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1 STYLE : 

COLOR : 

SIZE : 

PRICE : 

REMARK : 

DESCRIPTION1 : 

950.00

7/1/09-7/31/09 HI, WEB

今シーズンのランウェイショーでも多用された３．１フィリップリムのシグニチャースタ
イルウールコートです。かっちりとしたナポレオンスタイルで、ミリタリー調のディテー
ルとしてエポーレットや立ち襟が。そして特徴的なのは二つのパートに分かれたフ
ロントです。隠しボタンで開閉ができ、全部とめておけばおけば綺麗なダブルブレ
ストのフロントですが、ボタンを外すと上下の生地が分かれる特別な一枚になりま
す。また、お色がネイビーなのでブラックリボンのトリミングが際立ちます。ドレススタ
イルにもパンツルックにも是非どうぞ。

This is a double breasted grosgrain trimmed napoleon coat from 3.1 Phillip Lim.
This is 3.1’s signature coats of the season, and has been seen on the runway in
various materials and colors. There are several military inspired details such as
epaulets on the shoulders and a stand up collar. More details on the front bodice and
a break away hem make it special. It’s in a dark navy with black ribbon trim. with
f209-4375rbp slate / f209-4363sgc nvy / f209-4788lpp leopard / F109-5340mwl blk,
f209-1187vhj gry

今季３．１フィリップリムのランウェイショーではTシャツドレスと合わせられ、新しい
High&Lowスタイルを提案したこちらの高級感溢れるモンゴリアンファージャケット。
優しい手触りと雰囲気のモンゴリアンシープファーを贅沢に使い、前のファスナー
部分には一つ一つ手刺しでビーズ細工が刺繍されています。今年のキーアイテム
でもあるボリューム感たっぷりのファーコート、是非ドレスの上に羽織ってラグジュア
リーなスタイルをお試しください。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a Mongolian lamb fur coat from 3.1 Phillip Lim. It has a hand embroidered
placket with beads and metal as accents. It was paired with a t-shirt dress on the
runway, which suggests the pairing of casual and dressy pieces together. Accentuate
the contrast that way, or keep it dressy with a classy dress and heels.  with f109-
4183tdj dusty rose / f209-4788lpp leopard / f209-4375rbp slate

COLOR : GREY

DESCRIPTION1 : CURLY FUR JKT W/ HAND EMBROIDERED PLACKET

SIZE : 0, 2, 4

PRICE : 1,650.00

REMARK : 7/1/09-7/31/09 HI, WEB

PRICE : 85

REMARK : 7/1/09-7/31/09 HI, WEB

巨大に拡大されたダイアモンドがバランス良くプリントされた３．１フィリップリムのタン
クトップです。カジュアルなアイテムなのにロマンチック、その日の装いを華やかにし
てくれる一枚です。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a much more than simple, racer back tank from 3.1 Phillip Lim. Has the print
of magnified rhinestones which will dress up any outfit. It is casual, yet romantic and
can easily be dressed up or down.  with F109-5340mwl blk

3 STYLE : F209-6349TMF

BRAND : SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

3.1 PHILLIP LIM

NO PHOTO NO PHOTO

F209-8260FWF

BLK

DOUBLE BREASTED GROSGRAIN TRIMMED NAPOLEON COAT W/ BREAK-AWAY HEM

0, 2

2 STYLE : F202-1281TSJ

COLOR : WHT

DESCRIPTION1 : MAGNIFIED RHINESTONE PRINT RACER BACK TANK

SIZE : XS, S, M
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PRICE : 495.00

REMARK : 7/1/09-7/31/09 HI, WEB

３．１フィリップリムが今季用にクリエイトした、ブランドオリジナルのレオパードプリン
トドレスです。ワップドレスのように見せる広く開いた胸もとはさらにフリルで飾られ、
袖口はコーネットスリーブ。そんな女性らしいディテールに反してシルエットはウェス
トの絞りのないすとんとしたラインが特徴です。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a faux wrap mini ruffle dress from 3.1 Phillip Lim is in his original leopard
print for the season. He adds elegant details such as ruffles around the neckline and
cornet sleeves. It has a natural silhouette that falls beautifully on the body. An easy
piece for all year round use.

This is a luxurious embroidered tee from 3.1 Phillip Lim. It is a heather grey tee with
lace, ribbon and beaded embroidery in an army camouflage pattern. The neckline
eliminates masculinity, and you can dress it up or down easily.  with F109-5340mwl
blk

6 STYLE : F209-4788FPP

COLOR : WHT

DESCRIPTION1 : FAUX-WRAP MINI RUFFLE DRESS W/ CORNET SLEEVE

SIZE : 0, 2, 4

SIZE : XS, S

PRICE : 375.00

REMARK : 7/1/09-7/31/09 HI, WEB

レースやリボン、ビーズの刺繍で描かれた上品な迷彩柄が新しい３．１フィリップリム
のコットンタンクトップです。ベースのお色も優しいグレー、襟口も広めに取られ、
ハードなはずの迷彩柄を女性らしく着こなしていただける一枚です。

NO PHOTO NO PHOTO

NO PHOTO NO PHOTO

This is a great crochet trimmed dolman mantelet. This is part cardigan, part cape.
The dolman sleeves really give it a great shape when worn, and the black on grey
contrast makes it incredibly easy to wear. It is made of 100% lambs wool to keep
you warm during the winter.   with f109-4797sdg blk / F109-5340mwl blk

5 STYLE : F209-1187VHJ

COLOR : GREY

DESCRIPTION1 : EMBROIDERED TEE

DESCRIPTION1 : CROCHET TRIM DOLMAN MANTELET

SIZE : XS, S

PRICE : 595.00

REMARK : 7/1/09-7/31/09 HI, WEB

３．１フィリップリムから１００％ラムウールの暖かいマントカーディガンです。優しい色
合いのグレー地にブラックのクローシャ編みが映え、ドルマンスリーブは女性らしい
優しいシルエットを打ち出してくれます。肌寒くなってくる季節の強い味方になりそう
です。

BRAND : 3.1 PHILLIP LIM SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

4 STYLE : F209-7338WDR

COLOR : GREY
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NO PHOTO NO PHOTO

This is an amazing double breasted trapeze coat from 3.1 Phillip Lim. It has pagoda
shoulders which is a strong trend for this season. It has a strong shape on the front
and soft trapeze shape in the back. The double gold button front with ribbon detail
makes this coat special. Beautiful when worn open or closed. Make this your staple
coat for the season.

DESCRIPTION1 : DOUBLE BREASTED PAGODA SHOULDER TRAPEZE COAT

SIZE : 0, 2, 4

PRICE : 895.00

REMARK : 8/1/09-8/31/09 HI, WEB

とにかくシルエットが美しい３．１フィリップリムのトラピーズウールコートです。今季ど
このブランドもこぞって発表している大注目の強いショルダー、こちらのコートも主張
のある肩回りが特徴的ですが、着てみると全体をほっそり見せてくれる効果は感動
的。金ボタンでかっちりした印象のフロントとは対照的に、バックは大きなスリットが
入ってふんわりとしたトラペーズ型で、サイドから見ても主張のあるシルエットです。
ダブルボタンになったフロントの内側にはリボンのディテールが施され、脱いでもス
テキな一枚です。

３．１フィリップリムらしいシルクシフォンのドレスです。生地のシルクは縮れ織りに
なっており、グレートーンのお色と相まってビンテージドレスのような雰囲気です。フ
リル状に大きく取られた襟回りはジッパーで開きの調節が可能になっています。ま
た、ウェストは絞られて女性らしいシルエットに仕上がります。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a ruffle collar dress from 3.1 Phillip Lim. It has beautiful cornet sleeve and is
narrow at the waist to create a feminine silhouette. There is a hidden zipper closure
under the ruffles. This is a vintage inspired dress made of 100% silk crinkle chiffon
with rabbit pattern. It’s the perfect dress for all seasons.

9 STYLE : F309-8209DWC

COLOR : BLK

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : RUFFLE COLLAR DRESS W/ CORNET SLEEVE

SIZE : 0, 2

PRICE : 650.00

REMARK : 7/1/09-7/31/09 HI, WEB

PRICE : 975.00

REMARK : 7/1/09-7/31/09 HI, WEB

今季フィリップリムのランウェイショーにも登場したミニドレスです。フラッパーな雰囲
気を盛り上げる贅沢にビーズで装飾された裾や首回り、そしてエキストラファブリック
で飾られた肩回り。またビーズによって全体的に重みがかかり作り出されるこなれた
シルエットは、この冬の夜のお出かけにピッタリです。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a great beaded flapper mini dress from 3.1 Phillip Lim. It is extremely soft
and made of 100% silk. The bright beads stand out against the dark background. It
shows a great flapper style, with random beads handing from the hem and extra
fabric around the shoulders. It is heavy weight to allow the dress to have a settled
silhouette. Perfect for a winter’s night out. Pair with tights and heels for a perfect
dressed up look.

8 STYLE : F209-4375RBP

ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

7 STYLE : F209-4363SGC

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : BEADED FLAPPER MINI DRESS

SIZE : 0, 2

BRAND : 3.1 PHILLIP LIM SEASON : 0910FW
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This is a rabbit fur winter hat by 3.1 Phillip Lim. It is incredibly soft and will keep
you warm all winter. In this natural white color, it is easy to match with any outfit.

SIZE : ONE SIZE

PRICE : 295.00

REMARK : 7/1/09-7/31/09 HI, WEB

１００％ラビットファーの贅沢なキャップが３．１フィリップリムから登場です。ふんわり
とした見た目に極上の肌触りが優しく冬の頭を包んでくれる一枚です。

NO PHOTO NO PHOTO

NO PHOTO NO PHOTO

This is a hand embroidered jewel necklace from 3.1 Phillip Lim. You can wear it to
dress up any casual outfit. Also, wear it with a dress and add a great finishing touch.
You can wear it all year round. Wear it over a turtleneck in the winter, or against your
skin in a tank or strapless dress in the summer. It is made of 100% silk which gives it
a high quality look.

12 STYLE : F209-0844KRF

COLOR : GREY

DESCRIPTION1 : SNOW HAT

DESCRIPTION1 : HAND EMBROIDERED JEWEL NECKLACE

SIZE : ONE SIZE

PRICE : 295.00

REMARK : 7/1/09-7/31/09 HI, WEB

３．１フィリップリムから今季大注目のビックネックレスです。シルク素材に手刺し刺繍
でジェムが飾られています。シンプルなセーターやTシャツもこちらのネックレスと組
み合わせるだけでゴージャスな一枚に変身。また、着回しの難しいドレスもこれ一本
で表情が変わります。一本持っていればコーディネートの強い味方になること間違
いなしです。

今季３．１フィリップリムのランウェイショーでは高級感溢れるモンゴリアンファージャ
ケットと合わせられ、新しいHigh&Lowスタイルを提案したこちらのTシャツドレス。リ
ラックスしたフィットですが、優しい絞り染めにとけ込む、胸元と裾に施された装飾が
特徴的です。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a great relaxed fit t-shirt from 3.1 Phillip Lim. It is in the most easy color to
wear, dusty rose with a tie-dyed effect and cording embellishment in the front. It
works well with natural colors, or strong colors such as black or white. Perfect for all
year round use.

11 STYLE : F209-0789SDS

COLOR : BLK

COLOR : ROSE

DESCRIPTION1 : 

SIZE : S, M

PRICE : 350.00

REMARK : 6/1/09-6/30/09 HI, WEB

BRAND : 3.1 PHILLIP LIM SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

10 STYLE : F109-4183TDJ
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SIZE : 

PRICE : 

REMARK : 

NO PHOTO NO PHOTO

NO PHOTO NO PHOTO

15 STYLE : 

COLOR : 

DESCRIPTION1 : 

DESCRIPTION1 : 

SIZE : 

PRICE : 

REMARK : 

今季の３．１フィリップリムのインスピレーションとなった、ロマンチックなロックンロー
ルやグラムロックの雰囲気を簡単に取り入れることのできるバックです。ランウェイ
ショーに登場した際には、金ボタンのウールコートとコーディネートさていたこちらの
バック、暗いトーンになりがちな冬の装いを、水玉模様にも見えるクロコ柄の型押し
をゴールドでプリントした華やかさで一気にトーンアップします。ショルダーストラップ
には縄のディテール、鍵やリボンのチャームも付いて来ます。

NO PHOTO NO PHOTO

This is the “Maxine” handbag from 3.1 Phillip Lim. It has passementerie shoulder
strap with lucky charms on it. It is made of 100% pig suede with a crocodile
embossed pattern, which can also resembles a dotted pattern. The pattern is printed
in gold, which will help brighten up any dark winter ensemble. Little details like the
shoulder strap, charms, key, ribbon and logo, help make this bag special. Worn with
Trapeze wool coat on the runway.

14 STYLE : 

COLOR : 

COLOR : BLK/GOLD

DESCRIPTION1 : "MAXINE" HANDBAG W/ PASSEMENTERIE SHOULDER STRAP AND LUCKY CHARMS

SIZE : ONE SIZE

PRICE : 650.00

REMARK : 7/1/09-7/31/09 HI, WEB

BRAND : 3.1 PHILLIP LIM SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

13 STYLE : F209-0112CSA


