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1 STYLE : 

COLOR : 

SIZE : 

PRICE : 

REMARK : 

DESCRIPTION1 : 

372.60

SEP. HI, WEB

キルスティン・ダンストやサラ・シルバーマンらのモデル起用でも話題を呼んでいる
ボーイバイバンドオブアウトサイダーズから、やさしくナチュラルな風合いのガーゼ
シャツの胸元にプリーツを添えて、タキシードシャツのクラシカルなディテールを織り
交ぜたクロップドシャツです。七部丈スリーブでガーリーに着こなして頂けます。
ボーイのコレクションの雰囲気にあった深いグリーンカラーをセレクト。

This top from Boy by Band of Outsiders, has the perfect contrast of tomboy and
feminine styles. The tux inspired pleated front combined with the soft and light
material creates a perfect look. The sleeves are wide and have a gentle flow to them
to keep the femininity. Perfect worn casually with jeans or with black pants and heels
on a night out.  3

キルスティン・ダンストやサラ・シルバーマンらのモデル起用でも話題を呼んでいる
ボーイバイバンドオブアウトサイダーズから、ダブルプリーツショーツです。無造作
にロールアップした雰囲気を再現した裾の丸みがキュート。バックポケット、ウェスト
バンドも２本添えられアクセントに。素材の温かみと溶け合うミディアムトーンのグ
レーをセレクトしました。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a pair of wool blend shorts from Boy by Band of Outsiders. It has double
pleats on the front and a roll up detail on the hem. Great to wear over tights or alone
in the fall and spring. The medium grey color allows them to be paired with any
color or style. Perfect match for all of the Boy tops this season. 1/2

COLOR : MEDIUM GREY

DESCRIPTION1 : DOUBLE PLEAT SHORT

SIZE : 0, 2

PRICE : 473.80

REMARK : SEP. HI, WEB

PRICE : 289.8

REMARK : SEP. HI, WEB

キルスティン・ダンストやサラ・シルバーマンらのモデル起用でも話題を呼んでいる
ボーイバイバンドオブアウトサイダーズから、ボーイフレンドシャツです。レングスや
スリーブを長めに取りながら、全体的なシルエットは至って細身でフェミニンな仕上
がり。今が旬のボーイフレンドシルエットをボーイ流にアレンジしています。

NO PHOTO NO PHOTO

This is the perfect “boyfriend” shirt from Boy by Band of Outsiders. It is long in
body length, and long in sleeve length to keep with the boyfriend style, but the
slimmer cut of the shirt keeps the femininity. It’s the perfect casual top to wear over
leggings, shorts or jeans. Pair with sneakers, boots, or heels, depending on your own
personal style.  3

3 STYLE : BY0388

BRAND : SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

BOY

NO PHOTO NO PHOTO

BY0117

BURGUNDY

CROPPED TUX PLEATED BIB SHIRT

0, 2

2 STYLE : BY0130

COLOR : BLK/WHT PLAID

DESCRIPTION1 : BOYFRIEND SHIRT

SIZE : 0, 2
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PRICE : 315.10

REMARK : SEP. HI, WEB

キルスティン・ダンストやサラ・シルバーマンらのモデル起用でも話題を呼んでいる
ボーイバイバンドオブアウトサイダーズから、モヘア素材のボーダーVネックニットで
す。コレクションの雰囲気に合わせたプレッピーなスタイルはもちろん、グランジスタ
イルに着崩したい１枚。オーバーサイズでゆったり着ると更に雰囲気が出ます。前
後ろ着用可能な嬉しいデザイン。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a great v-neck sweater from Boy by Band of Outsiders. You can wear it fitted
in a preppy style, or oversized for more of a grunge look. The V-neck can be worn in
the front or back to create even more looks. Wear it over leggings or jeans. Also
looks great under a leather jacket.　4, leggings/ slim blk denim, leather jacket

This is a great mohair cable knit sweater from Boy by Band of Outsiders. The
contrast of material and style make it a very interesting piece. Match with a pair of
jeans for an easy look. Perfect under a dark jacket or coat, for a pop of color on the
inner.　3

6 STYLE : BY0M32

COLOR : STRIPE DK BLUE/BURGUNDY

DESCRIPTION1 : OVERSIZED V-NECK

SIZE : 0, 2

SIZE : 0, 2

PRICE : 549.70

REMARK : SEP. HI, WEB

キルスティン・ダンストやサラ・シルバーマンらのモデル起用でも話題を呼んでいる
ボーイバイバンドオブアウトサイダーズから、モヘア素材のボーダークルーネック
ニットです。モヘアのやわらかな素材にケーブルニットのトラッドなテイストをミックス
して、オリジナリティ感じる１枚に。

NO PHOTO NO PHOTO

NO PHOTO NO PHOTO

This is the perfect peacoat from Boy by Band of Outsiders. It is made of 100% wool
to keep it heavyweight for the winter. It is kept feminine with the slim cut bodice and
longer length. The gold buttons stand out against the dark background. It is fully
lined in a beautiful striped fabric and will definitely be your every day coat.  6,
leggings

5 STYLE : BY0M31

DESCRIPTION1 : CROPPED BOXY CABLE K

DESCRIPTION1 : PEACOAT

SIZE : 0, 2

PRICE : 1,619.20

REMARK : SEP. HI, WEB

キルスティン・ダンストやサラ・シルバーマンらのモデル起用でも話題を呼んでいる
ボーイバイバンドオブアウトサイダーズから、細身に仕上がったPeaコートです。内
側は、ストライプパターンが際立つフルライニング。ヘビーウェイトウール使用で真
冬にも活躍。バルキーになりがちなPeaコートをタイトなシルエットに長めのレングス
を合わせ、金ボタンを添えることで女性らしい１枚に。

BRAND : BOY SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

4 STYLE : BY0611

COLOR : BLK


