャツを合わせ、スタンダー
ドなスタイリングに。この“スタンダード”
が最高にカッコ良い。

WINTER JACKET　　　　　　   for DAILY STYLING

ブラウンこそ
大人の色気を煽る

「渋みあるブラウンカラーは顏映りが…」
なんて思っているあなた。ブラウンこそ
真の大人の色気を引き立ててくれるカ
ラー。爽やかなブルーと合わせる王道の
スタイリング。これが渋みに色気をプラ
スするポイント。

チーフ付きジャケット¥29,800
シャツ¥９,000（ともにマニュアル アルファベット）

1枚で着ても“違い”を生んでくれるノーカ
ラーシャツは、ジャケットスタイルのイン
ナーとしても活躍。「クラシックなジャ
ケットを着たいけどちょっとラフさも欲
しい！」そんな気分のVゾーンにはもって
こいのアイテム。

ビジネスやドレスのシーンで圧倒的に活
躍するネイビー。男のジャケットを選ぶ
上で欠かせないこのカラーは、オーソドッ
クスなスタイリングの汎用性もピカイチ。
同系色のジレやタイでミニマルなビジネ
ススタイルを構築。

PICK UP ITEMS
ジャケットに合わせたい最旬アイテム

各 ¥20,000
aniary シュリンクレザーのクラッチ

バッグは、曲線を多用した
デザインで持ちやすさも◎。

¥5,500
elizabeth parker

上質なシルバーの
ネクタイピンはギフ
トとしてもおすすめ。

各 ¥4,500
elizabeth parker

クリアな質感と中央のビ
ジューが大人の遊び心をく
すぐるフラワーホールピン。

各 ¥3,300
MARCOLIANI

ベーシックなボーダー
柄が足元のポイントに
なってくれるソックス。

¥34,000
PT01

カジュアルからジャ
ケットスタイルまで幅
広く活躍する、今季トレ
ンドのプリーツパンツ。

¥33,500
INCOTEX

肌触りの良い上質な
ウールを使用したテー
パードシルエットのパン
ツは、ビジネスシーン
でも使える1本。

各 ¥17,000
AMBOISE

艶のあるエンボスクロコ
レザーを使ったベルトは、
シューズとも合わせやす
いカラーをセレクト。

各 ¥9,000

UMBERTO
FORNARI

イタリアの古き良き伝
統を守り、ハンドメイ
ドで作られた高品質な
ネクタイ。
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