
本格派な仕立てですが、
着用感はライトです！
本ブランドのスーツと同じラインで生
産されたチェスターフィールドコート
は、細身のシルエットながらも肩の入
りが美しいので、ジャケット代わりに
も着こなせます。スタイル不問にサラ
リとはおれる一枚仕立てのウール仕様。

コート各3万8000円〈オンリー／オンリー〉
『The Thomas Crown Affair』1968
スティーブ・マックイーン

億万長者の会社経営者にして、裏の顔
は完全犯罪を芸術的な手腕で遂行する
天才科学者という、スティーブ・マッ
クイーン演じる主人公のトーマス・ク
ラウンが見せたキャメルコートを肩か
けした姿はオトナの色気がムンムン。

ON MOV I E

●問い合わせ先／オンリー70120・945・045 　http://only.co.jp/
※このパンフレットは、『メンズクラブ』2015年12月号の記事を再構成したものです。

あえてのコンサバコートが色っぽい！
男の装いのロングタームスタイルとして、正統派コートの魅力は多 あ々りますが、

最大の魅力は“男らしさ”ではないでしょうか。まるで名画のワンシーンのような所作が自然にきまる、
あえて真面目風なコンサバコートの選択には、オトナの色気が漂います！

Model Photograph / Taisuke Ota   Still Photograph / Shin Kimura(HERITIER)   Styling / Kohei Kubo(quilt)   Hair & Make•up / Saori Hattori
Model / ZOË, Asami Higashi   Text / Yasuyuki Ouchi   Edit / Kazumoto Kainuma

名画のようなしぐさが決まる
これぞ、正統派コートの
正しい使い方！？（笑）

ネイビーやグレイが軸となるビジネス
スタイルをより洒脱に見せるなら、キ
ャメルカラーのチェスターフィールド
コートをさり気なく肩にかけるしぐさ
がオススメ。上質な仕立てから来るフ
ォーマルさで、ほどよく真面目なキャ
ラを残しつつ、チェスターの定番でも
あるキャメルカラーがスーチングとの
コントラストを効かせて、ちょい崩し
た雰囲気が色気を感じさせます。ナチ
ュラルに決めてみましょう。

コート3万8000円、スーツ3万8000円、シ
ャツ3800円、ネクタイ5500円〈以上すべ
てオンリー〉、グローブ1万9000円、バッ
グ1万5000円〈2点共オンリープレミオ／
以上すべてオンリー〉　
その他スタイリスト私物

SCENE 01



ダウンライナーがついた
3シーズン着られる一枚
ラフに着てもエレガントさを失
わない、ポリエルテル100％の
メモリー素材で仕立てられた軽
快なコート。着脱可能なダウン
ライナーとボディ表面の起毛加
工により、保温性も抜群。撥水
性も備え、春先まで、長く着ら
れる一着となっています。

コート各3万8000円〈オンリー／
オンリー〉

「コンサバコートのポケットは、手を
突っ込んで歩くためにある！」と言っ
ても過言ではありません。劇中でもよ
く見られるコートポケットに手を入れ
て歩く姿は、男の色気を際立たせます。
コートの素材にポリエステルを選び、
加えてジャケットやヴェスト、ネクタ
イと色みを揃えたネイビーカラーにす
ることで、重厚に見えがちなコートス
タイルも、さりげなくスタイリッシュ
に昇華させるのが好印象なオトナです。

コート3万8000円、ジャケット2万8000円、
シャツ4800円、パンツ9500円、ネクタイ
5500円、靴1万6000円〈以上すべてオン
リー〉、ヴェスト1万3000円〈オンリープ
レミオ／以上すべてオンリー〉

さまざまな作品で見せる劇中のファッ
ションやしぐさを真似する人が続出し
たというアラン・ドロン。なかでも『サ
ムライ』で演じたジェフ・コステロと
いう暗殺者が見せるポケットに手を突
っ込んだしぐさは、あまりにも有名。

ON MOV I E

SCENE 02

『Le Samouraï』（サムライ）1967
アラン・ドロン



TRENCH
COAT

STAND COLLAR
COAT

BALMACAAN
COAT

オトナのプレステージがある
グレイのコーディネイト

こちらのコートは保温性や防風機能を
高めるため、ウール生地にフィルムを
貼り合わせたマテリアルが特徴的。さ
らにボディとは異素材のキルティング
ライナーもつくので、極寒の真冬だっ
て余裕です。チャコールのコートをは
じめ、ストールやタイを同系色でまと
めれば、ネイビーストライプのスーツ
をアクセントとして利かせた、グレイ
のワントーンスタイルが完成します。

コート2万8000円、スーツ3万8000円、シ
ャツ4800円、ネクタイ5500円、ストール
9800円〈すべてオンリー／オンリー〉

インテリジェンスが薫る
ネイビースーチング！

国産の上質なウールを贅沢に用いたメ
ランジ調の糸を採用し、表面感あるカ
ルゼで織り上げたスタンドカラーコー
ト。その独特の素材感を生かすために、
デザインは極力シンプルに仕上げられ
ているから、ネイビーベースでまとめ
た王道のスーチングにもはまります。
コーディネイトはベーシックに作り、
正統派コートの素材感でハズした攻め
のコンサバスタイルです。

コート2万8000円、スーツ4万8000円、シ
ャツ4800円、ネクタイ5500円〈すべてオ
ンリー／オンリー〉

暖色系でまとめた、
優しげなオトナのスタイル

シワになりにくく、軽量で撥水性にも
優れた、ポリエステル100％の実用性
の高い素材を使用したトラベラーコー
ト。着脱可能なライナーがつくので、
長いシーズン着まわせる点もポイント
です。ネイビーのストライプスーツに、
白×赤のストライプシャツと赤の小紋
柄タイを組み合わせたVゾーンも、コ
ートのシンプルなデザインとベージュ
のカラーリングにより引き立ちます。

コート2万8000円、スーツ3万8000円、シ
ャツ4800円、ネクタイ5500円、グローブ
5800円〈すべてオンリー／オンリー〉

正統派コートで作る、攻めのコンサバスタイル



SHOP LIST

しなやか＆ハリがある
こだわりのラムウール製
昨年リリースして人気を博したステン
カラーコート。生地には柔らかさと適
度なハリ感のある上質なラムウールが
使用されています。また、別生地の襟
裏や裏地がアクセントになっているの
で、チラ見せもOKです。

コート各2万8000円〈オンリー／オンリー〉

【男性】コート2万8000円、スーツ2万
8000円、シャツ4800円、ネクタイ5500
円、チーフ3800円〈すべてオンリー／
オンリー〉　【女性】ジャケット2万6000
円、カットソー 5900円、バッグ5900円
〈すべてオンリー／オンリー〉

肌寒くなってきたら、さっきまで着て
いたステンカラーコートを女子にかけ
る。こんなクサいしぐさだって（笑）、
コンサバコートなら意外にも様になり
ます。コートを脱ぐしぐさや、脱いだ
あとの端正なスーツ姿のギャップにオ

トナの色気を感じさせることができる
とかできないとか。これ、真顔でやる
とちょっと痛いですから、好印象なオ
トナはあくまでも冗談っぽく、でも優
しく女子にコートをかけます。あなた
の周辺での株価アップは間違いなし!?

ONLY

北海道
札幌エスタ店    ☎011・208・5450

札幌大通り店  ☎011・219・6701

札幌南2条店      ☎011・251・3663

宮城
仙台広瀬通店  ☎022・266・5103

東京
日比谷店 　　　☎03・3539・1167

赤坂店           　☎03・3505・3190

新宿マルイアネックス店
                        ☎03・3225・7276

東急百貨店本店☎03・3476・6101
※ONLY PREMIOへ変更予定です

渋谷店              ☎03・3476・5230

日本橋店           ☎03・3510・6740

淡路町店       ☎03・5294・3001

愛知
名古屋広小路店☎052・262・6060

京都
四条烏丸店      ☎075・256・7807

イオンモール京都桂川店
　　　　　 　 ☎075・932・1024

大阪
淀屋橋店          ☎06・6201・5308

クリスタ長堀店 ☎06・6282・2235

広島
広島店            ☎082・243・8845

福岡
天神国体道路店☎092・725・3119

ONLY PREMIO KYOTO

京都               ☎075・341・1155
10月29日オープン予定

ONLY PREMIO

大阪
ルクア イーレ店☎06・6151・1417

ららぽーとEXPOCITY店
11月19日オープン予定

ONLY WOMEN

京都烏丸店      ☎075・254・1996

SCENE 03

『女優志願』では、紆余曲折の末に永
遠の愛を誓い合う、スーザン・ストラ
スバーグ演じるエヴァとクリストファ
ー・プラマー演じるジョーの、女子へ
のコートがけのシーンがとってもナチ
ュラルでかっこいい。

ON MOV I E

『Stage Struck』 1958クリストファー・
プラマー＆スーザン・ストラスバーグ

The @ SUPER SUITS STORE

東京
上野マルイ店    ☎03・5818・3498

池袋マルイ店     ☎03・3984・8051

アリオ北砂店   ☎03・3646・7751

神奈川
丸井川崎店       ☎044・246・2849

マルイファミリー海老名店
                        ☎046・231・7257

埼玉
かわぐちキャスティ店
                       ☎048・252・2444

静岡
静岡駅前店　　 ☎054・251・2330

イオンモール浜松市野店
　　　　　       ☎053・467・2203

愛知 
JR名古屋駅前店
                    ☎052・533・7216

イオンモール熱田店
                        ☎052・884・0233

栄店                 ☎052・973・0657

mozoワンダーシティ店
                        ☎052・505・2203

京都
京都北山店      ☎075・705・2206

イオンモールKYOTO店
                        ☎075・661・2114

大阪
ルクア店           ☎06・6151・1338

肥後橋店          ☎06・6459・6012

なんばCITY店   ☎06・6644・2401

天王寺ミオ店   ☎06・6770・1097

奈良
奈良ファミリー店
                        ☎0742・34・4550

兵庫
神戸元町店        ☎078・391・1721

岡山
岡山店              ☎086・226・2682

福岡
チャチャタウン小倉店
                        ☎093・512・5120

福岡パルコ店    ☎092・235・7341

天神昭和通店    ☎092・721・2929

She loves SUITS

東京
池袋マルイ店    ☎03・3985・0050


