
1

(J)

(E)

(J)

(E)

(J)

(E)

1

2 STYLE : DAPHNE

COLOR : LT PINK/ SKY BLUE/ CREAM

DESCRIPTION1 : LEOPARD

SIZE : ONE SIZE

BRAND : SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

EUGENIA KIM

NO PHOTO NO PHOTO

DAPHNE

CREAM/ BLK/ RED

LEOPARD

ONE SIZE

PRICE : 200

REMARK : 8/1/09-9/15/09 HI, WEB, NY

アロハラグでもいよいよ、ニューヨーク発の帽子ブランド、ユージニアキムのお取り扱
いがスタートします。多くのセレブに愛されるハンドメイドの帽子コレクションから特
別に、アロハラグ×ユージニアキムのスペシャルコラボレーションの発表です。レオ
パード柄のパイロットニットキャップは、寒い日にはざっくり普段使いで、冬のコー
ディネートのアクセント小物です。大人っぽいクリーム×ブッラック×レッド、又は
キュートなピンク×ブルー×クリーム色の展開です。

NO PHOTO NO PHOTO

Eugenia Kim is a New York based designer who specializes in the production of hats
and other head wear. She is already popular amongst many celebrities and this
season, Aloha Rag collaborates with her to create some functional, easy to wear and
fun headgear! This is a leopard-patterned pilot style knit cap that will keep you warm
on any winter day. It is available in two different color palettes, cream/black/red and
pink/blue/cream.

3 STYLE : DOMINIQUE

NO PHOTO NO PHOTO

Eugenia Kim is a New York based designer who specializes in the production of hats
and other head wear. She is already popular amongst many celebrities and this
season, Aloha Rag collaborates with her to create some functional, easy to wear and
fun headgear! This is a turban style hat, with each end tied in the middle. It has the
look and feel of both a bandana and a hat. It is a great addition to create an exotic or
mode style.

COLOR : PURPLE

DESCRIPTION1 : TURBAN

SIZE : ONE SIZE

PRICE : 175.00

REMARK : 8/1/09-9/15/09 HI, WEB, NY

1 STYLE : 

COLOR : 

SIZE : 

PRICE : 

REMARK : 

DESCRIPTION1 : 

200.00

8/1/09-9/15/09 HI, WEB, NY

アロハラグでもいよいよ、ニューヨーク発の帽子ブランド、ユージニアキムのお取り扱
いがスタートします。多くのセレブに愛されるハンドメイドの帽子コレクションから特
別に、アロハラグ×ユージニアキムのスペシャルコラボレーションの発表です。レオ
パード柄のパイロットニットキャップは、寒い日にはざっくり普段使いで、冬のコー
ディネートのアクセント小物です。大人っぽいクリーム×ブッラック×レッド、又は
キュートなピンク×ブルー×クリーム色の展開です。

Eugenia Kim is a New York based designer who specializes in the production of hats
and other head wear. She is already popular amongst many celebrities and this
season, Aloha Rag collaborates with her to create some functional, easy to wear and
fun headgear! This is a leopard-patterned pilot style knit cap that will keep you warm
on any winter day. It is available in two different color palettes, cream/black/red and
pink/blue/cream.

アロハラグでもいよいよ、ニューヨーク発の帽子ブランド、ユージニアキムのお取り扱
いがスタートします。多くのセレブに愛されるハンドメイドの帽子コレクションから特
別に、アロハラグ×ユージニアキムのスペシャルコラボレーションの発表です。真ん
中でクロスしているターバン風。クロス部分を後ろに被れば、普通のキャップとしても
楽しめます。特徴のある大きな編み目、暖かく、ふわふわなので防寒にも最適。エ
スニックスタイルやモードなコーディネートにも楽しめる、アロハラグお薦めのキャッ
プです。
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BRAND : EUGENIA KIM SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

4 STYLE : CELINE

COLOR : GREY

DESCRIPTION1 : GRANY MERINO MOHAIR

SIZE : ONE SIZE

PRICE : 187.50

REMARK : 8/1/09-9/15/09 HI, WEB, NY

アロハラグでもいよいよ、ニューヨーク発の帽子ブランド、ユージニアキムのお取り扱
いがスタートします。多くのセレブに愛されるハンドメイドの帽子コレクションから特
別に、アロハラグ×ユージニアキムのスペシャルコラボレーションの発表です。メリノ
ウールとモヘアのタモシャンター、大型ベレー帽です。バックにたるませたり、斜め
に被ったりと、工夫次第でいろいろなアレンジが楽しめます。

NO PHOTO NO PHOTO

Eugenia Kim is a New York based designer who specializes in the production of hats
and other head wear. She is already popular amongst many celebrities and this
season, Aloha Rag collaborates with her to create some functional, easy to wear and
fun headgear! This is a great Tam O’Shanter style hat made of merino wool and
mohair. It’s an easy and versatile piece to add to any wardrobe.

5 STYLE : SAMANTHA

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : WAFFLE CASHMERE NEWSBOY 

SIZE : ONE SIZE

PRICE : 212.50

REMARK : 8/1/09-9/15/09 HI, WEB, NY

アロハラグでもいよいよ、ニューヨーク発の帽子ブランド、ユージニアキムのお取り扱
いがスタートします。多くのセレブに愛されるハンドメイドの帽子コレクションから特
別に、アロハラグ×ユージニアキムのスペシャルコラボレーションの発表です。新聞
配達の男の子が被っているイメージでデザインされたカスケット帽は、贅沢にカシミ
ヤを使用。女の子が被ると、それだけでとってもカワイイ。カジュアルにもボーイッ
シュにもコーディネートは自由自在です。

NO PHOTO NO PHOTO

Eugenia Kim is a New York based designer who specializes in the production of hats
and other head wear. She is already popular amongst many celebrities and this
season, Aloha Rag collaborates with her to create some functional, easy to wear and
fun headgear! This is a cashmere casquette hat, inspired by a newspaper boy cap. It
can be worn feminine or in a tom boy style.

6 STYLE : DOHIE

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : SATIN HEADBAND RIBBON MINK POMPOM

SIZE : ONE SIZE

PRICE : 112.50

REMARK : 8/1/09-9/15/09 HI, WEB, NY

アロハラグでもいよいよ、ニューヨーク発の帽子ブランド、ユージニアキムのお取り扱
いがスタートします。多くのセレブに愛されるハンドメイドの帽子コレクションから特
別に、アロハラグ×ユージニアキムのスペシャルコラボレーションの発表です。こち
らは贅沢にサテンのリボンとミンクのポンポンが付いたカチューシャ。付けるだけで
キュートな雰囲気作りが可能です。

NO PHOTO NO PHOTO

Eugenia Kim is a New York based designer who specializes in the production of hats
and other head wear. She is already popular amongst many celebrities and this
season, Aloha Rag collaborates with her to create some functional, easy to wear and
fun headgear! This is a great head band with satin ribbon and pompon details. It is an
adorable addition to any ensemble. You can wear it all year round.
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BRAND : EUGENIA KIM SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

7 STYLE : CRAIG 

COLOR : BLK/ BONE/BONE

DESCRIPTION1 : GROSGRAIN PIPED BRIM/TRIM

SIZE : ONE SIZE

PRICE : 275.00

REMARK : 8/1/09-9/15/09 HI, WEB, NY

アロハラグでもいよいよ、ニューヨーク発の帽子ブランド、ユージニアキムのお取り扱
いがスタートします。多くのセレブに愛されるハンドメイドの帽子コレクションから特
別に、アロハラグ×ユージニアキムのスペシャルコラボレーションの発表です。大き
なリボントリムが特徴。特別なお出かけには、リュクス感いっぱいのこの帽子を被っ
てドレスアップを。

NO PHOTO NO PHOTO

Eugenia Kim is a New York based designer who specializes in the production of hats
and other head wear. She is already popular amongst many celebrities and this
season, Aloha Rag collaborates with her to create some functional, easy to wear and
fun headgear! This is a great hat for every day wear or for a special occasion. Change
up your style with different ensembles.  It has ribbon trim detailing to keep the classy
look.

8 STYLE : AVA

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : CROWN CLOCHE/CALF TRIM/MINK POM

SIZE : ONE SIZE

PRICE : 300.00

REMARK : 8/1/09-9/15/09 HI, WEB, NY

アロハラグでもいよいよ、ニューヨーク発の帽子ブランド、ユージニアキムのお取り扱
いがスタートします。多くのセレブに愛されるハンドメイドの帽子コレクションから特
別に、アロハラグ×ユージニアキムのスペシャルコラボレーションの発表です。アシ
ンメトリーデザイン。シックで大人っぽいデザインにも、ミンクのポンポンで可愛らしさ
をプラス。年齢を問わずに楽しんで頂けます。

NO PHOTO NO PHOTO

Eugenia Kim is a New York based designer who specializes in the production of hats
and other head wear. She is already popular amongst many celebrities and this
season, Aloha Rag collaborates with her to create some functional, easy to wear and
fun headgear! This is a sophisticated, asymmetrically styled hat with a pink mink
pompom, which adds a bit of cuteness to it. Easy to wear all winter long.

9 STYLE : 

COLOR : 

DESCRIPTION1 : 

SIZE : 

PRICE : 

REMARK : 

NO PHOTO NO PHOTO


