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2 STYLE : 7CTG103

COLOR : BLK/WHT

DESCRIPTION1 : 5 FOX FUR VEST

SIZE : S

BRAND : SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

THOMAS WYLDE

NO PHOTO NO PHOTO

7LEA105

BLK

FUR LONG VEST

XS, S, M

PRICE : 8275

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

どのデザイナーもこぞって発表したファーコートやジレはこの秋冬のマストアイテム。
トーマスワイルドのこちらのジレはフォックスファーを贅沢に使い、存在感も高級感も
ピカイチ。ベースのブラックで程よく締まりが効き、全体のバランスも計算し尽くされ
ています。前ボタンを開けて着ればエレガントに。また、トーマスワイルドデザイ
ナー、ポーラトーマスがお勧めする着こなしは、フェミニンなドレスに羽織り、前ボタ
ンをしめてあえてちょっとハードさを差し込むテク。是非お試しください。

NO PHOTO NO PHOTO

This is the fall/winter must-have, Thomas Wylde fox fur gilet. The balance created
by the grey/white fur and contrasting black wool blend base creates a luxurious look.
Looks elegant open or closed at the front. The designer, Paula Thomas suggests
wearing it over a feminine dress with the front closed. It adds a little but of
roughness and a rock edge to a classy look. The base is made of 90% wool and 10%
cashmere. With 7slk506 blk

3 STYLE : 7CTG102

NO PHOTO NO PHOTO

This tailored jacket from Thomas Wylde should be a basic piece for any fashionista.
The season’s theme, studded snake is represented on the back, like a tattoo. All
buttons have a snake engraved in them, and the lining is in a snake patterned silk. It
is a heavy weight wool, but still slimming with the narrowing in the waist, which
creates a feminine silhouette. For those tired of a normal jacket, this jacket with
stronger shoulders is perfect. Strong shoulders are a must this season. Looks great
with TW snake dress, also available at Aloha Rag. With 7slk509 blk

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : JACKET

SIZE : 0, 2

PRICE : 2,162.50

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

1 STYLE : 

COLOR : 

SIZE : 

PRICE : 

REMARK : 

DESCRIPTION1 : 

4,550.00

7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

どのデザイナーもこぞって発表したファーコートやジレはこの秋冬のマストアイテム。
こちらのトーマスワイルドのジレは、その中でも特に大注目なモンゴリアンファーを
使用。贅沢なファー使いは存在感絶大でどんな装いも華やかに飾ってくれます。ラ
ムレザー部の胸元から背中にかけては今季のテーマであるスネーク柄のスタッズが
打たれ、さらに雰囲気を盛り上げます。スネークパターンが施された裏地はシルク
で肌触りも抜群です。秋口にはドレスやキャミソール、冬にはセーターやジャケット
の上に羽織ってお楽しみください。

This is an amazing fur gilet from Thomas Wylde. Made of Mongolian lamb leather
and fur, this is a must-have for this season. Mongolian fur is the most wanted of all
furs, and it makes a statement worn over a dress for fall, or a sweater or jacket for
winter. This season’s themed studded snake is represented on the top front and back
of this gilet. There is a snake patterned lining as well. Perfect paired with the snake
print leggings, also by Thomas Wylde. With 7lcl408 blk, 7lra203 brw, 7slk603 blk,
7bgs16 blk/gld (chain as necklace over scarf)

ファッショニスタの定番アイテム、テーラードジャケットをトーマスワイルドらしいディ
テールで飾った一枚です。後身には、今季のメインテーマであるスネークがスタッズ
でタトゥーの様に入り、全てのボタンにもスネークの刻印が入って、さらにチラッと覗
く裏地もスネークパターンというこだわりよう。秋冬仕様の厚手ウール地ですが、細
身でウェストの絞りが効いているので仕上がりはごくフェミニンです。肩の強さも今年
らしく、シンプルなテーラードに飽きた方にも是非。
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BRAND : THOMAS WYLDE SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

4 STYLE : 7CTG104

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 :  LONG COAT W/GOLD BUTTON

SIZE : XS, S, M

PRICE : 2,400.00

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

トーマスワイルドから今年らしくエポーレット付きで、肩の強調されたミリタリーウール
コートです。ダブルブレストになったフロントをしっかり閉めれば非常にクリーンで、
スーツのようなプロフェッショナルな装いにも対応します。ボタンを外せば、トーマス
ワイルドのシグネチャーであるスナップボタンのディテールが覗き、ハードさを演
出。カジュアルな格好にも合わせ易く、コーディネートの幅を広げる一枚です。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a military style coat from Thomas Wylde. Details include one of the biggest
trends this season, a strong shoulder, as well as epaulettes and sleek button closure.
When worn closed, it gives a very clean and put together look. Thomas Wylde’s
signature button snap detail adds hardness when worn open. Can be worn in a
professional or casual setting. Mix with other TW pieces to create a complete look.
With 7lcl408 blk, 7lra203 brw / 7slk509 blk

5 STYLE : 7FGK401

COLOR : GREY

DESCRIPTION1 : CASHMERE PONCHO

SIZE : XS, S, M

PRICE : 2,150.00

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

トーマスワイルドから高級感溢れるカシミヤ１００％のセーターです。素材感の素晴
らしさはもとより、デザイナーの徹底的なこだわりがみえるテイラーリングとドレーピン
グを駆使したシルエットのとらえどころのなさは、どこか官能的。パンツやレギングス
の上にさらりと羽織るだけでパーフェクトなアウトフィットの完成です。襟回りを絞るス
トラップの先にはさり気なくスワロフスキースカルが飾られています。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a luxurious cashmere sweater from Thomas Wylde. Made of 100% cashmere
and presented in this beautiful soft grey, it will keep you warm, as well as
fashionable this winter. With its elusive silhouette, and expert tailoring, it has a
sensual feel, especially the way the sweater drapes on the body. Just throw it on with
a pair of pants or leggings, and you have the perfect outfit. Includes crystallized skull
charms on the straps. With 7lra202 blk

6 STYLE : 7SLK506

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : SILK DRESS

SIZE : XS, S, M

PRICE : 1,500.00

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

今季トーマスワイルドを象徴する、大胆なメデューサのプリントが施されたシルクシ
フォンドレスです。黒地のシルクとシフォンのダブルレイヤーに白のプリントがまるで
動き出しそうな程流動的。背中はフリルで縁取りされて大きく開き、セクシーさも主
張します。デザイナー自身がお勧めする着こなしは、ネックレスとしてもお使いいた
だける付属のチェーンベルトを腰に巻いて、さらにフェミニンなシルエットを楽しん
でいただくスタイルです。

NO PHOTO NO PHOTO

Thomas Wylde’s silk chiffon dress features this season’s signature medusa border
print. The eye-catchy fluid white snake print on double layered silk (silk twill inner
layer & silk chiffon outer layer), with a low cut back and silk ruffles for sexiness.
The designer recommends wearing it with the chain belt, for even more feminine
silhouette. The belt can also we be worn as a necklace.
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BRAND : THOMAS WYLDE SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

7 STYLE : 7SLK508

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : SILK DRESS W/CHAIN

SIZE : XS, S

PRICE : 1,800.00

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

トーマスワイルドから軽やかなシルクシフォンとハードなチェーン使いのコントラスト
が美しいドレスです。ふんわり風に揺れる裾の女性らしさとは対照的に、大胆に開
いた背中を彩るのはトーマスワイルドらしいヘビーなチェーン。片側は一本、もう片
方は三本のチェーン、危うい印象がさらにセクシーさを強調します。イベントやパー
ティーの季節に大活躍する一枚です。

NO PHOTO NO PHOTO

The perfect party dress from Thomas Wylde. This is a statement making chiffon
dress with asymmetrical chain straps. (one chain on one side and 3 on the other) The
contrast of the light and airy chiffon with the hardness of the chains make this dress
stands out. You can throw some sexiness out there with the revealing low cut back.

8 STYLE : 7SLK509

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : TANK DRESS SNAKE

SIZE : XS, S, M

PRICE : 2,175.00

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

スワロフスキーストーンで華やかに彩られたトーマスワイルドのスネークが輝くチュ
ニックドレスです。シルク地のストンとしたシルエットはレギングスにも合わせ易く、腰
回りでたるませればボディーコンシャスでセクシーなドレスにも。背中は大きく開い
て女性の気分を盛り上げてくれます。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a silk chiffon tunic dress from Thomas Wylde. It is adorned with snake details
made of black and white Swarovski crystals. You can wear it two ways: hiked up
around your hips allowing the top to drape over for a two piece look, or pull it down
to create a more form fitting silhouette. The back is cut low for a sexy touch.

9 STYLE : 7SLK510

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : TUNIC DRESS

SIZE : XS, S, M

PRICE : 987.50

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

今季トーマスワイルドを象徴する、大胆なメデューサのプリントが施されたシルクチュ
ニックドレスです。黒地のシルクに白のプリントがまるで動き出しそうな程流動的。気
張らないシルエットですが、胸元はトーマスワイルドらしいチェーンレースで飾られ、
広い開きがセクシーさも主張します。ゆったりめに着てカジュアルにも、腰回りでた
るませ、ベルトをブラスすればフェミニンにも着こなしていただけます。

NO PHOTO NO PHOTO

Thomas Wylde silk tunic dress with this season’s signature medusa border print. The
eye-catching fluid white snake is printed on this casual silhouette, for a great
contrast. Details like the eyelets that create a laceup v-neck make it a sexy piece.
Wear it with leggings and a belt for a dressier look.
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BRAND : THOMAS WYLDE SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

10 STYLE : 7LCL408

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : SNAKEBITE TEE

SIZE : XS, S, M

PRICE : 262.50

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

トーマスワイルドからもエコなリオセル素材ののロンTが登場です。肌触りはとにかく
軽く柔らかく、着ているのを忘れてしまいそう。前にも後にも、今季トーマスワイルド
のテーマであるスネークのロゴがクロス状に配置され、トーマスワイルドらしい主張も
忘れていません。胸元が大きく開いているので、セクシーにゆったりめに着こなして
いただきたい一枚です。

NO PHOTO NO PHOTO

Ecologically friendly, this Thomas Wylde long sleeve top is made of 100% lyocell. It
is very light and soft on your skin. This season’s theme is “snake”, this top has the
words “snake bite” formed in a cross on the front and a larger cross created on the
back using the words “forked tongue-make you feel so good”. For a sexy neckline,
go for the baggy look. With 7stg204 blk, 7sho204 blk

11 STYLE : 7LRA202

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : LEGGINGS

SIZE : XS, S, M

PRICE : 487.50

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

一枚持っておけば一年中活躍間違いなしのトラウザーレギンングスがトーマスワイ
ルドから登場です。シャイニーなテキスチャーが今年らしく、是非異素材のセーター
やファーのトップスと合わせて。ブーツとの相性も抜群です。スネークプリントのお取
り扱いもございます。

NO PHOTO NO PHOTO

These are a pair of trouser leggings from Thomas Wylde. There is a zipper and hook
closure and a TW logo metal plate detail. Mix with different textured tops, like fur or
knits. Perfectly paired with long boots. 95% nylon and 5% lycra. Also available in
brown snake print.  With 7fgk401 l.gry, 7sho204 blk /7lcl408 blk, 7ctg103 wht/blk,
7sho204 blk /7slk510 blk, 7sho204 blk

12 STYLE : 7LRA203

COLOR : SNAKE PRINT

DESCRIPTION1 : LEGGINGS

SIZE : XS, S, M

PRICE : 650.00

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

トーマスワイルドらしいパワフルなトラウザーレギンングスです。今季のテーマでもあ
るスネークがプリントされ、他のレギンングスでは味わえないハードなのにエレガント
な印象です。ブーツとの相性も抜群。シャイニーブラックのお取り扱いもございま
す。

NO PHOTO NO PHOTO

These are a pair of trouser leggings from Thomas Wylde. There is a zipper and hook
closure and a TW logo metal plate detail. Mix with different textured tops, like fur or
knits. Perfectly paired with long boots. 95% nylon and 5% lycra. Also available in
shiny black.  With 7lcl408 blk, 7ctg103 wht/blk,16/7fgk401 l.gry, 7sho204 blk
/7lcl408 blk, 7lea105 blk, 7sho204 blk
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BRAND : THOMAS WYLDE SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

13 STYLE : 7BGS21

COLOR : SILVER

DESCRIPTION1 : CLUTCH BAG

SIZE : ONE SIZE

PRICE : 1,500.00

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

毎シーズン人気の高いトーマスワイルドのバッグ達ですが、こちらのクラッチはすで
に数々のセレブに愛用され、注目度の高い商品になっています。柔らかいラムレ
ザーを使用し、裏表両面にごく細かいスカルスタッズがびっしり施され、小さいサイ
ズのクラッチながら存在感は絶大。レングス違いで付いているチェーンは、それぞ
れネックレスとチョーカーとしてもお使いいただけ、コーディネートの幅も広げてくれ
ます。クラッチとして、ショルダーバッグとして、また二本のチェーンつなげて肩掛け
もでき、ルックスも使い勝手もレベルの高い商品です。色違いでゴールドハードウェ
アもございます。

NO PHOTO NO PHOTO

Thomas Wylde’s handbags are always a hit, but this “Day of the Dead” bag, having
already been seen on many celebrities, is bound to fly off the shelves. It is made of
soft lamb leather (Barolo leather) with a bunch of silver metal skull studs and silver
hardware. There are skull studs on both sides and has short and long snake chains
that can be used as a necklace. You can use it as clutch bag, shoulder bag, or connect
two chains to wear as a pouchette. There is a double zip opening, 100% silk twill
lining, and one inside pocket. Also available with gold hardware.

14 STYLE : 7BGS16

COLOR : GOLD

DESCRIPTION1 : CLUTCH BAG

SIZE : ONE SIZE

PRICE : 1,500.00

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

毎シーズン人気の高いトーマスワイルドのバッグ達ですが、こちらのクラッチはすで
に数々のセレブに愛用され、注目度の高い商品になっています。柔らかいラムレ
ザーを使用し、裏表両面にごく細かいスカルスタッズがびっしり施され、小さいサイ
ズのクラッチながら存在感は絶大。レングス違いで付いているチェーンは、それぞ
れネックレスとチョーカーとしてもお使いいただけ、コーディネートの幅も広げてくれ
ます。クラッチとして、ショルダーバッグとして、また二本のチェーンつなげて肩掛け
もでき、ルックスも使い勝手もレベルの高い商品です。色違いでシルバーハード
ウェアもございます。

NO PHOTO NO PHOTO

Thomas Wylde’s handbags are always a hit, but this “Day of the Dead” bag, having
already been seen on many celebrities, is bound to fly off the shelves. It is made of
soft lamb leather (Barolo leather) with a bunch of silver metal skull studs and silver
hardware. There are skull studs on both sides and has short and long snake chains
that can be used as a necklace. You can use it as clutch bag, shoulder bag, or connect
two chains to wear as a pouchette. There is a double zip opening, 100% silk twill
lining, and one inside pocket. Also available with silver hardware.

15 STYLE : 7SHO204

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : LONG BOOT

SIZE : 36, 37, 38, 39

PRICE : 1,750.00

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

毎シーズン話題になり人気も絶大、コアなファンも多いトーマスワイルドのロング
ブーツが今年も登場です。こちらの今季限定レザーブーツは、コレクションテーマ
であるスネークのモチーフを二色のスタッズを使って表現した迫力を、膝上にくる丈
でさらにパワーアップ。ファンをうならせます。プラットフォームが歩き易さも保証し、
後にはメタルバックルが付いてさらにハード感を足しています。秋冬シーズンの主
役として是非どうぞ。

NO PHOTO NO PHOTO

Thomas Wylde’s best selling long boots are available in a snake pattern this season.
These over the knee boots with a two toned studded snake are limited edition for
Thomas Wylde serious fans. It is made of soft lamb leather and includes a platform
for comfort. There is a metal buckle detail in the back. Make these your main boots
for this fall/winter season.
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BRAND : THOMAS WYLDE SEASON : 0910FW
ALOHA RAG ORDER INFORMATION 

16 STYLE : 7SAG03

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : CASHMERE SCARF

SIZE : ONE SIZE

PRICE : 962.50

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

寒い季節になると毎年楽しみなのがトーマスワイルドのカシミヤマフラーです。今年
はいつものフリルにさらにフッドが付いてグレードアップ。フードをかぶってマフラー
を巻けば暖かさも格別で、フッド部にはクリスタルスネークが輝きます。

NO PHOTO NO PHOTO

This is a two in one scarf from Thomas Wylde. It is a 100% cashmere scarf with an
attached hat for those cold winter days. Decorated with the house’s theme for this
season, snake, made of clear and orange crystals.

17 STYLE : 7SLK603

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : SILK SCARF

SIZE : ONE SIZE

PRICE : 375.00

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

毎シーズン新しい柄でコーディネートを楽しくしてくれるトーマスワイルドのシルクス
カーフ。こちらは黒地に大胆な手描きのスカルがプリントされた一枚。さらりと巻いて
コーディネートに迫力を出します。また、今シーズンからロゴの他にシーズンもプリ
ントされるようになり、レア感もアップしました。

NO PHOTO NO PHOTO

Every season, Thomas Wylde creates different patterned silk scarves that allows you
to enjoy accessorizing. This one has hand-drawn skull blossom printed in white on a
solid black base. It makes a great addition to any outfit. She also started to include a
printed logo with the season the scarf came from for more of a collectable feature.

18 STYLE : 7STG204

COLOR : BLK

DESCRIPTION1 : PANT

SIZE : 0, 2, 4

PRICE : 862.50

REMARK : 7/1/09-8/31/09 HI, WEB, NY

すでに定番化しているサルエルパンツがトーマスワイルドからも登場です。使い易
いウール１００％のブラックでこの冬活躍間違いなしです。トップスは何を合わせても
雰囲気がアップします。スナップとメタルバックルで開閉します。

NO PHOTO NO PHOTO

These drop-crotch pants from Thomas Wylde are the trend of the season. Very easy
to wear and extremely comfortable. It can be worn alone or over a pair of tights for
the cold winter nights. It is 100% wool, t has a snap closure and metal buckle. It
slims down towards the legs and works with any top. Dress it up or down. With
7lcl408 blk, 7ctg103 wht/blk, 7sho204 blk


