2

オンもオフも頼りになる！

スマートな大人が愛する

毎日の使い勝手を考慮したうれしい高機能と、品よくスマートなルックスで、世界中で支持を集めるトゥミのバッグ。

3 W A Y スカート

3

ニットアップスカート
今季、
ニットonニットのワントーンで映える

２…石久保 ３…◯◯

撮影／酒井貴生
（aosora） ヘア／hanjee
（SIGNO） メイク／水野未和子
（3rd） スタイリスト／松村純子 モデル／蛯原友里

取材・文／東原妙子
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校了…石久保
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BACKPACK

TOTE BAG

❹美しいレザーとつくりのよさが光るバックパックは、A4サイズが入るから通勤にも最適。付属のポーチは、中＆外にカード入れつき。
「マリーナ」バッグ
（32.5×29×
（トゥミ） ❺❻肩がけストラップを収納すれば、手持ちバッグとしてもおしゃれ。しなやかなのに型くずれしないスマート
14）
￥80,000／トゥミ・カスタマーセンター
なフォルムは、肩にかけた時も洗練されたバランス。バッグ／④と同じ ワンピース￥34,000／ゲストリスト
（アッパーハイツ） ピアス￥88,000／マリハ伊勢丹新宿本
店
（マリハ） 靴￥72,000／アルアバイル
（ペリーコ） スカーフ／スタイリスト私物 ❼小物入れとして使えるチャーム。飛行機やロケットのモチーフが可愛い。チャー
ム各￥13,000・❽背面にあるベルト状のスリーブで、スーツケースにセット可能。バッグ／④の色違い スーツケース￥100,000／トゥミ・カスタマーセンター
（トゥミ）

❶肩がけできる長めストラップのトートは、マグネット式のフラップ開閉やキーチャーム、スーツケースにセットできるベルト状デザインなど、うれしい高機能。左の
トートも、小ぶりながら使い勝手は本格派。バッグ
（右）
ポーチつき。
「スモール・リリー」
（26.5×37.5×13.25）
（左）
ショルダーストラップつき。
「グレイシー」
（16.5
￥80,000・
×23×7.5）
（トゥミ） ❷サイドのターンロックをはずせば、間口が大きく開いて収納力もアップ。付属のポーチは、外側＆内側
￥62,000／トゥミ・カスタマーセンター
にポケットつきで、単体で持ってもサマになる。バッグ／①右と同じ・❸クロスボディにしても大人っぽく決まる、上質な小ぶりバッグ。上部にファスナーつきなので、
アクティブに動く旅行時も安心。バッグ／①左の色違い ブラウス￥8,900・パンツ￥12,000／ノーク ピアス￥67,000・リング￥110,000／マリハ伊勢丹新宿本店
（マリハ）

問い合わせ先／トゥミ・カスタマーセンター ¡0120-006-267

www.tumi.co.jp

付属のポーチはクラッチとして持っても素敵

１…都甲／渡辺

何から始めようか迷う秋のファッション計画。
まず手に入れたいのは、
一枚でコーディネートが決まるスカート。
大人フェミニンな着映え感を備えたジャスグリッティーなら、
自分好みの一枚に必ず出会える。

1

ストラップを収納すれば縦長ハンドバッグに

１ …佐藤あ／都甲 ２ …染谷 ３ …◯◯ 校了…森田

DEC

ちょっぴり大人に進化したジャスグリッティーなら見つかる

「スカート上手」になれる、
秋の5着

撮影／鈴木 新
（go relax E more） ヘア／Dai Michishita
メイク／佐々木貞江 スタイリスト／室井由美子
モデル／ブレンダ 取材・文／東原妙子
※
（ ）
内の数値は縦×横×マチで、単位は㎝です

TUMI直営店の一部と公式ECで展開される
「ジョージカ」
コレクションは、上質なレザーを生かしたシンプルなたたずまいが大人の日常にフィットする。

3

5

スーツケースにセットできる仕組み

8

DEC

TUMIの「機能美バッグ」

3

ニットにニットを重ねたワントーンが、今季新鮮。同色のフレンチスリーブ
ニットとカーディガン、スカートの 3 点セットなら、そのまま着るだけで理
想のバランスに。肌映りのいいピンクベージュで、品のいい女性らしさも満
点。単品ではもちろん、カーディガンとスカートなど、多彩なアレンジを楽
しめそう。カーディガン＆ニット＆スカート
（ 3 点セット）
￥24,000・バッグ
￥16,800／ジャスグリッティー ピアス・靴／スタイリスト私物

4

万能トートバッグはサイズ展開も豊富

1

チェック＆ネイビーがリバーシブルになった巻きスカートを、黒のプリー
ツスカートに重ねたデザイン。チェック×黒プリーツは、スカートを主役
に、白ブラウスを合わせてクリーンにまとめて。ネイビー×黒プリーツな
ら、きちんと感のある通勤ジャケットスタイルのアクセントとしてもちょ
うどいい存在感。下に重ねたシンプルな黒のプリーツスカートは、それだ
けでもあれこれ着回せて便利なアイテム。
（左上）
3WAYスカート￥22,000・
ブラウス￥16,000・バッグ￥13,000・靴￥17,000・
（右下）
スカート／左上と
同じ ジャケット￥19,000・ニット￥11,000・靴￥13,000／ジャスグリッティ
ー バッグ・バングル／スタイリスト私物

6

バックパックにも立派なポーチつき

7

小物入れチャームで大人の遊び心を

きれいめも、
モードも。3通りの女らしさを堪能

134

「美トレヒップ」が
女性らしい丸みのある美尻を
メイクしてくれるから！
3

ショートガードル
Short Girdle

ショーツ感覚でより気軽にガードルをはきたい人に

ロングガードル
Long Girdle
はくだけで簡単に

おすすめのショートタイプ。
ヒップをしっかり包み込み、

女性らしいヒップが手に入るガードル「美トレヒップ」。

丸く立体的なヒップラインをメイクする機能と、

＂苦しい＂＂面倒＂
といった従来のガードルのイメージを覆す、

足さばきのよいライトなはき心地が両立。

快適なはき心地。
クラシカルな雰囲気のフラワーモチーフが

柔らかい素材で、
ウエストのきゅうくつ感がないのも魅力。

大人の美しさを上品に引き立てる。

１…大場／石久保 ２…澤永 ３…◯◯ 校了…都甲

DEC

「美トレヒップ」

カラーはブラック、ブラウン、ブルー、ラベンダーの 4 色展開。ガ
ードル（ 9 月上旬発売予定）
各￥4,500・ブラジャー（ 9 月上旬発売予
定）
（トリンプ）
￥5,900／トリンプ・インターナショナル・ジャパン

カラーはブラック、
ブラウン、
ブルー、ラベンダーの 4 色展開。ロン
グガードル
（ 9 月上旬発売予定）
各￥5,500・ブラジャー
（ 9 月上旬発売
予定）
（トリンプ）
￥5,900／トリンプ・インターナショナル・ジャパン

141
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1.
2.
3.

立体的なヒップライン

きれいの理由

横＆下からしっかり支えて、
キュンと立体的なヒップラインに。

ライトなはき心地
必要なところだけを支える特殊加工の素材を使用し、快適なはき心地。

ウエストのきゅうくつ感なし
ウエスト部分には柔らかな素材を使い、優しくフィット。
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マリソル

2019 NOVEMBER

11

https://marisol.hpplus.jp/

1

p3

p2

INFORMATION

Catch the Winter
（水）
～10/22
（火）
10/16

冬本番に向けて、FOXEY NEW YORKか
らアウターやニットアイテムが新登場。
毎年大人気の中綿コートをはじめ、上
質なウール素材のコートがそろうほか、
肌ざわりのいいセーターやニットドレ
スにも注目です。店頭にて10万円以上
お買い上げのお客さまにFOXEYオリジ
ナル ダブルポケットポーチをプレゼ
ントいたします
（数量限定）
。

Marisol Topics
2

FASHION

海沿いの開放感に満ちて。
暖かいニット一枚で楽しむひと時

BEAUTY

LIFE STYLE

女っぷり®、
もっと上がる！
！

アラフォーのための

１…大場

DEC

２…◯◯ ３…◯◯

秋の新名品リスト

校了…◯◯

撮影／黒沼 諭
（aosora） ヘア＆メイク／森 ユキオ
（ROI） スタイリスト／徳原文子 モデル／蛯原友里 デザイン／藤村雅史
ニット￥68,000／ブラミンク ピアス￥1,263,636・リング￥481,818／ブシュロン カスタマーサービス

集英社

本タブロイドおよびMarisol本誌についての問い合わせ／
（株）
集英社 東京都千代田区一ツ橋 2 の 5 の10
電話03-3230-6201
（広告部） 掲載商品の価格は本体価格
（税抜き）
で表示しております。

KNJQ_001_表紙_CC2017.indd 1

デイリースタイルの現在地

FOXEY Seaside Story
FOXEY
優し
しく
く包まれるよ
包まれるよう
うなコ
なコンフ
ンフォ
ォタ
タブルな着心地と、
ブルな着心地と、
女性を美し
しく
く見せる
見せるライ
ライン。
ン。
優
女性を美
大人のライフスタ
フスタイルに寄り添う
イルに寄り添うワー
ワードロー
ドローブをキ
ブをキャ
ャスティ
スティング。
ング。
大人のライ

働く女性のためのデイリー服が大充実！

休／第 ３ 月曜

公式インスタグラムもチェック！

2019/09/21 16:36

p4

見晴しのいい場所にて。
見晴らしのいい場所にて。
潮風と、
エレガントなジャケッ
潮風と、
エレガントなジャケット
ト

フォクシー
フォクシー

問い合わせ先／銀座本店 〒104-0061 東京都中央区銀座 ６ の ８ の １ ☎03-3573-6008
その他、インショップ情報などはこちらへ http://www.foxey.co.jp

WEB

働くアラフォー女性支持率No.1の
ファッション雑誌Marisolが提案

艶感とふくらみのあるカシミヤブレンドのタート
ルニット。身頃はシンプルで、袖山に配したケー
ブル編みがさりげないポイント。顔まわりや裾で
柔らかなフォルムを描くリブ使いも絶妙。好きな
場所へと導いてくれる車の中、インディゴデニム
とのリラクシングな組み合わせに心落ち着く。ニ
ット￥73,000
（FOXEY NEW YORK COLLECTION）
・デ
ニムパンツ￥53,000・イヤリング￥9,000・バッグ
／FOXEY 銀座本店
￥91,000（以上FOXEY）

撮影／YUJI
（BALLPARK
） ヘア／
ヘア／Dai
メイ
イク／佐々木貞江
ク／佐々木貞江
YUJI TAKEUCHI
TAKEUCHI
BALLPARK）
Dai Michishita
Michishita メ
撮影／
（
スタイ
イリ
リス
ス
ト／村山佳世子 モデル／ブレンダ
モデル／ブレンダ 取材・文／陶山真知子
取材・文／陶山真知子
スタ
ト／村山佳世子

ダブルのテーラードジャケットは縦横に
ダブルのテーラードジャケットは縦横に
伸びる
ストレッチがきいた、軽や
伸びる2WAY
2WAYストレッチがきいた、軽や
かな羽織り心地。ショートパンツとセッ
かな羽織り心地。ショートパンツとセッ
トアップのようにモノトーンで装って。
トアップのようにモノトーンで装って。
いつまでもこんなトラッドなスタイルが
いつまでもこんなトラッドなスタイルが
似合う、小粋な感覚を持ち合わせる女性
似合う、小粋な感覚を持ち合わせる女性
でありたい。ジャケット
（
（FOXEY
でありたい。ジャケット￥76,000
￥76,000
FOXEY
・ニットトップ
NEW
）
・ニットトップ
NEW YORK
YORK COLLECTION
COLLECTION）
ス
（ベルトつき）
￥60,000
・パンツ
（ベルトつき）
ス￥63,000
￥63,000・パンツ
￥60,000
・イヤリング
（
／
・イヤリング￥25,000
（以上
以上FOXEY
）
／FO
￥25,000
FOXEY）
FO
XEY
銀座本店 靴／スタイリスト私物
靴／スタイリスト私物
XEY 銀座本店

TRANS WORKの品格ベーシック

＠foxey_official

［商品お探し隊］
問い合わせ先／Ｅメール osagashitai@foxey.co.jp
0120-366307 11:00～19:00 休／日曜・祝日
0120-366038 24時間受け付け
※
［商品お探し隊］
とは、お客さまがお探しの商品を、全国の店舗に問い合わせ、検索するサービスシステムです。ショップ以外に、上記の連絡先にお問い合わせください。

TRANS WORK
トランスワーク

大人の女性のためのリアルワーククローズを提案するブランド、
トランスワーク。
都会の洗練を導くニューヨークテイストのラインナップから、
今シーズンを代表するスタイルにクローズアップ！

KNJQ_002-003_フォクシー_CC2017.indd 2

MAYUMIʼS
Simple Feminine

2019/09/25 15:53

撮影／金谷章平 ヘア／Dai Michishita メイク／早坂香須子
（W）
スタイリスト／徳原文子 モデル／SHIHO 取材・文／磯部安伽

色使いはベーシックで甘さ控えめながら、
着こなしにほんのり大人の可愛げや
女らしさを加えた好感度の高い着こなし。

2

2

究極の美シルエットが手に入る、
ブランドを代表するセットアップ

フェミニン に

きれい色のコクーンシルエットは
冬に映えるとっておきの一枚
ダークカラーが多くなる冬に、着こなしを軽
やかに見せてくれるブルーのカシミヤ混コー
ト。キモノショルダーの丸みのあるフォルム
が女らしいムードを演出。フロントのスナッ
プボタンをとめれば、上品なたたずまいを演
出するクラシカルな着こなしが完成。コート
￥89,000・ニットワンピース￥49,000（ともに
（ジャン
セオリーリュクス）
・バッグ￥30,000
・ストー
ニ キアリーニ/セオリーリュクス）
（ファリエロ サルティ/セオリーリ
ル￥53,000
ュクス）
／リンク・セオリー・ジャパン

INFORMATION
毎シーズン大好評！ 公式オンラインストアで
トータルコーディネートをプレゼント
セオリーリュクスオンラインストアでは、今回紹介
した 1 ルックを含めた全 ８ルックの人気投票を開催。
ご応募の中から抽選で 1 名様に、人気№ 1 のコーデ
ィネートをトータルでプレゼント。さらに抽選でも
れたかたの中から20名様にオンラインストアで使え
る10％OFFクーポンを進呈。
応募期間は11月 6 日
（水）
まで。
https://www.theory.co.jp/theoryluxe/

１…渡辺
２…都甲 ３…◯◯

校了…◯◯

校了…◯◯

ブランドのアイコン的存在である＂美ジャケット＂。着込ん
でもゆるみが出ない上質なジャージー素材を採用し、スト
レスフリーな着心地とクリーンな印象とを両立。また今シ
ーズンは、アームのもたつきを解消し、背中から脇のライ
ンに改良を加えることで、さらに美しく進化。美脚をかな
えるくるぶし丈のスリムパンツも同素材。トレンドのボウ
タイブラウスを合わせ、ほんのりクラシカルな女らしさを
トッピングして。ジャケット￥33,000・ブラウス￥18,000・
パンツ￥21,000・バッグ￥13,000／SANYO SHOKAI
（トランス
ワーク） パンプス・メガネ／スタイリスト私物

問い合わせ先／SANYO SHOKAI カスタマーサポート ¡0120-340-460 http://www.transwork- net.com/

１…石久保 ２…都甲 ３…◯◯

DEC
DEC

大人を素敵に見せる、着こなす！

真由美が着こなす「セオリーリュクス」の最新
Theory luxe
セオリーリュクス

この冬、
取り入れたいアイテムを佐田真由美がシンプルフェミニンな表情で着こなす。
ベーシックでありながら、旬なトレンドを盛り込んだアイテムは、
デイリーな着こなしをアップデートしてくれる。
撮影／金谷章平 ヘア／左右田実樹 メイク／AIKO ONO
（angle） スタイリスト／福田亜矢子 モデル／佐田真由美

取材・文／坪田あさみ

問い合わせ先／リンク・セオリー・ジャパン ☎03-6865-0206

2019/09/25 17:56 KNJQ_004_セオリーリュクス_CC2017_2.indd 4
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輝き続ける肌へ…今こそ始めたい「一生もの」のスキンケア

※１

誰しもが肌に持っている“美肌
※１
菌”
。それが新ジェニフィック ア
ドバンスト Ｎ 開発の際の発想の
源だ。目には見えないけれど、人
は数多くの菌＝マイクロバイオー
ムと共生していて、肌にも菌は存
在している。その菌は肌を保護し
たり、炎症を抑えたり、バリアを

美肌菌をケアして、
強く、
輝く肌へ前進

クレ･ド･ポー ボーテが一新！

clé de peau BEAUTÉ
クレ･ド･ポー ボーテ

マリソル読者が絶大な信頼を寄せるブランド、
クレ・ド・ポー ボーテのベーシックスキンケアが、
このたび一新！
肌を磨くだけでなく、
輝きまで育む
「キーラディアンスケア」
に。
これまで夢だと思っていた輝きが肌に宿る幸せ、
存分に味わいたい。
撮影／John Chan
（物） 構成・文／小田ユイコ

1

誕生！

肌に輝きを生み出す美容液

※１

※２

そこで今回着目したのが、美肌

※１

発売から10年目、名作美容液、ジ
ェニフィックが進化！ 日本独自
のみずみずしいテクスチャーはそ
のままに、従来のビフィズス菌エ
キス※ 5とイースト菌エキス※ 6に 5
種類の有用成分※ 7を配合。強く、
輝く肌への第一歩を踏み出して。
ジェニフィック アドバンスト N
30㎖￥10,000／ランコム

菌の成長に欠かせない栄養源、プ
レバイオティクスと、肌の健康に
よい影響を与えるプロバイオティ
クス由来成分だ。新ジェニフィッ

クに 種の有用成分を取り入れる
ことで美肌菌をバックアップし、
肌をケア。結果、肌は若々しい印
※３
象の輝きを増し、モチモチとハリ
感もアップ。いきいきとした印象
へ。

生まれ変わった
美容液の実力を堪能

1

回復したりと、たくさんの役割を
果たしているそう。菌のバランス
が取れていれば、肌はいつだって
強く、美しく、健やかに。ところ
がひとたび菌のバランスがくずれ
ると、トラブルへとつながってし
まう。こうした発見をもとにラン
コムでは、肌のマイクロバイオー
※１
ム＝美肌菌にアプローチすれば、
強く、美しい肌がかなうのでは、
と考えたのだ。
7

GÉNIFIQUE
ADVANCED N

洗顔後の
ファーストステップで
輝く肌へと舵を切る
洗顔後のまっさらな肌に瞬時になじみ
輝く肌へとシフトチェンジ。

！

また、
ジェニフィックといえば、
忘れてならないのが、日本女性の
ために開発された軽やかなテクス
チャー。今回のリニューアルでも
その感触は健在で、洗顔後の肌に
※４
なじませたとたん、スイスイ浸透

していく様子は圧巻
肌について研究し続けてたどり
※１
ついた“美肌菌”という新発想。
エイジングが気になるアラフォー
にこそトライしてほしい美容液だ。

※ 1 皮膚常在菌叢
（ランコムとしての定
義）
※ 2 ビフィズス菌培養溶解質、酵母エキ
ス、 2 種の乳酸桿菌、マンノース、α-グ
ルカンオリゴサッカリド、ポリムニアソン
チホリア根汁
（整肌成分）
※ 3 ツヤのこと
※ 4 角質層まで
（整肌成分）
※ 5 ビフィズス菌培養溶解質
（整肌成分）
※ 6 酵母エキス
※ 7 2 種の乳酸桿菌、マンノース、α-グ
ルカンオリゴサッカリド、ポリムニアソン
チホリア根汁
（整肌成分）
※ 8 年齢に応じたうるおいを与えるお手
入れのこと

悩み多き私から
自信の私へ。
輝きの
スイッチが作動！

いつものお手入れにも取り入れやすい。

肌が美の才能に目覚め、
ひとり立ち
するのをサポート。悩みの気配を感じさせず
肌も、心も、
ポジティブに。

使うたびに、
ハッとする手応え
クレ・ド・ポー ボーテならではの
新技術を搭載。生命感に満ちた肌は
鏡を見てハッとするほど。

クレ・ド・ポー ボーテ
ル・セラム
新しい輝きを呼び覚ます一歩先行く
テクノロジーを採用した美容液。
「肌
の知性※ 1 」に着目した独自成分、
スキンイルミネイター※ 2 配合。洗
顔後すぐの肌になじませることで、
肌の美しさの源をサポート。クレ・
ド・ポー ボーテのスキンケアをまず
は 1 品取り入れたいという人にもお
すすめ！（医薬部外品）
30㎖￥16,000
／クレ・ド・ポー ボーテ

NEWS

カウンターで5分間。超音波
ブースターで輝き肌体験

※ 1 すべての人が生まれながらにそなえてい
る、生涯美しい輝きを保ち続けるための鍵です
加水分解シルク、加水分解
※ ２ （保湿・整肌）
コンキオリン、テアニン、トウキエキス、シソ
エキス、グリシン、グリセリン、ＰＥＧ／ＰＰ
Ｇ－14／ 7 ジメチルエーテル、トレハロース

カウンターでは超音波ブースターによる、
約 5 分間のジェニフィック アドバンスト N
導入体験を実施中。 1 秒間に約300万
回の超音波振動で、美肌成分が浸透※4。
この美肌感、体感すべし！ 無料＆予約
不要
（ただし、時間帯によっては対応でき
ないことも。 5 分間はトリートメントのみの
時間）

１…澤永 ２…◯◯ ３…◯◯ 校了…◯◯

人気の名品 ランコム・ジェニフィックが進化！

美肌菌 を味方につけて肌はもっと美しくなる！
※1

LANCÔME
ランコム

「今の肌は好きだけど、
もっともっと上を目ざしたい」
という女性たちの願いに応え、
エイジングケア※ 8 美容液、
ジェニフィックがバージョンアップ。肌に生まれもつ菌のバランスを保つ＂美肌菌※ 1 活＂で、
肌のポテンシャルを目覚めさせて。
撮影／藤本憲一郎
（A.K.A.／物） 取材・文／入江信子
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