正
パ
ク
パ

結婚式や2次会etc.ドレスを買い替えなくても、
ちょっとしたテクニックで印象チェンジが可能です！

って
「また同じドレス！
？」

思われないための着回しレッスン♪
秋のウエディングシーズン到来！ 目いっぱいオシャレして行きたいけど、
毎回ドレスを買い替えるわけにもいかず……。
でも、同僚や同級生に「前と同じ」と思われるのは絶対にイヤ！
そこで、1枚のドレスが見違える、着回し術を徹底レクチャーします♪
SCENE

ドットが可愛い
チュール付きで着用︒
ほどよい華盛りにピッタリ♡

私たちお呼ばれ服に悩んでます！
「上手にお呼ばれ服の印象を変えたい！」がお悩みの共通点。みんなで写る写真
は一生ものだから、いつも同じドレスではイヤなのが女心です。
IT通信会社勤務
湯浅菜穂さん

（27歳）

アウターとの組み合わせに
困ってます。トレンチなど、
普段着ているコートを合わ
せると、お呼ばれ感がなく、
華やかさも減るような……

経理事務

広告代理店勤務

宇佐美舞さん

濱口真彩子さん

（27歳）

（31歳）

お呼ばれされるたびに違う
ドレスを着たいけど、そん
なお金はない……。買い替
えるのではなく、同じドレ
スで違う着方が知りたい！

友達や同僚の結婚式で撮る
写真は、だいたい同じメン
バー。だから、いつも同じ
ドレスに見えないように工
夫するのが本当に大変……

このドレスを着回し

Apuweiser-riche
これ1枚で何通りも
着回せる万能ドレス

SCENE

フォーマル
ウエディング

チュールスカートとリボン
ベルトは取り外しOK。シル
エットが変わるから、印象
も激変！ ドレス￥35,000
／アプワイザー･リッシェ

1
Lesson

誰でも簡単に印象チェンジが叶う

1.5次会

マルチway ドレス

撮影／西崎博哉
（MOUSTACHE）
［人物］
、志田裕也
［静物］ スタイリング／弓桁いずみ
ヘアメイク／山下智子 モデル／佐野ひなこ 文／石沢美知子
●掲載商品の問い合わせ先はp.218〜219にあります。

着脱可能なスカート付きや
トップスとのセットなど︑今
季のway ドレスの進化は衝
撃もの︒無理なく簡単にイ
メージを変えられるから︑
こ
れは買うしかない！

フォーマルらしく露出は
控えて︒スカートも
タイトでサバ感を演出♡
3教会などでの式は、
肌見せを控えるのが常識。
でも
地味にはなりたくないから、ショールはパール付き
で美人っぽく♡ タイトなドレスにもぴったりです！
ドレス／着回し パール付きショール￥10,000／デ
ビュー･ド･フィオレ パールイヤリング￥4,300／
imac バッグセット￥11,000／レッセ･パッセ

4チュールをON、ベルトをOFFすれば、アラサー
仕様の可愛さにチェンジ。小物をパープルで統一し
て上級モードに♡ ドレス／着回し イヤリング￥
10,695／アビステ ブレスレット￥17,000／imac
ファーティペット￥4,200、バッグ￥6.900／ともに
MISCH MASCH パンプス￥12,500／プールサイ
ド
（プールサイド マロニエゲート銀座2店）
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5小物はパールを使い、トップスをINして品格を足すのが正
解。ドレス／着回し パールイヤリング￥6,800／imac パ
ールブレスレット￥7,500／Aleksia Nao
（imac） ビーズク
ラッチバッグ￥11,000／アネモネ（サンポークリエイト） パ
ンプス￥15,000／ダイアナ
（ダイアナ 銀座本店）

このドレスを着回し

SCENE

フォーマル
ウエディング

ボレロをブラウスとして使って
挙式のドレスコードをクリア♪

Rirandture
レースボレロ付きの
使える4wayドレス
ベアドレスとレースボレロ
のセット。ボレロは前後で
着られるので4wayに！
ドレス￥28,000／リランド
チュール

SCENE

カジュアル
ウエディング

トップスをINで着て
ドレスの美ラインを
見せつけるのが狙い！

Way dress

5ドレスのみ着用。華やかな小物をプラスすれば、
カジュアルな
バーなどの夜のシーンにも対応できます。ドレス／着回し フ
ォックスファーショール￥24,800／ル･ベルニ
（キャセリーニ）
ピアス￥3,500／スリーフォータイム
（ジオン商事） バングル￥
15,000／imac バッグ￥12,000／JILL by JILLSTUART ブ
ーツ￥41,482／銀座かねまつ
（銀座かねまつ6丁目本店）

SCENE

2次会

ゴージャスなファーを足して
夜シーンに映える華やかさに♡
4ボレロを後ろ前に着たスタイルがこちら。2次会では脱い
で肩見せすることもできちゃいます！ ドレス／着回し パ
ールイヤリング￥4,000、リング￥4,500／ともにアビステ ク
ラッチバッグ￥12,000／AIMER（三松） パンプス￥19,000／
セヴン･トゥエルヴ･サーティ
（サン･トロペ）

Variation

AIMER

LAISSE PASSE

Rirandture

ブラウスセットは秋冬の防寒対策にも有効

気分次第でレースもチュールも思いのまま♡

オーバースカート付きでフレアにもタイトにも！

5光沢のあるロイヤルブルーに花柄レースがマッチ。袖のフリルは
着ヤセ効果も絶大です。2wayドレス￥31,000／AIMER
（三松）

5甘口レディでも、キレイめサバでも、どちらでも大丈夫なマルチ
ドレス。ネックレス付き2wayドレス￥38,000／レッセ･パッセ

5スカラップ＆リボンがフェミニン♡ レースはクラス感のある繊
細なお花モチーフです。2wayドレス￥25,000／リランドチュール

2way

2way

2way
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2
Lesson

このドレスを着回し

ウエストに細かいタックを
寄せたエレガントなブラッ
クドレス。ストラップは取
り外し可能。ドレス￥20,0
00／LAGUNAMOON

SCENE

カジュアル
ウエディング

1

SCENE

フォーマル
ウエディング

同色のジャケットと
大粒パールが神聖な
チャペルにお似合い♡

ファーにビジュー︑
レオパ︑
パンチ小物と
総動員してより華やかに！

レースINで今っぽさをアピール
色気も華も出て大満足♪

3

2黒レースの重ね着は、
セクシーか
つ上品だから誰からもウケよし！
小物は差し色の赤で遊び心をチョ
イ足し。ドレス／着回し レース
ブラウス￥8,000／LAGUNAMO
ON ピアス￥2,600、バングル￥
2,100／ともにアネモネ（サンポー
クリエイト） バッグ￥9,800／AI
MER
（三松） パンプス￥21,000／
タラントン by ダイアナ（ダイア
ナ 銀座本店）

4肌出しOKな2次会は、ドレス＋シ
ョールの出番。バッグや靴もイン
パクトのあるものを選んでより華
やかに♡ ドレス／着回し エコフ
ァーショール￥9,000／レッセ･パッ
セ スパンコールバッグ￥13,000／
カシオペア/ジネス
（ジネス ディア
モール大阪店） パンプス￥17,000
／ムラング
（サン･トロペ）

小物合わせで印象チェンジ！

ベアワンピはレイヤードで
着回し範囲を拡張！

誰もが 枚は持っている無地ドレスは︑小物でイメージを
変えやすいから︑着回さなくちゃもったいない！ シンプル
さを逆手にとって︑ シーンを着回します♡

LAGUNAMOON

シンプルドレス

SCENE

2次会

Hジャケットで肌の露出をカバー！ ドレス／着回し ボレロジャケット￥22,000
／ストロベリーフィールズ（シュガー･マトリックス） イヤリング￥1,600／ダー
リンデイズ
（エフタイム） ネックレス￥8,800／imac バングル￥7,250／アビス
テ クラッチバッグ￥22,000／グレースコンチネンタル（アイランド ショールー
ム） パンプス￥13,871／プールサイド
（プールサイド マロニエゲート銀座2店）

このドレスを着回し

UNIVERVAL MUSE
SCENE

フォーマル
ウエディング

レース柄チュールと腰の
刺しゅうが可愛すぎ♡
リュクスな素材感だから、
ピンクでも、大人らしく素
敵です♡ ドレス￥22,000
／ユニバーバル ミューズ
（シュガー･マトリックス）

SCENE

カジュアル
ウエディング

SCENE

1.5次会

まろやかなグレーの
ファーとラメバッグが
ピンクにほどよい！

最愛のピンクで統一して
ブライズメイド風にコーデ

ジャケット＆黒小物で
ピンクのチュールを
落ち着かせればOK！
4ジャケットはノーカラーが相性よし！
小物はシックな黒で、ピンクの派手さ
を軽く抑えて。ドレス／着回し ジャ
ケット￥19,000／ジャスグリッティー
パールネックレス￥8,800／ルーニィ
クラッチバッグ￥6,900／31 Sons de
mode（ヒロタ） パンプス￥20,000／
タラントン by ダイアナ
（ダイアナ 銀
座本店）

5アクセは大ぶりのパールリボンを選択。
足元
はエナメルのホットピンクで目立たせて♡
ドレス／着回し パールネックレス￥7,500／
ランバン オン ブルー
（レリアン） クラッチ
バッグ￥15,000／AIMER
（三松） エナメルパ
ンプス￥21,000／タラントン by ダイアナ
（ダ
イアナ 銀座本店）

3最近多い「カジュアル以上、フォー
マル未満」な1.5次会は、×グレーのマ
イルドな色合わせがベスト。素材はラ
メなどをチョイスして、よりレディに。
ドレス／着回し ピアス￥20,500／ア
ビステ ファーティペット￥7,400／HE
LEN MOORE（The Virgnia 有楽町
マルイ店） ラメクラッチバッグ￥9,8
00／AIMER
（三松） パンプス￥6,900
／RANDA
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カジュアル
ウエディング

このドレスを着回し

CELFORD

ビジューのカーデ＋バッグで
ほどよいラフさと遊びをプラス

Plain dress

SCENE

甘すぎない大人の
ブルーレースにひと目ぼれ♡
高級感ある立体的なレース
が素敵。長め丈も今年らし
くてオススメ。レースドレ
ス￥26,000／CELFORD
（C
ELFORD 新宿ルミネ1店）

SCENE

フォーマル
ウエディング

3カーデはしっかり生
地のボレロタイプ。ビ
ジューたっぷりなので、
華やかさがアップし、
カ
ジュアルウエディング
に最適。バッグはキャ
ッチーなボール形を合
わせるなど、
フォーマル
ではできない
〝楽しい〟
コーデに仕立てて♡
ドレス／着回し ビジ
ュー付きカーディガン
￥20,000／ストロベリ
ーフィールズ（シュガ
ー･マトリックス） パ
ールバッグ￥22,500／
アビステ パンプス￥
17,500／ランバン オン
ブルー
（モーダ･クレア）

SCENE

3露出は少なめだから、
フォーマルの場合は、
そ
のまま着るだけで大丈
夫。小物はパールで上
品に。ドレス／着回し
パールカチューシャ￥6,
800／FIGURA（ima
c） イヤリング￥2,000
／グラン ビュフル（ラ
ブリークィーン） ブレ
スレット￥6,000、バッグ
￥35,000／ともにアビス
テ パンプス￥19,000／
セヴン･トゥエルヴ･サー
ティ
（サン･トロペ）

撮影場所はココ！

みんなでワイワイの 次会は
ハット投入でドレスダウン！

パールを合わせるだけで
チャペル仕様のきちんと
レディスタイルに♡

2次会

2ハットのイメージに
合わせて、ウエストは
太ベルトでインパクト
強めにするのがポイン
ト。ドレス／着回し
ハット￥9,800／The V
irgnia（The Virgnia
有楽町マルイ店） ベ
ルト￥3,900／31 Son
s de mode（ヒロタ）
バッグ￥15,000／アデ
ィナ ミューズ（ADIN
A MUSE SHIBUYA）
ブーツ￥27,500／ラン
バン コレクション（モ
ーダ･クレア）

2

【 シャルマンシーナ 東京 】
理想のウエディングが叶う
青山のリゾート風結婚式場
人気は自然光の入るクリスタルチャペ
ル。教会式はもちろん、人前式、神前
式、1.5次会や2次会にも対応。表参道
駅から徒歩3分というアクセスの良さ
住 東京都渋谷区神宮前4の
も魅力です。◯
5の6 70120･963･726

SCENE

2次会

このドレスを着回し

MIIA
レーススカートを上下に
重ねられる3way♡
フィッシュテールのドレス
＆レーススカートのセット。
深い赤が女らしくてテンシ
ョン上がりそう！ ドレス
￥15,000／MIIA

SCENE

カジュアル
ウエディング

無地でも人とかぶらない秘密は
セクシーなレースのチラ見せ！

4肌の露出はビジュー付きボレロでカバー。
足元はボレロの黒をリピートして、全体のバ
ランスを整えればパーフェクト！ ドレス／
着回し ボレロジャケット￥16,000／デビュ
ー･ド･フィオレ バッグ￥4,600／ロデスコ
（アーバンリサーチ ロッソ ジョイナス横浜
店） レースパンプス￥19,000／セベージュ/
ティテインザストア（ジオン商事）

5レーススカートをドレスの中に着用。フィッシュテールのダブル使いが、動く
たびにフェミニンな表情を作ってくれます♡ ドレス／着回し ピアス￥4,862／
アビステ リング￥8,800／imac レースショール￥6,900／ROYAL PARTY チ
ェーンバッグ￥5,000、ゴールドフラップ￥1,900／ともにPROPORTION BODY
DRESSING ラメパンプス￥19,000／タラントン by ダイアナ
（ダイアナ 銀座本店）

憧れのロングチュールを
ドレスに重ねて
プリンセス気分を満喫♡

フレアドレスの肌隠しには
ラインを崩さないボレロが便利
SCENE

フォーマル
ウエディング

Kドラマチックにいく
なら、
頼るはチュールス
カート！ トップス部分
がシンプルだから、こ
んな大胆なレイヤード
でも大丈夫です！ ド
レス／着回し チュー
ルスカート￥49,000／
TSURU by Mariko O
ikawa イヤリング￥
9,500、ブレスレット￥
19,000／ともにimac
バッグ￥98,000／N 21
（アイランド ショール
ーム） パンプス￥26,0
00／ルーニィ
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3

このドレスを着回し

Debut de Fiore

SCENE

1.5次会

ショールで肌を隠しつつ
バッグと靴でフェミニンな
テンションを強化！

SCENE

2次会

インパクトをほどよく抑えてチェンジ！

大きなバラ柄がとても華や
か♡ 形がシンプルだから、
着回しできる万能ドレスで
す！ ドレス￥36,000／デ
ビュー･ド･フィオレ

華やかドレス

パッと目を引くピンクの
花柄で主役になって！

Lesson

柄や配色デザインなど︑
華やかなドレスの着回しには︑
小物とはおり︑
両方の力が不可欠︒
ファーやシフォンなど︑
インパクトを分散するアイ
テムも使ってみて！

5カーディガンは華やかなビジュー
付きをチョイス。色はピンクベージ
ュをセレクトすれば手抜きに見せま
せん！ ドレス／着回し ビジュー
付きカーディガン￥3,900／tocco
closet ピアス￥12,000／imac バ
ッグ￥36,852、パンプス￥35,926／
ともに銀座かねまつ（銀座かねまつ6
丁目本店）

次会ならカーデも大丈夫
お嬢さん風に決まって
気分が上がりそう♡
2

撮影場所はココ！
【 パラッツォドゥカーレ 麻布 】
都会の中心とは思えない
緑たっぷりのガーデン

4ファーショールは、花柄ドレスにフォーマル感を足す効果もあり。これな
ら1.5次会でもハデすぎず素敵な雰囲気に。ドレス／着回し エコファーショ
ール￥8,900／ROYAL PARTY イヤリング￥12,000／imac パールバング
ル￥7,250／アビステ チェーンバッグ￥29,166／テッドベーカー パンプス
￥15,000／ダイアナ
（ダイアナ 銀座本店）

広々とした庭園でのガーデンウエディ
ングが可能。チャペルは屋内、屋外の
2種類から選べます。テラスもパーテ
ィースペースも、贅沢かつ開放感があ
住 東京都港
って、思わずうっとり♡ ◯
区六本木7の12の27 70120･901･271

Variation

TED BAKER

CELFORD

MERCURYDUO

2胸元から広がるプリ
ーツで、
女らしい揺れ感
を入手。ドレス￥29,5
37／テッドベーカー
ファーティペット￥16,
000／ティテインザス
トア（ジオン商事） ク
ラッチバッグ￥16,000
／ラブリーハート（ラ
ブリークィーン） グ
リッターパンプス￥13,
500／ダイアナ（ダイア
ナ 銀座本店）

2ツイード＆ラメで華
やかさ倍増！ ラメ入り
ツイードドレス￥35,000
／CELFORD
（CELFO
RD 新宿ルミネ1店）
パールネックレスセッ
ト￥12,500／アビステ
バッグ￥2,900／センス
オブプレイス
（センスオ
ブプレイス バイ アー
バンリサーチ キュープ
ラザ原宿店） パンプ
ス￥26,388／テッドベ
ーカー

2花柄は立体的なフロ
ッキー。光沢素材にマ
ットなお花が映えて、
ク
ールビューティーを気
取れます。花柄ドレス
￥12,000／MERCURY
DUO パールネックレ
ス￥18,000／ダブルス
タンダードクロージン
グ
（フィルム） ファー
バッグ￥10,000／JILL
STUART パンプス￥
9,900／RANDA

大胆な配色とプリーツで
ドキッとさせて♡

定番ツイードは黄色で
若々しくリニューアル

辛派へのオススメは
強めに決まる黒の大花
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Gorgeous dress

このドレスを着回し

ROYAL PARTY
チュール＆刺しゅうが
最高にゴージャス！

SCENE

2次会

攻めに回りたい夜の 次会は
太ベルトでスタイルアップをアピって♡

3 2 次会のようなナイ
トシーンは、
大粒パール
にファー、
太ベルトで盛
りに走ってOK！ ドレ
ス／着回し パールイ
ヤリング￥4,500／ダブ
ルスタンダードクロー
ジング
（フィルム） ネ
ックレス￥11,000、ベ
ルト￥9,200／ともにラ
ンバン オン ブルー
（レ
リアン） ファーティペ
ット￥38,000／ファビ
オラ
（ムーンバット）
バッグ￥8,900／31 So
ns de mode
（ヒロタ）
パンプス￥22,000／セ
ヴン･トゥエルヴ･サー
ティ
（サン･トロペ）

2

4ドレスの軽さを壊さないよう、ボレロは透け感のある黒をチョイス。刺しゅうのカラー
ともリンクして、完成度の高い着こなしに。ドレス／着回し ボレロ￥9,800、クラッチ
バッグ￥14,000／ともにAIMER
（三松） パールイヤリング￥10,000／アビステ ビジュー
パンプス￥24,000／グレースコンチネンタル
（アイランド ショールーム）

ファー付きケープ

Fur cape

ロング丈でドレスを覆うのが正解

きちんと見えるえり付きロングが
フォーマルシーンにぴったり！

光沢素材とデザイン性で
ドレスとなじむようになる！

2普通のコットント
レンチではチグハ
グだけど、光沢素
材のドレス系のお
しゃトレンチなら問
題 なし。ドレスト
レンチ￥48,000／
ランバン オン ブ
ルー（レリアン）
ワンピース￥19,0
00／ストラ ピアス
￥13,000／imac
ファーバッグ￥15,
000／プレフィ
（ム
ーンバット） パン
プス￥22,000／グ
レースコンチネン
タル
（アイランド シ
ョールーム）

ゆるっとはおれてエレガント♪
ドレスのラインも出て使える！

チェスターコート

Chester Coat

3

3

お呼ばれドレスに合う

Dress trench

ふわっとした感じが可愛い♡

アウター はこの つ！

ドレストレンチ

﹁アウターとの組み合わせに困る﹂﹁トレンチは着ても寒い﹂
など︑
数多いお呼ばれコート問題は︑
この アウターで解決！

5ロングチェスターは長めドレスと好相性。色はソフ
トなグレーがオススメ！ チェスターコート￥49,000
／マイストラーダ チュールドレス￥19,000／ユニバ
ーバル ミューズ
（シュガー･マトリックス） ビジュー
3点セット￥55,000／アビステ バッグ￥7,900／31 So
ns de mode
（ヒロタ） パンプス￥27,593／銀座かね
まつ
（銀座かねまつ6丁目本店）

艶やかな質感でチグハグ感を払拭！

SCENE

フォーマル
ウエディング

チュールに溶け込む黒ボレロで
ドレスのテンションをキープ！

チェックのチュールに花柄
刺しゅう、
透けるサテンetc.
上品に目立てて、華やかさ
も急上昇！ ドレス￥19,000
／ROYAL PARTY

3ボリューミーなフレアドレスでも、ショート
丈のケープなら相性よし。体が華奢見えするの
もおいしい！ ファー付きケープ￥88,000／Ch
esty
（JOC） プリーツドレス￥43,000、イヤリ
ング￥7,000／ともにJILLSTUART パール付
きバッグ￥8,900／WILLSELECTION（WILLS
ELECTION ルミネ有楽町店） パンプス￥21,00
0／セヴン･トゥエルヴ･サーティ
（サン･トロペ）
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