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「細い糸」がモチーフのシ
リーズ。ただシンプルなだけ
ではなく、金属を叩いて風
合を出している。

リング
75,600円

サイズ：9・14号
素材：K18イエローゴールド

SAKURAYAMA

ドロップ折財布

32,400円

 サイズ：W11.5cm H11cm

 D3cm

素材：ラム革 / 牛革、

裏地:綿100%

2015.01
www.hpfmall.com

細かな縫製の切り替えで胸
のホールド感がしっかりあ
り、前に屈んでも胸元がずれ
ない。ヨガ向きのデザインな
ので、ヨガをしながら心と体
をほぐして、新しい空気を取
り入れよう。

パッチワークのブラ

7,128円

サイズ：アンダー62cm～
素材：レーヨン96％、

ポリウレタン4％

定番のボンバチャのショーツ
からTバッグタイプが久々 に
入荷。タンガ初心者にも挑戦
しやすく、リピート率が高い。
ドレスやパンツをきれいに着
こなしたい、そんな場面が多
い女性には必須。

ボンバチャのタンガ

 2,376円

サイズ：60cm～（アジャスター

で調節可能） 股上18cm 

素材：レーヨン96%、

ポリウレタン4%

胸のVラインが深く女性のデ
コルテを美しく見せてくれ
る。チラリと見せたくなるカラ
フルなキャミソールは、Vネッ
クのニットを着たくなる一
枚。裾やお肌に当たる部分
が柔らかいレーヨン素材な
ので、敏感肌の方にもおす
すめ。

ミバンダのキャミソール

8,100円

サイズ：着丈49cm 

胸囲70cm 

素材：レーヨン96%、

ポリウレタン4％

後ろ姿も美しくありたい。そ
んな女子心をくすぐる、繊
細で贅沢なレース使いの
ショーツ。レースがお尻のラ
インにフィットして洋服に響
かない、そんな細やかな気
配りもうれしい。

レースのショーツ

4,320円

サイズ：ウエスト58cm～ 

股上26cm 股下14cm 

素材：レーヨン96%、

ポリウレタン4%

SAKURAYAMA定番のドロッ
プお財布シリーズに新色ピン
クが登場。お財布の中に付いて
いる小さな桜のガマグチは、取
り外してコインパースにもなる。

induna

時計

37,800円

サイズ：全長18.5cm 

W0.5cm フェイスW1.3cm 

フェイスH1.8cm

素材：ステンレス、日本製クォーツ

ムーブ、クリスタルガラス

新作は"ETOILE"というモ
デル。ブレスレットの様なデ
ザインは、手首を女性らしく
飾ってくれる。アクセサリー
との重ね付けも楽しめそう。

i ro se

財布

38,880円

サイズ：W19cm H10cm D2cm

素材：山羊革

drama別注カラー。デザイン重視に見えて実はとても機能
的。開ける楽しみ、蓋をあける回数は思い出の数。共に歩む
パートナーはカラフルに。あなたにピッタリの色を選んで。

SAKURAYAMA

ネコとウロコのガマグチ財布

19,440円

サイズ：W13.5cm H8cm D3cm

素材：豚革 / 牛革、裏地:綿100%

魚のうろこをイメージした革は柔らかな牛革で、手の中に
コロンと収まるサイズ感も、とても使いやすいお財布。

Oyuna

カシミアニットグローブ

14,580円

サイズ：全長29.5cm

入れ口直径19cm 

※ニットのため伸縮性あり

素材：カシミア100%

かじかむ指を優しく包み込む、
リッチなカシミア素材のニッ
トグローブ。指輪をはめてい
るかのようにキュートなデザ
インが大人の遊び心を表現。

Oyuna

Oya Travel

カシミアショール＆ベルト

85,320円

サイズ：W180cm H120cm

素材：カシミア100％

3色のカラーブロックデザインが
新鮮な大判カシミアショールと
ベルトのセット。ベルトを使った
アレンジで、幾通りもの表情を
お楽しみいただける。「旅」の
シーンを想定して、コンパクトに
丸めて持ち運ぶ事ができる。

induna

時計

28,080円

サイズ：全長21cm 

W0.8cm フェイスW1.5cm 

フェイスH1.5cm

素材：ステンレス、日本製クォーツ

ムーブ、クリスタルガラス

クラシックなスクウェアフェ
イスの時計。上品でありなが
ら遊びの効いたデザインとカ
ラー展開はコーディネートの
アクセントに。

バングル

151,200円

サイズ：内周16cm W0.1cm

素材：K18イエローゴールド

Fil「糸」がモチーフのバングル。空間の美しいデザイン
が特徴。

goldie H.P.FRANCE

渋谷店　渋谷パルコPART1 1F　TEL: 03-5456-5017 

札幌店　札幌パルコ 1F　TEL: 011-214-2228

新宿店　小田急百貨店 本館 2F　TEL: 03-5339-7661

有楽町店　ルミネ有楽町店1 3F　TEL: 03-5222-6011

二子玉川店　玉川高島屋S・C 南館 1F　TEL: 03-5491-0322

横浜店　横浜タカシマヤ 3F　TEL: 045-534-8195

大阪店　なんばパークス 2F　TEL：06-6649-5700

梅田店　阪急うめだ本店 1F　TEL: 06-6313-7535

博多店　JR博多シティ 1F　TEL: 092-413-5858

H.P.DECO

東京都渋谷区神宮前 5-2-11　TEL: 03-3406-0313

水金地火木土天冥海

東京都渋谷区神宮前 5-2-11　TEL: 03-3406-0888

H.P.FRANCE BIJOUX

表参道店　表参道ヒルズ 本館 B1F　TEL: 03-5410-0361 

新宿店　新宿タカシマヤ 2F　TEL: 03-5361-1758

丸の内店　丸の内ビルディング 1F　TEL: 03-3240-5791

名古屋店　ジェイアール名古屋タカシマヤ 1F　TEL: 052-566-8324

梅田店　阪急うめだ本店 1F　TEL: 06-6313-1296 

大阪店　ブリーゼブリーゼ 1F　TEL: 06-4797-0127

福岡店　岩田屋本店 新館 1F　TEL: 092-752-7402

drama H.P.FRANCE

新宿店        ルミネ新宿店1 2F　TEL: 03-3345-2717

横浜店   ルミネ横浜店 1F　TEL: 045-594-6017 

京都店         藤井大丸 1F　TEL: 075-213-7521

大阪店   阪神百貨店 梅田本店 2F　TEL: 06-6344-3277

梅田店   阪急うめだ本店 1F　TEL:  06-6313-7429

Juana de Arco

表参道店 東京都港区北青山 3-8-11 みゆきビル 1F　TEL: 03-5766-8520

京都店　藤井大丸 1F　TEL: 075-213-0040

SERGE THORAVAL

東京都渋谷区神宮前 5-1-14　TEL: 03-5485-0271 

roomsSHOP

ルミネ新宿店2 2F　TEL:03-3342-0117

オンラインショッピング

www.hpfmall.com

SAKURAYAMA

雨桜コインケース

12,960円

サイズ：W9cm H7.5cm D3cm

素材：牛革、裏地:綿100%

SAKURAYAMAオリジナル
の“ネコと毛糸玉”の金具が
付いたふっくらしたコインケー
ス。ブランドアイコンである桜
をモチーフに、“雨の日と桜は
…”をテーマに描かれている。

CAROLINA BUCCI

リング

164,160円

サイズ：7・9号

素材：K18イエローゴールド

表面をダイアモンドで研磨
し、繊細に光るスパークリン
グ加工を施したデザイン。丸
みのある、ありそうでなかっ
たボリュームのデザイン。

CAROLINA BUCCI

リング

164,160円

サイズ：7・9号

素材：K18ホワイトゴールド

YELLOW GOLDに比べる
と華やかさが増す。優しい
輝きの中に存在感のある
リング。

水金の文庫革

カードケース 鈴

8,640円

サイズ：W11.5cm H8cm 

D1.5cm

素材：牛革

鈴は古来よりリンリンとな
るその音色が心を清め、ま
た邪気を祓う霊力があると
され、お守りとして重宝され
ている。また猫の首輪につ
けられる猫鈴にちなんで、
鈴なりな鈴に紛れてさりげ
なく猫手が紛れている。

SAKURAYAMA

雨猫長財布

24,840円

サイズ：W24cm H12.5cm D3.5cm

素材：豚革 / 牛革、裏地:綿100%

SAKURAYAMAオリジナルの“ネコと毛糸玉”の金具が
付いたガマグチ長財布。“雨と一緒に金魚も降ってきた！”
というネコたちのストーリーが描かれている。

SAKURAYAMA

ドロップ長財布

30,240円

サイズ：W20.5cm H11cm D2.3cm

素材：ラム革 / 牛革、裏地:綿100%

SAKURAYAMA定番のドロップお財布シリーズに新
色ピンクが登場。ほんのりパールが入ったシャイニーピ
ンクのラム革は手にしっとり馴染むソフトな風合いが特
徴。通帳も入る便利なサイズの長財布。

羊のオブジェ

5,184円

サイズ：W8cm H7cm D5cm

素材：ウール、合金(ワイヤー)

暖かみのある素材で、冬のインテリアにぴったり。

ASTIER de VILLATTE

COLBERTプレート 28.5cm

15,120円

サイズ：W28.5cm H27.5cm D2cm

緩やかな曲線が梅の花のようなプレートは、食卓の主役
におすすめ。和食器とも相性の良いデザイン。

水金の文庫革

長財布 千鳥格子

19,440円

サイズ：W19cm H9.5cm D2cm

素材：牛革

洋服の生地に着想を得た「テキスタイル」シリーズ。トラディ
ショナルな千鳥格子をさまざまなピッチで組み合わせ、新鮮
な表情に仕上げた。性別や年代を問わず、お洒落に使える。

水金の文庫革

がま長財布 雁/橙

 24,840円

サイズ：W19cm H10.5cm D2.5cm

素材：牛革

雁は昔から武門の吉兆の鳥としてもてはやされた柄。集団
で列を成して遠方から戻り帰る様子から何処へ行っても
無事戻ってくる、という意味を成す縁起のよい柄。

rooms SHOP

Juana de Arco

H.P.FRANCE BIJOUX H.P.DECO

水金地火木土天冥海

goldie H.P.FRANCE

SERGE THORAVAL

drama H.P.FRANCE

朝起きて一番初めに身に着
けるものだから、色もデザイ
ンも好きなものを選んで欲
しい。水着のようなデザイン
や胸元のキラキラのライン
も可愛い。身に着けるのが
楽しくなるランジェリー。

三角のブラ

4,320円

サイズ：アンダー62cm～
素材：レーヨン96％、

ポリウレタン4％

うさぎのオブジェ

91,800円

サイズ：W8cm H14cm 

D10.5cm

素材：陶器

ピンと立った大きな耳が印象
的な陶器のうさぎのオブジェ
は、イギリスの男性アーティ
ストによる作品。“Rabbit”な
らぬ“Wabbit”と名づけられ
たこのうさぎは、リアルさを
残しつつデフォルメされたデ
ザインが可愛らしい一品。

i ro se

財布

38,880円

サイズ：高さ：W19cm 

H10cm D2cm

素材：山羊革

定番FOLDの長財布は
drama別注カラー。中央は
ちょっと変わったタイプの
カードフォルダ。ちょっとし
たお出かけにはこれだけ
でも充分。

Maison Fable

チェーン付モヘアニット×

ラムレザーグローブ

28,080円

サイズ：全長31.5cm

入れ口直径15cm

レザー部分直径18cm

素材：ラムスキンレザー、

ウールニット 裏地：シルク

ふわふわ優しいモヘアニッ
トに、少しハードなチェー
ンのディテールを組み合わ
せたグローブ。しっとり柔
らかなラムレザーがベース
なので、愛用するほどに使
い心地が増してゆく。

クッションカバー

28,080円

サイズ：W50cm H20cm 

D50cm

素材：シルクベルベット

アスティエ・ド・ヴィラットの
2人がセレクトしたクッション
カバー。すべて熟練の職人の
手仕事によって仕上げられて
いる。滑らかな手触りが心地
よい最高品質の素材、色彩な
ど細部までこだわっている。

BELLOCQ

No.20 KIKUYA 

TRAVELER CADDY

7,560円

サイズ：直径8cm 高さ

10.5cm 内容量：113g

素材：煎茶、バラ、天然香料

有機栽培された日本産の煎
茶にブルガリア産の薔薇の
花びらと香りを散らして、魅
惑的で艶のあるブレンドに
仕上げた。このお茶は羽織
芸者の始祖と呼ばれた深川
の芸者"菊弥"へのオマージュ
としてブレンドされている。

水金の文庫革

がま札財布 きのこ/白

15,660円

サイズ：W12.8cm H10cm 

D2.9cm

素材：牛革

リアルで写実的なタッチの
きのこの柄と文庫革細工
の錆び入れと呼ばれる風合
いがとても相性がよく、毒
があり個性的だが、渋みも
効いたような雰囲気に仕
上った。

水金の文庫革

がま口財布 相撲

9,180円

サイズ：W13.5cm H9cm 

D0.8cm

素材：牛革

浮世絵に見る相撲柄を採用
し、力士の取組みの様子を白
革の上に大胆な構図で表現。
力士の足腰の筋肉の表現は
ラインも彩色も最小限です
が、躍動感伝わる見事な仕
上がり。

水金の文庫革

がま長財布 横波/黒

24,840円

サイズ：W19cm H10.5cm 

D2.5cm

素材：牛革

よろけ縞ともいえるシンプ
ルでモダンな波縞。男性に
も女性にもおすすめしたい
粋な柄。

木の葉を貼り付けたようなデ
コラティブなデザインのコン
ポートは、デコレーションアイテ
ムとしておすすめ。

ASTIER de VILLATTE

コンポート

32,940円

サイズ：W15cm H16cm 

D15cm

素材：陶器

Pavilion シャンデリア

464,400円

サイズ：W30cm H40cm 

D30cm

素材：鉄、ガラス

“Pavilion”と名づけられたこ
のシャンデリアは様 な々形の
パーツによって形作られてお
り、建築物のように構築的で
ありながらも独特のエレガン
トな空気を放つ。

ラグ 

321,840円

サイズ：W297cm H212cm

素材：HEMP（麻）

トルコのヴィンテージラグを
パッチワークのように繋ぎ合
わせ1枚に仕立てたラグ。裏
面にはコットン生地が張られ
ている。微妙に異なるカラー
のグラデーションは絵画のよ
うに美しい。

チェアー 

43,200円

サイズ：W43.5cm H81.5cm 

SH45cm D35cm

素材：木、レンガ

ビンテージのイエローチェ
アー。色のちょっとした剥げ具
合も味を出している。

テーブル

291,600円

サイズ：W95cm H33cm 

D95cm

素材：木、レンガ

1960年代、ロジャー・キャプ
ロンのローテーブル。お部
屋の雰囲気を彩るテーブル。

GALLERY SHILI

アンティーク着物ストール

32,400円

サイズ：W160cm H27cm ※フリンジ除く

素材：シルク、カシミア

美しい柄ゆきのアンティーク着物生地と、極上の柔らかさ
を持つカシミア生地とを接ぎ合わせた華やかなストール。
リバーシブルでも使用できる。

SALE 2015.1.5（月）
12:00 スタート!

H.P.F, MALL 
www.hpfmall.com▶▶▶▶
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