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2 STYLE : HRL002

COLOR : PINK/WHT SKULL

DESCRIPTION1 : SKULL SWEATER

SIZE : S, M

BRAND : SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

LPF

NO PHOTO NO PHOTO

AF74

DERBY GREY/GOLD

ZEBRA ZIP JKT

S, M

PRICE : 1995

REMARK : 

全て手作業で仕上げたルシアンペラフィネのカシミアセーター。淡いピンクにホワイ
トのスカルがほわんと浮き立って、パステル色が放つ特有の可愛さが魅力の１枚で
す。スカル部分には、モへアを使用し、テクスチャーに差をつける事によって、スカ
ルをより引き立たせるデザインとなっています。グレーのお取り扱いもございます。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a hand knit cashmere sweater from Lucien Pellat-Finet. The white skull is
knit into the sweater  with mohair to give a contrast of  texture. This will keep you
warm in the winter, great as an inner to a solid coat. The pink and white colorway
keeps it cute which contrasts with the hardness of the skull design. Also available in
grey.

3 STYLE : CL045

NO PHOTO NO PHOTO

This is a classic Lucien Pellat-Finet cardigan. It is simple in design, with minimal
embellishments, but it is made unique by the choice and placement of colors. We
chose  the cardigan  in a salmon pink, grey and white color combo. Additional details
include their signature skull embossed shell buttons, and silver embroidered skull on
the chest. Perfect for your everyday  wardrobe.

COLOR : GREY/L.ORANGE/WHT SKULL

DESCRIPTION1 : 3 COLOR CARDIGAN

SIZE : XS, S, M

PRICE : 894.60

REMARK : 

1 STYLE : 

COLOR : 

SIZE : 

PRICE : 

REMARK : 

DESCRIPTION1 : 

1,961.40

ルシアンペラフィネからゼブラとファイヤーパターンをミックスしたような大胆な絵柄
が視線を集めるカシミアジップアップジャケットです。インパクトあるパターンには、
可愛さを押し出すグレー×イエローカラーのコンビをチョイス。バックには、お決まり
のスカルマークがスタンバイ。

This is a statement making cashmere zip up jacket from Lucien Pellat-Finet. It
features a large skull over a zebra/fire type print background. We chose the grey and
yellow colorway to keep the look bold, yet still soft and cute. The grey tone allows it
to be an easy piece to wear.

ルシアンペラフィネらしさを感じさせる自由な色選びで、装飾も少ないシンプルなカ
シミアカーディガンをオリジナリティ高める１点に変換したマルチカラーカーディガン
です。キュートなパステルサーモンピンク×グレーのコントラストにホワイトトリムとス
リーブを合わせて品良く仕上げました。もちろんカラーセレクトもアロハラグ独自によ
るセレクションです。胸元には、シルバーステッチングによるスカル刺繍付き、シェ
ルボタンにはお馴染みのスカルが刻印されています。
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BRAND : LPF SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

4 STYLE : AT986F

COLOR : WTK

DESCRIPTION1 : LONG CARDIGAN

SIZE : S, M

PRICE : 2,079.00

REMARK : 

モヘアニットを転写したような新プリントのネーミングは、デストロイスカル。ネーミン
グに相応しい迫力ある雰囲気でロック、グランジスタイルがはまるカシミアカーディガ
ンです。着丈も長めなので、レギンスに組み合せてヘビーローテション確実なアイ
テムに。バッグには、スカルもしっかり配されてルシアンムードたっぷりです。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a luxurious cashmere cardigan  from Lucien Pellat-Finet. This new mohair
knit print is called “destroy skull”. It is a longer length and easy to wear in a rock or
grunge style. The skull on the back is subtle, with the low contrast of colors. You can
match it with a simple pair of leggings for a put together  look.

5 STYLE : EVF75 SKULL

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : POLO DRESS

SIZE : XS, S, M

PRICE : 546.00

REMARK : 

ルシアンペラフィネの定番ロングセラーアイテムのポロシャツがドレスバージョンで
登場です。胸元には、トレードマークのスカルがシルバーでステッチングされ、ブラ
ンド感をさりげなくアピール。大人のカジュアルが瞬時に楽しめるポロワンピは、ク
ローゼットにも欠かせません。グレー×リーフエンブロイダリーのお取り扱いもござい
ます。

NO PHOTO NO PHOTO

This is the adorable dress version of Lucien Pellat Finet’s popular polo shirt. It
features  their signature skull embroidered on the chest and it’s the perfect length for
all year round use.  It’s a casual, yet luxurious piece that is easy to wear. Also
available in grey with hemp embroidery.

6 STYLE : EVF74 LEAF

COLOR : GREY

DESCRIPTION1 : POLO DRESS

SIZE : XS, S

PRICE : 546.00

REMARK : 

ルシアンペラフィネの定番ロングセラーアイテムのポロシャツがドレスバージョンで
登場です。胸元には、トレードマークのリーフがシルバーでステッチングされ、ブラ
ンド感をさりげなくアピール。大人のカジュアルが瞬時に楽しめるポロワンピは、ク
ローゼットにも欠かせません。ブラック×スカルエンブロイダリーのお取り扱いもござ
います。

NO PHOTO NO PHOTO

This is the adorable dress version of Lucien Pellat Finet’s popular polo shirt. It
features  their signature hemp leaf embroidered on the chest and it’s the perfect
length for all year round use.  It’s a casual, yet luxurious piece that is easy to wear.
Also available in black  with skull embroidery


