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SIZE : 

BRAND : GIVENCHY PRE SEASON :

NO PHOTO

This bag is made using one of Givenchy’s most prominent details, ostrich feathers.
This is a great party/evening bag that has a detachable chain and leather handle to
allow you to carry it as a clutch. It has a box base which is then lavishly decorated
with the ostrich feathers. It is lined in cotton and has a magnetic closure. Perfect for a
night on the town or a black tie event.

2 STYLE : 9W5910 11

ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

1 STYLE : 9W5602 45

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : LARGE VERTICAL CLUTCH W/CHAIN HANDLE AND OSTRICH FEATHER

COLOR : BLK

PRICE : 1,750.00

REMARK : 

今シーズン際立つディテールのひとつであるオストリッチフェザーをベースとなるレ
ザーボックスに豪勢にあしらったジバンシーのパーティーバッグです。取り外し可能
なハンドル（チェーン×レザー）を外すとクラッチ感覚で更にスペシャル感の加わっ
たルックスをお楽しみいただけます。フルコットンライニング付き。開き口は、マグ
ネットで開閉します。

NO PHOTO

REMARK : 

オストリッチフェザーに並んで、今期各ブランドからこぞって展開されているモンゴリ
アンファーで惜しみなくレザーバッグを装飾したラグジュアリー感溢れるジバンシー
のバッグです。ストラップは、取り外しも可能です。バッグの域を超えて身に纏う感
覚で楽しんで頂きたい１点です。フルコットンライニング付き。開き口は、マグネット
で開閉します。

NO PHOTO NO PHOTO

This luxurious bag from Givenchy is made of Mongolian fur, a trend that you will
see in many collections. It is not just a bag, but it is a piece of your wardrobe. It has a
detachable strap, cotton lining and a magnetic closure. Make this part of your fall
ensemble.

DESCRIPTION1 : OMBRE BAG IN MONGOLIAN FUR

SIZE : 

PRICE : 1,670.00

SIZE : 

PRICE : 1,185.00

REMARK : CANVA

3 STYLE : 9W5801 29

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : MEDIUM SACCA CANVAS LEATHER LOOK W/ LEATHER HANDLES

コーティングキャンバス使用のミディアムサイズSaccaです。型押しレザーの雰囲気
に最大限近づけたルックスが何よりもの魅力です。トリムとハンドルには、リアルレ
ザーを使用し、コントラストを添えています。フルコットンライニング。内側には、３つ
に分かれたポケット（中央はジップ付きポケット）が配され、嵩張るお荷物もすっきり
とまとめて頂く事が可能です。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a medium sized Sacca bag from Givenchy. It is made of coated canvas, which
is embossed to give it a faux leather look. The trim and handles are made of real
leather for contrast. It’s a functional handbag with two large compartments and
middle zip compartment. Cotton lined. It is the perfect everyday bag.

ACCESSORY & SHOES
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ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

4 STYLE : 9W5421 03

COLOR : PURPLE

BRAND : GIVENCHY PRE SEASON :

NO PHOTO NO PHOTO

This is the medium sized Eclipse bag from Givenchy.  It is made of luxurious, shiny
lamb leather. It has a great rounded shape and a woven handle to add to the overall
elegance of the bag. It is the perfect size for everyday use. It is available in black and
purple.

DESCRIPTION1 : MEDIUM  ECLIPSE IN SHINY GRAIN LTHR & SILVER CHAIN HANDLE

SIZE : 

PRICE : 1,595.00

5 STYLE : 9W5421 03

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : MEDIUM  ECLIPSE IN SHINY GRAIN LTHR & SILVER CHAIN HANDLE

REMARK : 

コロンと丸いシェイプが魅力のジバンシーのECLIPSEバッグ、ミディアムサイズで
す。高級感漂うシャイニーテクスチャー（ラム）レザーを使用しています。ハンドル部
分は編み込まれ、ラグジュアリアスな全体のルックスに見合う配慮がなされていま
す。ブラックとパープル２カラーのお取り扱いになります。

コロンと丸いシェイプが魅力のジバンシーのECLIPSEバッグ、ミディアムサイズで
す。高級感漂うシャイニーテクスチャー（ラム）レザーを使用しています。ハンドル部
分は編み込まれ、ラグジュアリアスな全体のルックスに見合う配慮がなされていま
す。ブラックとパープル２カラーのお取り扱いになります。

NO PHOTO NO PHOTO

This is the medium sized Eclipse bag from Givenchy.  It is made of luxurious, shiny
lamb leather. It has a great rounded shape and a woven handle to add to the overall
elegance of the bag. It is the perfect size for everyday use. It is available in black and
purple.

6 STYLE : 9W5308 26 

SIZE : 

PRICE : 1,595.00

REMARK : 

PRICE : 1,665.00

REMARK : 

今となっては、ジバンシーの代表格として認識されているナイチンゲールバッグのミ
ディアムサイズです。グレーにも見える上品で控えめなカーキカラーは、オール
シーズン、フル活用頂ける嬉しいお色目です。優しい色目をさりげなく押し出すシャ
イニーヴィンテージルックレザーを使用しています。

NO PHOTO

COLOR : KHAKI

DESCRIPTION1 : MEDIUM SHINY VINTAGE LEATHER NIGHTINGALE

SIZE : 

NO PHOTO

This is Givenchy’s signature bag, the Nightingale. This season it comes in an elegant
khaki color that can also look grey. It is a great medium size which makes it perfect
for everyday use and all year round. The leather is shiny, which compliments its soft
color.


