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O U T E R T O P S B O T T O M S
着こなしの仕上げを担うアウター。

心地のいいデザインも、攻めなシルエットも
袖を通す朝が楽しみになるお気に入りと出逢えたら

素敵な明日が待っている。

コーディネートの印象を左右するトップスは、
今の自分の気持ちを表す第二の顔。
自分の価値観を信じて選べば

永く着こなせるマイスタンダードになる。

フレッシュに or 大人っぽく…？
ボトムのデザインには、そのときの気分が現れる。
自然と笑みがこぼれる１枚と巡り逢えたのなら

それは永く愛せる逸品。

左から：［Ray BEAMS］ビッグトレンチ
コート ¥26,400〈ビームス／本館3F〉、
チェックストレッチWテーラージャケット 
¥28,600〈バビロン／本館4F〉、ライトレ
ザーノーカラージャケット ¥26,950〈ナノ・
ユニバース／本館3F〉

ウォッシャブルタスランコート ¥17,600、
フラワーギャザーワンピース ¥13,530、ド
ロストバッグ  ¥17,380、スクエアバレエ 
¥6,930〈ナノ・ユニバース／本館3F〉

左から：カラータイダイプリントTee ¥5,500
〈アングリッド／本館4F〉、シアーバンドカ
ラーシャツ ¥6,600、ストライプバンドカラー
シャツ¥6,600〈ジーナシス／ストリート2〉、
［ROSE BUD］シースルーワンピ ¥12,100、
［ROSE BUD］タンクトップ ¥4,290〈ロー
ズ バッド／本館3F〉

トゥインクルフラワープリント×バードリー
フ刺しゅうワンピース ¥23,100、裾レース
付きギャザーパンツ ¥15,400〈スーパー
ハッカ／本館4F〉

左から：［Ray BEAMS］チェックサイドス
リットパンツ ¥13,200〈ビームス／本館
3F〉、ラップスカート ¥14,300〈バビロン／
本館4F〉、［GENE HEAVENS］デニムプ
リーツスカート ¥16,500〈ローズ バッド／
本館3F〉

ストライプ×レースバックボリュームシャツ 
¥14,300〈リヴドロワ／本館4F〉

マイスタンダードを知れば
ファッションは
もっと楽しく、自由に。
新しい元号、初めて迎える春̶̶̶

定番も流行も、巷には溢れているけど
どれに手を伸ばしても何を選んで着ても
あなたが決めたのなら、それは正解。
フレッシュな気持ちで自分にとって心地いい春を探そう。

カラーテーラーロングジャケット ¥11,000、カラーバミューダパンツ ¥7,150、
ワイドテレコタンク ¥2,750、アソートヒールミュール ¥6,600〈ジーナシス／ストリート2〉

［ROSE BUD］アンサンブルニット ¥8,690、［ROSE BUD］サロペット ¥13,200、
［MOSAIC］ピアス ¥2,750〈ローズ バッド／本館3F〉
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B a s i c _  左から： アルビオン ホワイト パウダレスト
［050］ ¥5,500（レフィル ¥4,400／マット付ケース 
¥1,100）、エレガンス リクイッド ルージュ ビジュー
［12、13］ 各¥3,850、 エレガンス エモーショナル 
フェイス［OR203］ ¥6,050、エレガンス アルモニーア
イズ［02］ ¥3,850〈アルビオン ドレッサー／本館4F〉
Tr e n d _パウダールージュティント 各¥1,485〈エ
チュードハウス／ストリート2〉

選ぶ理由があったものには
タイムレスに使える魔法がかかっている。

惹かれたものには正直に向き合う。
そうして自分の手元にやってきたものを大事に使っていくことは、

サステナブルな未来につながっていくのかもしれない。

Bas ic_左から：ADRIAN ¥24,200〈ドクターマーチン／本
館5F〉、ソフトVカットバブーシュ ¥7,040〈ランダ／ストリート
2〉、ビッグバックルパンプス ¥17,050〈ダイアナ／本館4F〉
T r end_左から：メッシュオペラパンプス ¥7,150〈オリエンタ
ルトラフィック／ストリート2〉、［piu comoda］パンプス 
¥17,600〈ローズ バッド／本館3F〉、NIKE WMNS AIR 
MAX 90 LX ¥15,400〈アトモス／本館5F〉

Accessory

Skin care

Glasses

Cosme

B a s i c _KC35 ¥37,400
〈金子眼鏡店／本館4F〉

Tre n d _KV71L ¥35,200
〈金子眼鏡店／本館4F〉

B a s i c _左から：保存の器 大¥3,300、小¥2,200
〈中川政七商店／本館1F〉

Tr e n d _左から：RIN&CO .  越前硬漆 平皿 
¥3,850、RIN&CO. 越前硬漆 トレー丸 ¥2,420、
RIN&CO. 越前硬漆 深ボウル S ¥4,400、M 
¥6,050、L ¥7,700〈中川政七商店／本館1F〉

Tableware

Shoes

Bas ic_左から：K18YGダイヤモンドネックレス 
¥85,000、Ptダイヤモンドリング ¥100,000、
Ptダイヤモンドネックレス ¥50,000〈ジュエ
リーツツミ／本館4F〉
Tre n d _左から：ハグピアス ¥24,200、ハグイ
ヤリング ¥22,000〈エテ／本館 4F〉

B a s i c _上から：2WAY 4ポケットトート 
¥10,780〈レ・トワール・デュ・ソレイユ／本
館1F〉、［ROSE BUD］ショルダーバッグ 
¥7,590〈ローズ バッド／本館3F〉、 異素
材コンビ2WAY万能バッグ ¥15,400〈ダ
イアナ／本館4F〉
Tre n d _左から：別注ミニケース付 2WAY 
ショルダーバッグ ¥14,300〈ナノ・ユニ
バース／本館3F〉、［Ray BEAMS］カゴ
トートバッグ ¥6,490〈ビームス／本館3F〉、
［LAURA DI MAGGIO］バッグ ¥13,200
〈ローズ バッド／本館3F〉

Bas i c_アルビオン フローラドリップ 
80㎖ ¥7,700、160㎖ ¥14,300〈ア
ルビオン ドレッサー／本館4F〉
Tre n d _オルビス オフ クリーム 100g 
¥2,530（つめかえ 100g ¥1,980）
〈オルビス・ザ・ショップ／本館4F〉
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ペリエ千葉 フロア案内

インフォメーション

本館1F

B1F

ストリート2ストリート1

ペリチカバル

ペリチカ
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エキナカ
中央改札

ペリーズ
キッチン

ペリエ千葉
〒260-0031 千葉市中央区新千葉１-１-1
TEL. 043-227-3005 総合インフォメーション（6F） 

公式 Instagram
公式 LINE
@perie_chiba

ペリエ千葉
公式
Facebook

最新情報は SNSでCHECK!

10:00～21:00 （月 10:30～21:00 日・祝 10:00～20:30）

※一部営業時間が異なるショップがございます

・本館1F～6F・B1Fペリチカ・ストリート1・ストリート2

・本館1F ペリーズキッチン（フードコート）

・エキナカ4F

・B1F ペリチカバル

営業時間

11:00～23:00

10:00～22:00

10:00～22:00 （日・祝 10:00～21:00）

・エキナカ3F 9:00～22:00 （日・祝 9:00～21:00）

・本館5F ペリエダイニング　 11:00～22:30

ペリエ千葉の
WEBサイトも
チェック!

※価格はすべて税込価格で表示しています。 ※本冊子に掲載の商品には数に限りがある場合がございま
す。品切れの際はご容赦ください。 ※本冊子に掲載の商品情報は、予告なく変更になる場合がございます。
予めご了承ください。 ※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※エキナカ内の
ショップをご利用の場合は、JR千葉駅を区間に含んだ乗車券類、または入場券（140円）が必要となります。 

［Ray BEAMS］タイダイウェストギャザーブラウス 
¥12,100、［Ray BEAMS］クロシェ編みニットパンツ 
¥14,300、［YAHKI］Wフェイスショルダー ¥16,280、
［Ray BEAMS］スクエアトングサンダル  ¥15,180、
［RBS］ハット ¥9,900〈ビームス／本館3F〉

Cover Items

2020年
3月31日まで！

「チバベジ」は、台風15号被害をきっかけに立ち上がった持続的農業
支援プロジェクトです。被災野菜を買い取って販売をすることで農家
への支援に繋げています。

左から：キウイと白ワイン 
¥810、金柑とジャスミン
ティー ¥972、りんごのジュレ 
¥810、チバベジピクルス白ワ
インベース 各¥864

本館3F
チバコトラボ内 LOUPE

出店
場所

Event information




