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ニット¥49,000（シー バイ クロエ）
スカート¥16,800（パリゴ）
スカーフ¥11,000（マニプリ）
イヤリング ¥12,800（ラダ）

PARIGOT

2017 WINTER

CATALOG 

for WOMEN
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コート¥49,000（ミュラー オブ ヨシオクボ）
ニット¥46,000（マメ）
パンツ ¥37,000（シー バイ クロエ）
イヤリング ¥10,000（ライツ）

コート¥105,000（ビューティフル ピープル）
ニット¥49,000（マーク ジェイコブス）
パンツ ¥14,800（ディッキーズ × パリゴ）
イヤリング ¥28,000（グーセンス パリ）
マフラー ¥6,000（タバス）
帽子 ¥8,900（グリッロ）
パンプス¥21,000（マリアン）

ベルト¥13,800（メゾン ボワネ）
バッグ ¥19,000（パリゴ）
パンプス¥29,000（ファビオ ルスコーニ）
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コート¥130,000（グリード）
ワンピース¥23,800（パリゴ）
イヤリング ¥10,000（ライツ）

コート¥78,000（マメ）
ニット¥20,800（パリゴ プレステージ）
スカート¥38,000（アカネ ウツノミヤ）
イヤリング ¥35,000（グーセンス パリ）
バッグ ¥28,000（クリスチャン ヴィラ）
スカーフ¥11,000（マニプリ）
パンプス¥29,000（ファビオ ルスコーニ）
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パリゴス
タッフの一

押しアイテ
ムはコレ！

OUR	  
WISH

	  LIST
!!

IT	  ITEMS!
!

広島店
大村 美波

岡山店
吉村 愛梨

広島店
中野 愛

バイヤー
新内 文望

銀座店
丹羽 晶子

銀座店
住舎 由佳  

松山店
児玉 真未子

横浜店
持田 彩世子

尾道店
生野 亜由理

カジュアルにも
フェミニンにも
マッチする、
優秀アイテム！

1枚あると
オールシーズン
強い味方の

主役級なシャツ!

チュールスカートは
取り外して

シングルユースも
できちゃう！

マーブル風の
カラーリングで
インスタ映え
間違いなし！

冬になったら
着たくなる
アイボリー！

あえて裏地は付けず、
コーティング仕上げに
することで軽さを実現！

この1枚で
スタイリングの
完成度が

格段にアップ！

福山店
村田 優衣

ミニマルな
サイズ感が
今の気分に
ぴったり。

おしゃれさんの
“これ欲しかった！”
がパリゴに登場

デニムラバーに捧ぐ
秋の新提案！

7.	  MUVEIL

パールとチェーンをポイントにした
〈ミュベール〉らしいデザインで人気
のスニーカー。足元のコーディネー
トが楽しくなる1足。¥28,000

ミュベール

8.	  STELLA	  McCARTNEY

雲やリップモチーフの、ユニーク
なiPhoneケース。シリコン製で、
大切なスマホを衝撃や汚れから
守ってくれる。（iPhone7対応）
各 ¥10,000

ステラ マッカートニー

11.	  TU	  ES	  MON	  TRÉSOR

パールをあしらったチュールスカート
付きのデニム。サイドやウエストに
入ったラインがフェミニンな要素を
引き締めてくれる。¥56,000

トゥ エ モン トレゾア

6.	  CLANE
フロントに配された、立体的なディテー
ルがインパクトのあるデザイン。コート
の中に着ても存在感が消えない、冬に
大活躍するニット。¥22,000

クラネ

10.	  JULIEN	  DAVID
ストリートウェアに着想を得て、“レトロ・フューチャ
リスティック” なハイブリッドスタイルを提案している
ブランドならではの一味違う1点。¥31,000

ジュリアン デイヴィッド

9.	  HERVÉ	  CHAPELIER

“メイド・イン・フランス”にこだわり、
軽量・おしゃれ・使いやすい、と
三拍子揃った、パリのエスプリを
感じるバッグ！¥17,800

エルベ シャプリエ

5.	  MM6
ベルベット素材にモードなチャン
キーメタルヒールを組み合わせたト
レンド感満載のブーティ。6.5cm
ヒールで安定感も抜群。¥73,000

エムエムシックス

3.	  MM6

ブーティとの相性抜群
のデニムハーフパンツ。
ショート丈のアウターに
合わせて、周りと差が
付くワンランク上のデ
ニムスタイリングを。
¥46,000

エムエムシックス

2.	  MARC	  JACOBS

毎日使えるシンプルさと機能性
を兼ね備えたエブリデイトート。
ジップポーチをつなぐ、オーバー
サイズのハードウェアもデザイ
ンのアクセント。¥62,000

マーク ジェイコブス

1.	  HYKE
1950年代のグリズリージャケットからインスピレー
ションを得てデザイン。軽くカーリー加工を施された
ムートンが個性を引き立てる。¥250,000

ハイク

4.	  JOHN	  LAWRENCE	  SULLIVAN

長めのベルスリーブにミニマルな身頃、モード
を極めたブランドだからこそ出せるシンプルクー
ルがここに。思いっきりボリュームのあるボトム
と合わせて楽しみたい。¥38,000

ジョン ローレンス サリバン

天候を気にせず
大活躍してくれる
ナイロンバッグ !

広島店
菊地 洋美
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岡山店
中島 幸

関東統括マネージャー
中村 朋美

プレス
石川 和佳  

福山店
中軽米 美由紀

銀座店
前川 はるな

岡山店
金澤 岬侑

横浜店
市島 礼衣子

丸の内店
藤井 由実子

尾道店
舟橋 紘恵

老舗アクセサリー
ブランドならではの
クオリティに
うっとり♥

フェイクファーとは
思えない肌触り！

レトロシックな
コーデに好相性な
イタリアシューズ

素材への飽くなき
追求が生み
出した極上の
モヘアニット

13.	  GOOSSENS	  PARIS

〈シャネル〉、〈ディオール〉をはじめとす
る数々のメゾンブランドのためにジュエ
リーを作成しているブランドだからこそ
のモダンさが他に類を見ない仕上り。
ネックレス・イヤリング 各 ¥35,000

グーセンス パリ

14.	  GIANNA	  MELIANI

なめらかなスエードと大振りなメタルが冬の足
元を華やかに。かかと部分にゴムが施されてい
るため、フィット感抜群。インソールはクッショ
ンも効いており履き心地も◎。各 ¥28,000

ジャンナ メリアーニ

15.	  MULBERRY
元〈セリーヌ〉のバッグデザイナーを迎え、新しくクリエーション
された〈マルベリー〉は、デザインに無駄がなく、それでいて実用的。
左 ¥110,000 右 ¥90,000

マルベリー

17.	  CHIE	  MIHARA
足入れした時の履きやすさに驚きを隠せない、安定
感抜群のパンプス。人間工学に基づくシューズ作り
について勉強したデザイナーが作り出す靴は、足に
も優しく、デザインにも抜かりなく。¥45,000

チエ ミハラ

16.	  SAKAYORI.

今年大注目のフェイクファー。肩
を落とした程よいゆったり感が華
奢見せを叶え、カジュアルから
ガーリーな着こなしまでフィット！
¥86,000

 サカヨリ

18.	  KOLOR
〈コム デ ギャルソン〉出身で「素材の魔術師」
の異名をとるデザイナーならではのドレープ
パネルドレス。男性デザイナーらしい強さも
ありながら、女性らしさを強調できるドレー
プ感が忘れられていない所もポイント。
¥78,000

 カラー

12.	  MIKI	  MIALY
着る人を幸せな気持ちにしてくれるニット。素材に
強いこだわりを持ち、物作りに妥協を許さないブラ
ンドが作り上げる、とっておきの1枚。¥39,000

ミキ ミアリー

20.	  ATHENA	  NEW	  YORK

フェミニンなディテールで女性を魅了して止まない
ハットブランド。秋冬の定番のベレー帽もエレガント
な魔法をかけられアップグレード。各 ¥19,000

アシーナ ニューヨーク

21.	  CHLOÉ

大人気シリーズ〈フェイ〉の
お財布バッグ。今シーズン
初登場ながら、すでに絶
大な人気！ 小ぶりバッグ
で女っぷりを発揮して！
各 ¥85,000

クロエ

19.	  MARC	  JACOBS
イタリア製の大小のパールが手縫いで付けられ、
ホットフィックスのネイルヘッドが施されてお
り、パールだけではない光沢感がプラス。モー
ドブランドの第一線を走り続ける〈マーク ジェ
イコブス〉の遊び心を感じるニット。¥69,000

マーク ジェイコブス

細身の
Tストラップと
ラウンドトゥが
クラシカルな
パンプス！

こんなレディな
ベレー帽を
待ってた！

絶対に1つは
持っておきたい
お財布バッグ！

エレガンスなのに
キュート ! 女性の
“大好き” を反映
させたバッグ

広島店
佐久間 仁美 

雪が降って
いるような
可憐なニット！

おしゃれな大人の
ワードローブに

最適 !
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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着に。¥46,000（マメ）

ふんわりと柔らかで包み込むような肌触りが魅力の暖かなアイ
テム。カラフルなテープを施した編み込みが華やかに彩りフェ
ミニンなアクセントに。¥42,000（ジュリアン デイビッド）

DESIGNER'S

KAON PARIGOT

MAME JULIEN  DAVID

究極の素材選びをしてきたブラン
ドだからこそ作り出せる唯一無
二のカラーニット。奥行のある
カラーで周りと差を付けて。
¥62,000（ジュリアン デイ
ビッド）

JULIEN  DAVID

胸元にあしらわれたリアルな犬がキュート。素材感や立体
感にもこだわった、大人可愛い1枚。ゴールドのボタンやビッ
トパーツが全体を華やかに。¥49,000（ミュベール）

MUVEIL

タイガー柄のジャガード織で
表情豊かなアイテム。ウール
混の柔らかな素材で肌触り良
く暖か。コンパクトなシルエッ
トなので、様々なボトムスとバ
ランス良く決まる。
¥49,000（トーガ プルラ）

TOGA  PULLA

フェザーモチーフの細かなビジューをあしらった華や
かな１枚。すっきりとしたVネックと、旬なムード漂う
ゆったりとしたフォルムで女性らしい華奢さをアピー
ル。袖口からはシフォンのフリルが覗く。¥42,000
（ミュラー オブ ヨシオクボ）

さらりと1枚で着られるニットワンピース。パリゴ限
定のバックフリルデザイン。フロントはシンプルな
ので、大人の女性でも甘くなりすぎず、デイリーに
着回せるアイテム。¥32,000（カオン×パリゴ）

デザイナーズブランド指名買い！

周りと差をつけるなら

イヤリング ¥12,800（ラダ）

パンツ¥32,000（エージー）/ベルト¥13,800（メゾン ボワネ）

イヤリング ¥28,000（グーセンス パリ）
スカート¥14,800（オーベル）

KNIT

MULLER OF  YOSHIOKUBO  
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ネックの開きが大き過ぎず、サイドにス
リットと前後差がある事で色々な着こ
なしが楽しめる。¥18,000（リリーリン）

ボトルネックのAラインニットは、スリム
なボトムスとの相性が抜群。ヒップライ
ンに入っているスリットがポイントに。
¥17,000（ソーノ）

〈パリゴ〉大人気ニット
がワンピースデザイン
になって登場。リボン
ベルトでシルエット、
着丈も自在にアレンジ
したい。¥19,000（パ
リゴ）

リボンディテールも落ち着いたグ
レーをチョイスすれば一気に大人顔
に。とことんシンプルに着こなした
い上質な1枚。¥16,800（パリゴ）

オフタートルがキュートな
女性の代名詞。今年は大
人な印象のライトグレーを
チョイスして。¥22,000
（シュガーローズ）

Vネック＆モヘア素材で、女性
らしい鎖骨と柔らかさを同時
に演出できる優秀アイテム。
¥20,000（リリーリン）

ヘリンボーンのようなデザ
イン性のあるボーダーが
遊び心たっぷりのニット。
¥16,000（ソーノ）

きめ細やかな編地でラ
クーンの風合いが際立つ
大人フェミニンニット。袖
口のリボンデザインを
コーディネートのアクセン
トに。¥16,800（パリゴ）

心ほぐれる温もりカラーのアンゴ
ラニットは今季絶対取り入れたい
アイテム。そっと身体を包むリラッ
クス感のあるシルエットが嬉しい。
¥20,800（パリゴ）

袖に開閉可能なスリットが配
され、TPOに合わせて自由に
スタイリングに変化を付けら
れる女性ならではのニット。
¥14,800（マリリン ムーン）

ブランドを代表する畦編み
のクルーネックニット。ミド
ルゲージながらもすっきりし
た着用感にファンが多い。
¥33,000（フォンデル）

RED
COLOR_1

COLOR_2

COLOR_3

COLOR
KNIT

3 大カラーとは？
ニットで取り入れたい

BROWN

GRAY

今季のマストカラーのレッドは、
ニットで取り入れるのが◎

シックで女性らしさを増幅させる
ブラウンがトレンドにイン！

肌をワントーンアップさせてくれるグレーで、
柔らかく優しい印象を手に入れて

パンツ¥32,000（エージー）/キャップ ¥5,900（カシュカシュ）
イヤリング ¥7,000（ライツ）

ピアス¥7,000（マメ）
ブーツ¥42,000
（アルベルト ザーゴ）

ピアス¥2,900（フルール）
スカート¥14,800（オーベル）
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無駄のないミニマルなデザインと、すっきりと洗練
されたライン、軽さのあるパイル素材が特徴的。ダッ
フルコートにも関わらず、カジュアルになりすぎな
いシャープな仕上がり。¥85,000（ハイク）

白いトグルとボタンがアクセント！
〈ハイク〉の定番人気商品

女性らしいシルエットと、高い技術により作られ防
寒性の高いファブリックが人気。トグルに彫られた
「bp」のロゴは、判子になるというギミックが施さ
れている。¥92,000（ビューティフル ピープル）

〈ビューティフル ピープル〉が提案する
トラッドながら遊び心の詰まった1枚

袖をキルティングに切り替え、フードにファーをあ
しらった高いデザイン性に注目。ベーシックアイテ
ムという概念を覆す、ブランドらしいアレンジが効
いた1枚。¥71,000（ミュラー オブ ヨシオクボ）

〈ミュラー〉の秀逸デザインが光る、
唯一無二なダッフルコート

ガウン感覚で楽に羽織れるチェスターコート。タックで袖に丸みが持たせてあり、
肘の曲げ伸ばしにも自由自在。ふんわりとした素材感で女性らしい柔らかさを表
現してくれる。¥64,000（サクラ）

リラックスして着られるオーバーサイズチェスターコート
背中にラッフルの付いたデザインが人気のチェスターコート。前から見るとシンプ
ルでクールな印象だが、後ろにラッフルがあることで大人可愛いモードスタイルに。
長めの着丈がクラシカルな魅力を演出。¥57,000（カオン）   ピアス¥7,000（マメ） 

バックスタイルにドキッ！背中のラッフルで‘大人可愛い’を演出

上質なメルトンウールを使用し、上品に仕上げた〈ミュラー〉×〈パリゴ〉の限定コー
ト。小さ目の衿と細身のシルエットで着ぶくれせず、すっきりとしたスタイリング
を実現。¥53,000（ミュラー オブ ヨシオクボ ×パリゴ）

パリゴ別注！ 定番チェスターにこだわりのカラーをオン

水牛の角のトグル、本革レザーのループ、絶妙なキャメルカラー、そしてバックスタイルまで抜かりなくキレイに見えるパターンなど、全ての面でパーフェクトな
〈ハイク〉のダッフルコート。1度袖を通すだけで物の良さが伝わり、上質さゆえ長年愛用する事ができる逸品。¥75,000（ハイク）

冬のコートの定番には本格仕様の上質なものをチョイスして

リバー素材ならではの、折り返した袖口や動くとチラリと覗く裏地の配色がアクセ
ント。細身のシルエットで着膨れせずスッキリと着られる。いつもの着こなしにさ
らりとあわせるだけで、オシャレ偏差値がグンとアップ。¥58,000（エンフォルド）

正統派デザインにドロップショルダーのヌケ感をプラス

DUFFLE  COAT CHESTER  COAT
［  ダ ッ フ ル コ ー ト  ］ ［  チ ェ ス タ ー コ ー ト  ］

カットソー ¥11,800（パリゴ） / 帽子 ¥3,400（カシュカシュ） /パンツ ¥32,000（エージー） ニット¥20,800（パリゴ プレステージ） /パンツ ¥16,800（パリゴ）

1514



ファーを部分使いする事でボリュームが出過ぎず、エレガンスにもなり
過ぎない、取り入れやすい1枚。スカートにもパンツにも合わせやすい丈
感も嬉しい。¥43,000（マイカ＆ディール）

ノーカラーの上品コートにラビットファーをオン
ムートン素材とボアのリバーシブルで、着こなしの幅が広がるロングコート。ノーカラー
で身頃もすっきりとしているので、丸みが出過ぎず、どこから見てもすっきりしたラインに。
¥27,500（トラッゾ ドンナ）

リバーシブルで 2 種類の違った素材感を楽しんで

今シーズンのビッグトレンドであるフェイクファー。定番のブラックやネイビーではなく、フェイクファーだからこそ遊べるカラーを楽しむのが今年流。
深いモスグリーンをチョイスして周りと差を付けて。もちろんリアルファー見えする高級感も忘れずに。¥18,000（タバス）

カジュアルにファーを着こなすには、ブルゾンタイプをチョイスして

軽量ナイロンにシワ加工を施すことによって生まれる独自の表情に、撥水加工を
施し通常のナイロンよりも汚れが付きにくい生地感が特徴。バストからウエストに
かけてリブでグッと引き締めた美しいAライン。¥80,000（タトラス）

〈タトラス〉の代名詞、美シルエットが特徴的な〈ポリテアマ〉
身体に沿った立体的な切り替えですっきりとした美シルエットのハーフ丈ダウン
コート。ウエストにシェイプが掛かり、抜群のスタイルアップ効果を発揮。表地
にはウールが用いられ、女性らしさ漂う逸品。¥128,000（タトラス）

洗練されたハイクオリティダウン〈ラビアナ〉

確かな技術力で “メイド・イン・カナダ” にこだわり続ける老舗ダウンブランド。
創業から50年近くもの間、極寒の地で培われたノウハウがぎっしりと詰まり、確か
な品質がここに。日常着として活躍する事間違いなし。¥78,000（カナダグース）

ショート丈でキュートカジュアルに着こなせる〈ラブラドール〉

袖にフェイクファーがあしらわれ、Aラインに仕上げられたフェミニンな 1 点。    
テディ―ベアの質感を意識して仕上げられたフェイクファーに愛着が持て、        
カジュアルアイテムとの相性も抜群！¥58,000（カオン）

テディーベアのような可愛さを秘めたショート丈ダウン

FUR  COAT
［  フ ァ ー コ ー ト  ］

DOWN  COAT  &  JACKET
［  ダ ウ ン コ ー ト ＆ ジ ャ ケ ッ ト  ］

ニット¥16,000（マイカ＆ディール）/イヤリング ¥12,800（ラダ） ニット¥9,800（クラネ） / 帽子 ¥11,000（トゥ エ モン トレゾア） /パンツ ¥32,000（エージー）
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ビッグトレンド、チェック柄にはキャメルカラーを合わせてクラシカルに

CHECK  × CAMEL

WINTER  CLASSICAL  01

PARIGOT

ヤクガウンコート
モカ / ライトグレー / ネイビー 
¥24,800

POTIOR

2WAYバッグ
〈ストライド〉
¥37,000

LE  VERNIS

フォックスファー付き
ニットグローブ
ブラック / グレー
¥8,900

HYKE

コットンカシミヤ
リブニット
キャメル / ブラック
 グレー
¥28,000

ART  WEAR
DIMITRIADIS  

ストーンピアス
グリーン / ピンク
¥7,900

BONNE  VOLONTE

マフラー
オレンジ/ ライトグレー / べージュ
ラベンダー / ブラック
¥7,900

MAISON
BOINET
レオパードベルト
¥13,800

ブラウス¥32,000（グリード）
スカート¥14,800（オーベル）
ピアス¥3,500（フルール）
パンプス¥29,000
（ピッピシック×パリゴ）

BLUE  DE  BRESSE  

チェック柄ワイドパンツ
¥16,000
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SACRA

ウールギャザースカート
グレー / ピンク / イエロー
¥26,000

FLEUR

ウッド×ファーイヤリング
グリーン / レッド
¥2,900

UN3D

〈 FAKUI 〉ポンポンファー付きソックス
マスタード×ブルー / オレンジ×ネイビー
ブラック×グリーン
¥6,500

カットソー ¥11,800（パリゴ）
ベスト¥56,000（パリゴ）
パンツ¥16,800（パリゴ）
帽子 ¥8,900（グリッロ）
バッグ ¥8,900（キャセリーニ）
パンプス¥29,000（ファビオルスコーニ）

BANNER
BARRETT

クリーミーダブルクロスコート
アイボリー / ネイビー
¥29,000

KARL
DONOGHUE
ムートンティペット
サックス / モカ
¥42,000

冬のマリンスタイルには、冬らしい素材感をオン。女性らしい柔らかさを身に纏って

BORDER  × FUR

WINTER  MARINE02

SMIR  NASLI

エコファーバッグ
アイボリー / ブラック / ボルドー
¥7,000

MICA&DEAL

ボーダーニット
¥15,800

GRILLO

マリンキャップ
チャコール / ブラック
¥8,900
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名品図鑑

01

袖を通す度に気分まで
温かくなるカシミヤニット

私たちも愛用中！

質の良いものを長く愛用する幸せ

カシミヤの素材感際立つアイボリー、ライトグレー。
冬のどんなカラーのアウターにも馴染むベージュ。
肌写りを明るくしてくれるラベンダーの4 色展開。

毎年パリゴの定番として登場しているカシミヤシリーズ。
どんなスタイリングにも自然とマッチするオフタートル
とデコルテを美しく見せるVネックの 2 型。
“冬こそ素材感や着心地にとにかくこだわりたい”
そんな大人の夢を叶えるニット。

ニット¥20,800（パリゴ）
パンツ¥16,800（オーベル）
ベルト¥16,800（メゾン ボワネ）

02

羽織るだけで、
着る人の魅力を惹きたてる
名品チェスターコート

美しいシルエット、素材の重厚感で圧倒的な存在感を発揮
する名品チェスターコート。フロントを開けた時、閉めた時、
共にベストな形を保つ様に、パターンにもかなりこだわった
1枚。36と38の2サイズ展開で、身体にしっくりとくるマイ
サイズを選びたい。

柔らかなカシミヤの風合いから、店
頭でも手に取られるお客様が続出の
ニットです。私も毎年そのシーズンの
カラーを1枚ずつ集めている程のファ
ン！ 着心地の軽さと素材の上質さが
リピートしてしまう理由の1つです。

シンプルなスタイリングが好きな私に
とって、カシミヤシリーズは着こなし
にクラス感をプラスしてくれます。最
近特に良いものを長く着たいと思うよ
うになり、歳を一緒に重ねていきた
い特別なニットです。

私たちも愛用中！

今年はどんなコートを買おうかな？ と嬉
しい悩みを抱えるお客様に、必ずおオス
スメさせて頂いているコートです。羽織
るだけでスタイルアップが叶い、お客様
も納得して下さいます。素材の密度の高
さから丈夫で型崩れの心配も一切なく安
心して長く着続けて頂けます！

メンズライクなパンツの着こなしから、フェ
ミンなスカートスタイルまで幅広いテイスト
に合う魔法のコート。今まで私も様々なチェ
スターコートを着ていますが、このコートを
着ると背筋がピッと伸びるようなきちんと感
が。デイリーには勿論、ドレスコートとして、
シーンが幅広い事も嬉しいポイントです。

広島店　菊地 洋美 尾道店　舟橋 紘恵

横浜店　市島 礼衣子

銀座店　住舎 由佳

¥59,000（パリゴ プレステージ）

タートルニット¥20,800・Vネックニット¥19,800（パリゴ プレステージ）

スカート¥13,800
（パリゴ）

パンツ¥23,000
（ヤヌーク）
ベルト¥16,800
（メゾン ボワネ）
イヤリング ¥12,800
（ラダ）
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DESIGN  DENIM
ファッション感度の高いあなたにオススメ！

COLOR  PANTS
パンツを知り尽くしたあのブランドがカラーパンツを作ったら？

流行り廃りなくずっと使えるベーシックデニム

パリゴでしか買えない！
〈マリベルジーン〉の
美脚ワイドパンツ！

FRAME  DENIM
デザインはロンドン、生産はデニムの
本場 LAで行うデニムブランド。斜めに
入ったカットオフで脚長効果抜群！ 
ヒップラインがこなれた1点。¥36,000AG

新型〈イザベル〉は、登場からすぐに
人気となった大ヒットアイテム！ 今の
気分にピッタリのハイライズと、程良
いゆとりがこなれ感を生み、体型カ
バーも叶えてくれる。¥30,000

RED  CARD
美しいシルエットの定番スキニー 
〈アニバーサリー 25th 〉。柔らか
い素材とストレッチ入りで穿きやす
さ抜群。各 ¥19,000

〈ヤヌーク〉から注目の新型が登場！ 新シル
エットの〈ジョイス〉は、トレンド感のある股
上深めのスリムストレート。つかず離れず
の適度なゆとりで脚がまっすぐキレイに見え
る優秀な1本。

AG
大人気シルエットの〈 ケイシー 〉。
裾に向けてテーパードが掛かってお
り、美脚を実現。ジャストサイズで
スキニーに、1サイズ上げてリラッ
クススリムに。¥33,000

RE/DONE
〈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〉。¥45,000

AALTO
北欧の民族衣装か
らインスパイアされ
た主役級ワイドデ
ニムパンツ。新登
場のミッドライズタ
イプは丈が短く◎。
¥42,000

ジャケット¥28,000（ハイク）/帽子¥3,900（ボネ ヴォ
ロンテ）/ベルト¥13,800（メゾン ボワネ）/シューズ
¥29,000（ルカ グロッシ）

MARIEBELLE  JEAN

AG

艶感のあるサテンストレッチ
素材でオフィスでも着用でき、
自宅で洗える優秀パンツ。濃
いネイビーと柔らかなベー
ジュの2色展開。¥18,000

人気シルエット〈ケイシー〉の
コーデュロイパンツ。キレイな
素材感でもたつかないのがポイ
ント。¥26,000

YANUK
〈ケイ〉のカラーコーデュロイパンツ。
ホワイトカラーには透け防止のため
ポケット裏にベージュの裏地付き。
¥19,000

YANUK

color  :  1

ONE  WASH
INDIGO

color  :  2

FOGGY
NIGHT
BLUE

PARIGOT
EXCLUSIVE!

MUST  BUY PANTS

リジットデニム
風の固そうな顔
なのに穿き心地
柔らか！ メンズ
ライクな深く濃
いワンウォッ
シュインディゴ。
¥19,000

濃いインディゴできれいめにもカジュアルにも合わ
せやすいカラー。太もも部分の細長い色落ちで陰
影を生み、ほっそり見える効果が！ 流行り廃りなく
永く愛用できるカラー。¥23,000

ニット¥48,000
（カラー）
ブーツ¥73,000
（エムエムシックス）

ニット¥20,800（パリゴ）
ベルト¥16,800（メゾンボワネ）
ピアス¥10,800（フィリップ オーディベール）
パンプス¥14,800（パリゴ） 

BASIC  DENIM
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コートと
パンツの

バランス
お悩み解

決！

COAT  +  PANTS
失敗しない黄金ルールを徹底検証！

Q2

〈ディッキーズ〉との初コラボ。カ
ジュアルなチノパンのイメージを
パリゴのお客様の雰囲気に合わ
せて上品でレディーライクなデザ
インに落とし込んだ渾身の1本。
¥14,800（ディッキーズ×パリゴ）

「ロングコートにセミワイドパンツ…？」 一見難しいと思わ
れがちな組み合わせも、ハイウエストのリボンベルト付きの
パンツを選べば、脚長効果が期待でき、相性抜群！
ニット¥20,800（パリゴ）/バッグ ¥148,500（JWアンダーソン）/シュー
ズ ¥82,000（チャーチ）  松山店 / 矢野 可菜（168cm）

柔らかなメルトンを使用したライト
な仕上がりのベーシックチェスター。
真冬の寒い時期も気分が明るくなる
ような着映えカラー、ブルー・ライト
グレー・キャメルの3色展開。
¥43,000（パリゴ）

〈ディッ
キーズ〉

と

パリゴの
初コラボ

！

あったかウ
ールの

美ワイドパ
ンツ

小柄さんにもピッタリ！

オンにもオフにも大活躍！

旬なカラーのベーシックロング
チェスターコートには？

Q4 ＼ 裾ダブルのガウチョパンツがマッチ！／

ヴィヴィッドなカラーが印象的で
冬の着こなしを明るくコーディ
ネートしてくれるパンツ。ボリュー
ム感が出すぎず、小柄な方にも
ピッタリなシルエットが嬉しい。
¥14,800（パリゴ）

定番チェスターコートには、旬なカラーガウチョパンツと合
わせてバランスを楽しみたい。 オフショルニットや女性らし
い小物で男前になりすぎない着こなしに。
ニット¥21,000（フラッグショップ×パリゴ）/バッグ ¥53,000（メアリー
オルターナ）/パンプス¥43,000（ジャンナ メリアーニ）   
銀座店 / 前川 はるな（161cm）

ウールの密度の高さと丈夫さをあ
わせ持つ保温力の高いチェス
ターコート。シェイプされたウエ
ストラインで、チェスターコートな
がらも女性らしい曲線美が叶う。
¥59,000（パリゴ プレステージ）

ウエストシェイプの美シルエット
チェスターコートには？

Q1 ＼ ボリュームが出過ぎないワイドパンツが正解！／

＼ ウエストリボンのチノパンで脚長効果を狙って！／

秋冬マストなウールワイドパン
ツ。美しいシルエットと穿き心地
にこだわり、ワイドながらもボ
リュームが出すぎない計算された
パターン。着こなしに華を添える
ブルーが断然人気。
¥16,800（パリゴ）

ダッフルコートのクリーンなホワイトには差し色がマッチ！
ウエスト位置を高く見せるワイドパンツをチョイスして、ダッ
フルコートのボリュームとのバランスを取って。
カットソー ¥11,800（パリゴ）/バッグ ¥8,900（コントロール フリーク）
パンプス¥29,000（ピッピシック×パリゴ）     岡山店 / 中島 幸（169cm）

革ひもや水牛を使用したトグル
など本物志向のダッフルコート。
長く歳を重ねながら愛用したい
とっておきの１枚。
¥59,000（パリゴ プレステージ）

今年こそ GET したい！
クラス感味わえるダッフルコートには？

A. A.

A. A.

Q3 ＼ 美脚細身テーパードが好バランス！／

ストレッチ性に優れ、起毛素材の
温かみのあるテーパードパンツ。
ノータックでウエスト周りをすっ
きりと見せ、美脚、脚長効果がと
にかく抜群。
¥16,800（オーベル）

たっぷりとしたシルエットと着丈のガウンコートに合わせて、
パンツはとことんスッキリとシンプルに。足首をちらっと見せ
る事で全体を軽やかにし、女っぷりが上がるバランスに。
カットソー ¥16,800（パリゴ）/バッグ ¥47,000（ベルメール）/パンプス
¥19,000（メイポル） 　松山店 / 江尻 恭子（154cm）

羽織るだけでサマになるダブル
フェイスのガウンコート。その日の
気分に合わせてカラーをチェンジ。
着流しスタイルを美しく見せるため
にあえてフロントはホック仕様に。
¥39,000（パリゴ）

旬なオーバーシルエットの
ガウンコートには？
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アクセサリーをまとう感覚で持ちたい

「カラフルなファー」
今季のファーバッグは「多色使い」に注目して！
落ち着きがちな冬のコーデが一気に華やかに。

ワンピース¥21,800（パリゴ）
ピアス¥6,900（リサ オーガスト）

GIANNI
NOTARO  
¥25,000
（ジャンニ 
ノターロ） 

GIANNI
NOTARO  
¥28,000
（ジャンニ ノターロ）

PELLETTERIA
VENETA  
¥15,800
（ペレッテリア ベネタ）

BELLMER  
 ¥58,000
（ベルメール）

POTIOR  
¥38,000
（ポティオール）

TOFF&
LOADSTONE  
¥25,000
（トフ＆ロード
ストーン）

TOFF&LOADSTONE  
¥37,000（トフ&ロードストーン）

LA  TENACE  
左から
¥10,800 
¥14,800 
¥15,800
¥10,800
（ラ テナーチェ）

FABIO
RUSCONI  
¥34,000
（ファビオ ルスコーニ）

FABIO  RUSCONI  
¥26,000
（ファビオ ルスコーニ） 

Luca  Grossi  
¥38,000
（ルカ グロッシ）

ALBERTO  ZAGO  
¥42,000（アルベルト ザーゴ）

ELLEMME  
¥18,000
（エレメ）

PIPPICHIC
×PARIGOT  
¥29,000
（ピッピシック×パリゴ）

PIPPICHIC×PARIGOT  
パンプス¥29,000
（ピッピシック×パリゴ）

MAYPOL  
¥24,000
（メイポル）

BAILARINAS  BY  SKA  
¥19,800（バイラリーナス バイ スカ）

MARIE  FEMME  
¥14,000
（マリー ファム）

CHRISTIAN
VILLA  
¥28,000
（クリスチャン
ヴィラ）

KAKATOO  
¥9,800
（カカトゥー）

CACHE
CACHE  
¥6,900
（カシュ カシュ）

PARIGOT  
¥19,000
（パリゴ）

CASSELINI  
¥11,000
（キャセリーニ） 

PARIGOT  
¥19,000
（パリゴ） 

毎年アップデートしたい！

「ショートブーツ」
美シルエットブーツは、ワードローブの必需品。

レザーのツヤ感とヒールの安定感は選ぶ際の決め手。

程よくトレンドを取り入れるなら？

「異素材ミックス」
ハイブリッドで甘さもクールさも控えられ、
テイストを選ばず持てる意外な優れもの。

旬な形で選ぶなら？

「筒型のバケツバッグ」
コロンとした可愛らしいフォルムでコーデにヌケ感をプラス。
どんなスタイルにも使いまわしできる万能アイテム！

上品カジュアルなスエードが狙い目！

「ペコス＆エンジニア」

普遍的アイテムがトレンドに急浮上！

「バレエシューズ」
ラクチンきれいを叶えてくれ、タイツとの相性も良い

バレエシューズがトレンドにイン！

オールマイティに何でも合う！

「ニュアンスカラー」
エレガントな女性らしさを演出し、持つだけ
で軽さと上品さをプラスしてくれる。

豊かな発色が魅力！

「スエード美パンプス」
カラフルなアイテムがトレンドの今シーズン、
足元もカラフルにアップデート。

MARY  AL
TERNA  
¥53,000
（メアリ オル
ターナ）

ニット¥17,800（パリゴ）
スカート¥39,000
（シー バイ クロエ）
イヤリング ¥12,800（ラダ）
ブーツ¥59,000
（チエ ミハラ）

ニット¥20,800
（パリゴ プレステージ）
パンツ¥26,000
（エージー）
マフラー ¥33,000
（ガシュロウ＆コール）
ベルト¥16,800
（メゾンボワネ）
シューズ ¥15,000
（ラ テナーチェ）

簡単に着脱できるカジュアルブーツは、冬の足元の強い味方。
キレイ目コーデに合わせて程よいカジュアル感をプラスして。

BAG.01 SHOES.01

SHOES.02

SHOES.03

SHOES.04

BAG.02

BAG.03

BAG.04

ニット¥16,000
（マイカ＆ディール）
スカート¥13,800
（パリゴ）
イヤリング ¥7,000
（ライツ）
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トレンドを押さえたフェミニンブランドが勢揃いの〈パリゴガール〉！

冬こそ着たい！
パステルカラーの
愛されコート♥

問い合わせが
殺到する

注目ブランド！ 今着たい
最旬トレンドは
おまかせ！

CLANE

無機質なカラーパレットの中に温
もりが垣間見える “アンニュイな
世界” へ私たちを引き込んで。
左 ニット ¥26,000/ 右 ニット ¥26,000  
インに着たニット¥9,800
STOCKIST：岡山 / 広島 / 松山 / オン
ライン

FRAY  I.D

秋めいたプラムカラーやウォー
ミーな質感で、エレガントな中に
芯のある強い女性をアピール。
ニット¥18,500 / コート¥39,000  
STOCKIST：福山 / 広島

MYSTRADA

可愛いのに甘すぎな
い、大人の女性のた
めのアイテムはフェミ
ニン派にぴったり！
ブラウス¥16,000
コート¥25,000  
STOCKIST：岡山 / 福山 / 
尾道 / 広島

AMERI  VINTAGE

オリジナルのフラワー刺繍を大胆に施した
スカートは、スタイリングの主役にしたい！
ニット¥9,200 / スカート¥19,400  
STOCKIST：福山 /広島

PARIGOT  NEWS!

STARDUST

(    P A R I G O T  S H O P  N E W S  2 0 1 7  W I N T E R    )

ciim〈チマ〉のヘアクリップ !
大好評 !! 金子 真由美 コラボ企画第 2 弾は、

大人可愛いヘアアレンジが話題を呼び、インスタグラムフォロワーが8万人を超
える人気の美容師、金子 真由美さんとの第2弾コラボヘアアクセサリーが登場 !  
前回瞬く間に完売した第 1 弾に続き、今回も「瀬戸内」がモチーフ。いつもの
ヘアにプラスするだけで女性らしさを高めてくれる、金子さんならではのセンス
が凝縮されたヘアクリップをお見逃しなく！

大人なブラックが初登場！
大ヒットのモチーフレースシャツの新色！

パリゴで1番人気のモチーフレースシャツに、初のブラック
が登場！ 冬はタートルをインして、レースからインナーカ
ラーを見せるのもオススメ！
パリゴオンライン（www.parigot.jp）にて先行発売中。

金子 真由美 ciim（チマ）
女子の心をつかむ可愛いゆる
さと、スタイリッシュさを兼ね
備えたヘアアレンジが大人気。
「大人がやりたいアレンジ」と
して予約が殺到。雑誌や書籍、
TV などでも幅広く活躍。Hair 
Salon BOTTOMSに在籍。

女性 2 人が手がけるハンドメイド
アクセサリーブランド。透明感の
ある華やかなヘアアクセサリーが
インスタグラムでも人気。各地で
のイベント出店や、ブランドとのコ
ラボレーションも積極的に展開。

瀬戸内海の限られた場所にのみ
生息する「海ホタル」をイメージ。
夜になると青白く発光する様子
は、まるで夜空にきらめく星屑の
よう。蓄光パウダー入りで暗闇で
光るという、さりげない仕掛けも !

SUNRISE

朝日の差す美しい瀬戸内の情
景をイメージ。金子さんの故郷
である広島を代表する「宮島」
の鳥居の朱色と海のグリーンの
対比が美しいデザイン。鮮や
かな朱色は、気分をアップさせ
てくれるだけでなく魔除けの意
味も込められている。

kanekomayumi12
ciim_chihiro
ciim_mayo

各 ¥4,800 

¥16,800

40mm
¥24,00036mm ¥20,000

32mm 
¥18,000

ダニエル・ウェリントンがオープン！!
パリゴ広島店内に、ショップ イン ショップとして

スウェーデン発のファッションウォッチブランド〈ダニエル ・ ウェリントン〉 の
ショップが 9月29日（金）に、 パリゴ広島店内にオープン。 同ブランドは 2011年
のブランド誕生よりわずか6年で世界100カ国以上の国々で展開、 今では SNS 
による全世界のファン数はファッションウォッチブランドとしてダントツの1位を
獲得 しており、 国内でも最多の店舗数を誇る。 今回オープンする広島店は
ショップ イン ショップ業態としては初の試み。 時計ブランドという概念をなく
し、 ファッションアイテムとしてコーディネイトを楽しめるショップになってお
り、 他セレクトショップでは見ることのできない、 ブランドのオンリーショップで
取り扱われる限定商品等、 全てをラインナップ。 

どこか懐かしさを感じるレトロ
シックなアイテムは、鮮やかなカ
ラーをまとってアップデート。
左 ブラウス¥12,000 右コート¥42,000
STOCKIST：横浜 / 岡山 / 福山 / 尾道 /
広島 / 松山 / オンライン

BANNER

BARRETT

10月13 日（金）
発売開始！

全国のパリゴにて

※ハンドメイドのため、個体差があります。   ※ご予約は承っておりません。
※ご購入はお1人様 2個までとさせていただきます。

先行発売中！
パリゴオンラインにて

※店頭での販売については、最寄りのショップにお問い合わせください。

ユニークな編地の
デザインニットで
周りと差を付けて！

3130



パリゴ オンライン

MAGAZINE～スタッフコラム～ PRE ORDER～予約システム～

WOMEN

MEN

店頭取り寄せも可能！

SNS

PARIGOT ONLINE

2017 WINTER COORDINATE

BLOG

SHOP LISTRECRUIT

_parigot_
parigot_men

2018年新卒・第二新卒採用＆キャリア採用大募集！

ファッションアドバイザーが書くコラムは毎
月20件以上！ 他では見ることのできないバ
イイングレポートも必見。

予約で完売してしまう人気ブランドのプレ
オーダーがオンラインでも可能。

オンライン掲載アイテムは、パリゴ各店へ
の取り寄せ＆試着が可能！ お問い合わせ
フォームからお気軽にご連絡下さい。

送料無料サービス
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に！

気になることは何でも質問
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！ 商品ページの
「ファッションアドバイザーに聞く」からお
問い合わせください。

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/

スタッフブログ

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 
parigot _ matsuyama

（定休日 火曜・水曜・木曜）

毎日更新中！（レディース）
（メンズ）

STAFF  SNAP

04

ニット¥20,800（パリゴ）/スカート¥38,000（ア
カネ ウツノミヤ）/バッグ ¥28,000（クリスチャ
ン ヴィラ）/ブーツ¥42,000（アルベルト ザーゴ）
銀座店 / 前川 はるな（161cm）

コート ¥110,000（ビューティフル ピープル） / パー
カ ¥29,000・パンツ ¥19,000（ともにヤヌーク）  
バッグ ¥43,000（ベルメール）
横浜店/塩田 彩花 （160cm）

ニット ¥57,000（カラー）/パンツ ¥14,800（パ
リゴ）/ ファー ¥46,000（ガシュロウ＆コール）
ブーツ¥42,000（アルベルト ザーゴ）
銀座店 /丹羽 晶子（155cm）

ニット ¥54,000・シャツ ¥32,000 ・パンツ
¥46,000（ともにカラー） / シューズ ¥65,000
（パラブーツ） 
松山店 /今田 和貴 （178cm）

コート¥72,000（ハイク）/ニット¥20,800（パリゴ）
パンツ ¥39,000（アールト） / バッグ ¥21,000（ア
ニタ ビラルディ）/パンプス¥62,000（ハイク）
広島店 /大村 美波（174cm）

ワンピース¥45,000（エリン× パリゴ）/トップ
ス ¥9,800（パリゴ）/ バッグ ¥28,000（クリ
スチャン ヴィラ）/スカーフ¥11,000（マニプリ）
丸の内店 / 石川 和佳（160cm）

マイベストデニムを選んで「バランス美人」の称号を
勝ち取る！！～見た目 -3kgも夢じゃないぞ編～

パリゴ女子が悩めるメンズにレクチャー！
vol.1「香り」の話

ニット¥20,800（パリゴ）/スカート¥27,000（サ
クラ）/ バッグ ¥174,000（クロエ）/ ブーツ
¥59,000（チエミハラ）
岡山店 /金澤 岬侑 （166cm）

コート ¥78,000・ニット¥46,000（ともにマメ）
パンツ ¥20,800（パリゴ）/パンプス¥30,000
（ピッピシック）
尾道店 /生野 亜由理 （158cm）
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パリゴ公式通販サイト

SHOP

and more!

左  コート¥39,000（エンフォルド）/ ニット ¥19,800
（パリゴ）/パンツ ¥14,000（バナー バレット）右 ニット
¥39,000（ステファン シュナイダー）/パンツ ¥26,000
（ソリード）/ともにスニーカー ¥5,800（コンバース）
福山店 /村田 優衣 （167cm） / 平田 泰典（178cm）
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