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http : // www . deviloose . comデビルーズでしか買えないモノがある

10％OFF10％OFF
クーポンコード

期間限定クーポン♪
11 月にデビルーズにて商品をご購入いただきましたお客様へ感謝の気持ち

を込めまして、期間限定クーポンをプレゼントしております。

上記期間中、何度でもご使用していただけるクーポンとなっております。

この機会に欲しかった商品をお得にＧＥＴして下さい。

ご購入の際に左記クーポンコードをご入力下さい。

ご注文合計金額より 10％割引させていただきます。

注意事項

①ご注文の際にクーポンコードのご入力が無い場合は割引価格の適用はございません。

②クーポンコード入力漏れを理由とする注文のキャンセル等は業務の都合上、お断りさせていただきます。

③割引後の税込金額にて、送料無料、ノベルティープレゼント等のサービスを適用させていただきます。

デビルーズで商品をご購入いただきましたお客様へ感謝の気持ちを込め

まして、全商品 10％ off の期間限定クーポンをプレゼントしております。

上記期間中、何度でもご使用していただけるクーポンとなっております。

この機会に欲しかった商品をお得にＧＥＴして下さい。

ご購入の際、カート下部【クーポン利用】覧へ、左記クーポンコードを

入力し【クーポンを適用する】ボタンをクリックして、購入手続きへ

お進み下さい。

ご注文合計金額より 10％割引させていただきます。
注意事項

①ご注文の際にクーポンコードのご入力が無い場合は割引価格の適用はございません。

②1 回のご注文でご使用になれますクーポンは 1 クーポンのみとなります。

③クーポンコード入力漏れを理由とする注文のキャンセル等は業務の都合上、お断りさせていただきます。

④割引後の税込金額にて、送料無料、ノベルティープレゼント等のサービスを適用させていただきます。

期間 2015 年 1 月 1 日 0 時～ 2 月 28 日 23 時まで

※クーポンコードは半角英数字でご入力下さい。

社長万木 （ゆるぎ） がメーカーさんへ直接依頼！

特別オーダー しました！

　ビッグガイによる、ビッグガイの為のお店“デビルーズ”をオープンして、おかげさまで今年で 9 年目となります。

この 9 年間の仕入れは、アメリカへ自ら商品を買い付けに行くところからスタートし、現在では国内の沢山のメーカー

さんから、商品を仕入れられる事ができるまでになり、その商品の量も幅も、9 年前とは比べものにならないほどです。

　しかし、現状でもオーダーした商品は予告なくドロップ（生産中止）することもしばしば。思い通りの商品を店頭へ

並べられない場合もあり、仕入れを担当している社長万木としては悔しい思いをすることも・・・。

それならば、作ってもらえないだろうか！？と、メーカーさんに直談判し、この度「eyedy」と「BROWN BAGLIQUOR」

の２ブランドの商品を特別オーダーすることが実現しました。社長万木お気に入りの商品「eyedy」のロン TEE、HOOD

スウェットシャツの、大きいサイズ 2ＸＬ～ 4ＸＬ及び「BROWN BAG LIQUOR」のチノパン 40 ～ 44 インチは

デビルーズの“特別オーダー”商品となります。

アイディー
ブラウンバッグ

リカー２ＸＬ～４ＸＬ２ＸＬ～４ＸＬ 特別オーダー

４０～４４インチ４０～４４インチ 特別オーダーアメカジをベースにメキシカンチーノ達が、 独自に生み出した
西海岸スタイル！彼らの 「信仰心」 「カルチャー」 「ライフスタ
イル」 が落とし込まれたデザインが私たちの心に響く！
そんなアイディーのアイテムを　２ＸＬ～４ＸＬまで　揃えました。
アメカジスタイルが大好きな方なら、 このアイディーの　魅力に
共感していただけることでしょう。

ワークスタイルを巧みに操り

いい感じのテイストに仕上げる

ブラウンバッグリカー。

そのテイストに社長万木のみならず

デビルーズのお客様もハマっております。

ブランド取扱い依頼、 着実に人気商品に

登りつめているブラウンバッグリカーの

アイテムたち。

中でも、 デビルーズで品薄となっている

チノパンを　４０～４４インチと

取り揃えました。

カラーはベージュ、 ブラックの２色展開です。

「ＷＥＳＴ　ＰＯＩＮＴ」 パンツ
＜４０＞～＜４４＞

「ＴＥＡＭ」 ロンＴＥＥ
＜２ＸＬ＞

「ＴＥＡＭ ＡＬＯＨＡ」
クルーネックス　ウェットシャツ
＜２ＸＬ＞～＜４ＸＬ＞

「ＥＹＥＣＡＮＤＹ ＰＡＲＫ」
アロハワッペン付ＨＯＯＤＹ

＜２ＸＬ＞

「ＴＥＡＭ」 ロンＴＥＥ
＜２ＸＬ＞

「ＴＥＡＭ ＡＬＯＨＡ」
クルーネックス　ウェットシャツ
＜２ＸＬ＞～＜４ＸＬ＞

「ＥＹＥＣＡＮＤＹ ＰＡＲＫ」
アロハワッペン付ＨＯＯＤＹ

＜２ＸＬ＞

SALE価格商品にも適用できるので お得です！！

KOJIMA GENES

新規取扱スタート！！

　江戸時代から繊維業が盛んだった岡山県倉敷市児島。「児島人」の多くは繊維産業の要と言える三大要素

「染め」「織」「縫製」の仕事に携わっている者が多く、「児島人」はそれを誇りに思い現在も徹底的に研究を

続けています。

　メディア等では「ジーンズの聖地」とも云われておりその技術は世界でも認められています。

日本では児島からジーンズが生まれました。「GUCCI」「LOUIS VUITTON」「DIOR」のジーンズも児島

生まれです。

　伝統あるジーンズを　世界レベルで作ることができる　誇り高き職人が息づく地、「児島」。

　児島ジーンズはそんな「児島人」の職人魂を基に「遊び」「趣味」「生活」をコンセプトとし記憶に残る

ブランドを目指しています。

ブランド名　KOJIMA GENES（GENES＝遺伝子）児島の職人魂にリスペクトを込めたブランド名です。

MADE IN JAPAN のジーンズは児島から生まれた！

児島の遺伝子

児島ジーンズ児島ジーンズ児島ジーンズ

4008

4006 4004

4001
4003 4005

4008
4001

4003 4005

RNB-102R
「15ozSELVEDGE STRAIGHT」
ボタンフライジーンズ

RNB-1015
「COMBO」ヒッコリー
ペインターパンツ

RNB-1081
「MONEKY」
ペインターパンツ

RNB-142b
「KATSURAGE×DENIM」切替
5 ポケットジーンズ
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スタッフの編集後記　テーマ「冬といえば」

◆暖房の効いた　温かい居酒屋で、乾杯する「生ビール」が、最高です！！＜店長　ゆるぎ＞
◆身体も心もポッカポカにしてくれる「お風呂」に長～く入りたくなります♪
　温泉が大好きなので、色んな温泉の素を入れて、入浴を楽しんでいます♪＜玉城＞
◆粕汁が美味しい季節ですねぇ。鍋にして食べたいぐらい大好きです。＜柴田＞
◆ウィンタースポーツ「スキー」です！寒いけれど楽しい！！若者と同じように、ボードも出来るようになりたい！＜伊藤＞
◆朝、洗濯物を干すと出る湯気を見るのが、ひそかな楽しみです。「冬だなぁ」と、しみじみします。＜金子＞
◆やっぱり、「こたつ」！！肩まですっぽり布団をかぶって、温まるのが　幸せです。＜前田＞

デビルーズサイト

お客様の声　より

助かりました！
兄へのプレセントの為に
購入させていただきました。

大きめのサイズや　こういったデザインの
商品を探していたので、本当に助かりました。

（Ａ様　宮城県）
-------------------------------------
初めてのデビルーズのご利用
誠にありがとうございます。

そして、嬉しいお言葉ありがとうございます。

デビルーズでも、
プレゼントに購入される
お客様がたくさんおられます。

私も、新作の商品を見るたびに、
自分の家族に似合いそうと
思う事がよくあります。

ただいま、新作が続々　入荷していますので、
チェックしてください。

またのご利用、スタッフ一同
心よりお待ちしております。
＜スタッフ　前田＞

３０,０００円以上のご購入で▼

 　　「パワーストーン（８ＭＭ）」　プレゼント中！

３０,０００円以上のご購入で▼

 　　「パワーストーン（８ＭＭ）」　プレゼント中！

「ノベルティ」 プレゼント
キャンペーン　実施中 !!
「ノベルティ」 プレゼント
キャンペーン　実施中 !!

今月のプレゼントはこれだ！！

スタッフ玉城 のイチオシ○○！今月の

イチオシ○○！今月の

第１３回目は

イチオシ○○！をご紹介！

※プレゼントキャンペーンは　各ノベルティが 

なくなり次第　終了となります。

コアな洋服好きな　デビルーズのお客様の中に、
きっと「メタル」や「ハードコア」な音楽が好きな人が
いるはずだ！と思い、
今月は、私の最近ハマっている
「メタル系」「ハードコア系」バンドをご紹介します！

左から洋楽のラップコアバンド「Limp Bizkit（ﾘﾝﾌ ・゚ﾋﾞｽﾞｷｯﾄ)」、
メタルコアバンド「Miss May I(ﾐｽ・ﾒｲ・ｱｲ)」

邦楽のハードコアとスクリーモ要素を掛け合わせたバンド
「The Darkness of LUCIFER(ｻ ・゙ﾀﾞｰｸﾈｽ・ｵﾌ ・゙ﾙｼﾌｧｰ)」、
大阪のハードコアバンド「Palm（ﾊﾟｰﾑ）」

正統派～様々なジャンル要素を
ミックスしたものまで、
とにかく幅広く
ジャンルにとらわれず
常に進化しているので、

「○○系」という言い方での
括りになるんです。

私のように、激しくて重い
音楽好きさんは、
ぜひ聴いてみてください！

めちゃくちゃ格好いいです！

柴田

伊藤

１５,０００円以上のご購入で▼１５,０００円以上のご購入で▼

オリジナル「２０１５年 オリジナル卓上カレンダー」
プレゼント中！

あまりに好評すぎて　企画を変えられない
ほど人気のカレンダーを
是非ＧＥＴしてくださ～い！

※現在プレゼント中のオリジナル「カレンダー」が
なくなり次第「キーホルダー」に切り替わります。

オリジナル「２０１５年 オリジナル卓上カレンダー」
プレゼント中！

「パワーストーン（８ＭＭ）」
８種類のカラーの中から、
１つプレゼントさせていただきます！

各カラーには、それぞれ意味もあり、
常に身につけていたくなります♪

詳細は、サイトでチェックしてください☆

「パワーストーン（８ＭＭ）」
８種類のカラーの中から、
１つプレゼントさせていただきます！

各カラーには、それぞれ意味もあり、
常に身につけていたくなります♪

詳細は、サイトでチェックしてください☆

あまりに好評すぎて　企画を変えられない
ほど人気のカレンダーを
是非ＧＥＴしてくださ～い！

※現在プレゼント中のオリジナル「カレンダー」が
なくなり次第「キーホルダー」に切り替わります。

次は

「キーホルダー」

次は

「キーホルダー」

　江戸時代から繊維業が盛んだった岡山県倉敷市児島。「児島人」の多くは繊維産業の要と言える三大要素

「染め」「織」「縫製」の仕事に携わっている者が多く、「児島人」はそれを誇りに思い現在も徹底的に研究を

続けています。

　メディア等では「ジーンズの聖地」とも云われておりその技術は世界でも認められています。

日本では児島からジーンズが生まれました。「GUCCI」「LOUIS VUITTON」「DIOR」のジーンズも児島

生まれです。

　伝統あるジーンズを　世界レベルで作ることができる　誇り高き職人が息づく地、「児島」。

　児島ジーンズはそんな「児島人」の職人魂を基に「遊び」「趣味」「生活」をコンセプトとし記憶に残る

ブランドを目指しています。

ブランド名　KOJIMA GENES（GENES＝遺伝子）児島の職人魂にリスペクトを込めたブランド名です。

MADE IN JAPAN のジーンズは児島から生まれた！

ロカウェア、ミシカ、ＬＲＧ、オベイ、サウスポール、
レベル８、ソウルブランド、アイディーの商品を
ご購入いただくと１点につき　一枚、
ブランド「ステッカー」をプレゼント！！

また、ラウンドハウスを　ご購入いただくと、
「バンダナ」が一枚、ミシカをご購入
いただくと「ショップバッグ」を一枚、
アイディーをご購入いただくと
キーホルダーを　一点プレゼント！！
詳しくは　ブランドページを　ご覧ください。


