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1 STYLE : 

COLOR : 

SIZE : 

PRICE : 

REMARK : 

DESCRIPTION1 : 

458.78

7/15/09-9/15/09 HI, NY, WEB

毎シーズン人気のワンピースを手掛ける、イタリア発のM BY MARANI。2種類の異
素材、ニットとベロアのスカートを組み合わせたオールインワンタイプです。大きく開
いたUネックラインが、首周りを綺麗に見せてくれます。

M by Marani is an Italian brand that specializes in creating signature dresses.  Made
of knit and velour, this one piece is comfortable and easy to wear, with an illusion of
being a separate sweater and skirt.  The deep U-neck spices up the look.

毎シーズン人気のワンピースを手掛ける、イタリア発のM BY MARANI。薄手のサー
クルニットワンピース。ウェストからヒップにかけては、タイトな作りとなっています。
ヒップ部分でフィットを調節し、たるみで遊んで頂けるデザインです。タイツを合わせ
て一枚での着こなし、またスキニーパンツに合わせてトップスとしてのコーディネート
も。

NO PHOTO NO PHOTO

M by Marani is all about making dresses that will last through the fashion seasons,
including this versatile piece. This comfortable circle dress is a turtleneck and is
more fitted around the hips.  Dress it up as a dress with jewelry and accessories or
dress it down by wearing it as a top over skinny jeans.

COLOR : MEL GREY

DESCRIPTION1 : CIRCLE DRESS

SIZE : S, M

PRICE : 401.94

REMARK : 7/15/09-9/15/09 HI, NY, WEB

PRICE : 442.54

REMARK : 7/15/09-9/15/09 HI, NY, WEB

毎シーズン人気のワンピースを手掛ける、イタリア発のM BY MARANI。金ボタンが
アクセントのミニスカートとニットセーターのオールインワン。忙しい朝にはこれ一枚
で決まる、スタイリング不要な便利なワンピースです。

NO PHOTO NO PHOTO

This one-piece dress from M by Marani also has the appearance of being two
separate pieces, a sweater and a miniskirt.  The sweater is slightly sheer while the
skirt has two front pockets and gold buttons.  It is easy to wear and great to have
when you are in a rush in the morning.

3 STYLE : M17012

BRAND : SEASON :
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

MBYMARANI

NO PHOTO NO PHOTO

J27010

NAVY/ BLK

VELOURS SKIRT DRESS 

S, M

2 STYLE : M17006

COLOR : NIGHT BLUE

DESCRIPTION1 : BOTTON

SIZE : S, M
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PRICE : 

REMARK : 

NO PHOTO NO PHOTO

M by Marani is an Italian brand that specializes in creating signature dresses. This
boat-necked circle dress is made of shiny black velour, providing a playful but
conservative look. The bottom is designed to be fitted around the hips, and can be
worn with black tights or skinny jeans.

6 STYLE : 

COLOR : 

DESCRIPTION1 : 

SIZE : 

SIZE : S, M

PRICE : 422.24

REMARK : 7/15/09-9/15/09 HI, NY, WEB

毎シーズン人気のワンピースを手掛ける、イタリア発のM BY MARANI。ボートネック
ラインのサークルドレスは、光沢のあるブラックベロア素材が大人の雰囲気を演出。
ヒップ部分でフィットを調節し、たるみで遊んで頂けるデザインです。その為ウェスト
からヒップにかけては、タイトな作りとなっています。タイツを合わせて一枚での着こ
なし、またスキニーパンツに合わせてトップスとしてのコーディネートも。

NO PHOTO NO PHOTO

NO PHOTO NO PHOTO

M by Marani is all about making dresses that will last through the fashion seasons,
including this versatile piece. This comfortable circle dress is a turtleneck and is
more fitted around the hips.  Dress it up as a dress with jewelry and accessories or
dress it down by wearing it as a top over skinny jeans.

5 STYLE : J27034

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : CIRCLE DRESS VELOURS

DESCRIPTION1 : CIRCLE DRESS

SIZE : S, M

PRICE : 401.94

REMARK : 7/15/09-9/15/09 HI, NY, WEB

毎シーズン人気のワンピースを手掛ける、イタリア発のM BY MARANI。薄手のサー
クルニットワンピース。ウェストからヒップにかけては、タイトな作りとなっています。
ヒップ部分でフィットを調節し、たるみで遊んで頂けるデザインです。タイツを合わせ
て一枚での着こなし、またスキニーパンツに合わせてトップスとしてのコーディネート
も。

BRAND : MBYMARANI SEASON :
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

4 STYLE : M17012

COLOR : BLUE JEAN


