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デビルーズ スタッフが選ぶ

この

夏に着たいＴＥＥ ベスト７

今季の 「限定」ＴＥＥや、 「コラボ」ＴＥＥ。 大好きなブランドのモノから 最新トレンドの一枚まで
デビルーズスタッフが これだ！っと思った一枚を 情熱的に紹介させていただきます。

NESTA BRAND
ネスタブランド

店長
万木

EYEDY

1

ネスタブランドは
「レゲエ」「夏」「ジャ
マイカ」という様な テーマのブランド
という事もあり 半袖ＴＥＥの人気が
すごいです！！
Ｔシャツの 売れ行きでいうと
デビルーズＮＯ.１と思います！！
ネスタ 最高！！

アイディー

スタッフ
玉城

「15TH LION」TEE 4,514 円（税込）

ECKOUNLTD

エコーアンリミテッド

４

お洒落好きのハート
を掴む スパイスが
スタッフ 随所にちりばめられている。
柴田 アクセントの効いたコーデで
みんなと差をつけるならエコーアン
リミテッドのＴＥＥしかない！
「STATES BETTER」TEE 6,091 円（税込）

２

スペル氏の書き
下ろしデザインが
超格好いい EYEDY はとにかく
オススメ！
特にスケート界のキング
「THRASHER」とのコラボ TEE は
惹き込まれる デザイン性！
ストリートからの 注目度ＵＰ！

５

最新の
トレンドを
取り入れたアイテムは もちろん
スタッフ 不変のクラシック ヒップホップ
伊藤 スタイルを提案し続けている
サウスポール。
どれを選んでもお洒落に決まる！！
PK 付きボーダープリント 5,054 円 ( 税込 )

デビルーズでしか買えないモノがある

SOULBRAND
ソウルブランド

３

プーマ

万木
敏夫

プーマの
ドライＴシャツ！
吸汗速乾機能があるので、汗をかいても
着心地はサラッと。
汗かきの方や スポーツをされる方に
オススメ！写真では見えにくいですが
さりげなく 左胸にプーマのマークが
入っているところがお洒落。

「SKATE OR DIE」コラボ TEE 5,832 円（税込）

SOUTHPOLE
サウスポール

PUMA

DRY ハニカム TEE 2,052 円 ( 税込 )

６

「男の格好
良い！」を
追求していくなら ソウルブラン
ドは、ワードローブに必要不可欠な
スタッフ
ブランドです。ベーシックでありな
金子 がら、ペイズリー柄やバンダナ柄を
用いたデザインＴＥＥは インパク
ト大です！
「BANDANA」TEE 4,536 円（税込）

ROCAWEAR

ロカウェア

スタッフ
前田

７

JAY-Z が手掛けた
ブランド。
ストリート、カジュアル、シンプ
ルと 幅広いコーデに合わせられる
ＴＥＥばかり！
こだわりのあるデザインで１枚着る
だけで オシャレ度ＵＰ！
「NRC」TEE 5,832 円（税込）

http : // www . deviloose . com

▼

今月のプレゼントはこれだ！！

オリジナル「タオル

▼

１５,０００円以上のご購入で

“本革”を採用したコースター。
高級感があり 使い込むほどに
味が出るところが 本革の魅力です。
シンプルかつスタイリッシュで
毎日だって使いたくなるデザイン！！

20%OFF

～

通 常 SALE

20 ～

メ ガ SALE

MAX

49%OFF

50%OFF

ハンカチ」プレゼント中！

「デビル君」＆「ＤＥＶＩＬＯＯＳＥ」ロゴを
ハンカチいっぱいに 落とし込んだ 一枚！
裏面は、ガーゼになっていますので、
小さなお子様にも 安心して使っていただけます。

オリジナル「本革 コースター」プレゼント中！

新作 SALE

３０,０００円以上のご購入で

※数に限りがございます。
無くなり次第、終了させていただきます。

各 SALE、随時
開催中です！
あなたにとっての
“お宝”が
GET できるかも？！

デビルーズサイト

お客様の声 より
選ぶ楽しみが増えました！

「ステッカー」 プレゼント
キャンペーン 実施中 !!
ミシカ、ＬＲＧ、ロカウェア、サウスポール、
ソウルブランド、ペレペレの
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！！
詳しくは ブランドページを ご覧ください。
※プレゼントキャンペーンは
ステッカーが なくなり次第
終了となります。

いつも楽しく拝見させて
いただいております。
服を購入する際は、
いつも 「入るか？」からはじまり、
その中でしか 選ぶことができませんでした。
デビルーズと出会ってからは
服を選ぶ楽しみが増えました！
これからも末長いお付き合いを
お願い致します！
（Ｓ様 秋田県）
---------------------------------------------デビルーズのご利用
いつもありがとうございます！
「入るか？」
何だか 妙に共感してしまう
心の叫びですね。

イチオシ○○！をご紹介！
私のオススメは、
「エビス福梅」
ブランデーベースの梅酒なのですが
20 年以上も前に漬けられた
梅酒をベースにブレンド
されたのだとか。
甘くて濃い。そして香りも良い。
ロックが美味しいです。

気に入ったデザインの服を
何の迷いもなく 買う事ができる。
とっても嬉しくて

！
○
第５回目は
○
シ
オ
チ
イ
スタッフ柴田 の
の
今月

楽しい事ですよね。

▼

Ｓ様が 楽しそうにお買い物をされている姿が
目の前に浮かんできそうです ( 笑 )
新作がどんどん入荷しております。
またのご来店 心よりお待ちしております。
＜スタッフ 金子＞

梅酒独特の酸味も味わえ
機械的な味ではなく、
母が漬けた梅酒のような
懐かしさも ほんのりと味わえる。
なかなか美味しい梅酒でした。
機会がありましたら
是非お試し下さい ^_^

スタッフの編集後記 テーマ「子どもの頃の夢」
◆小学生の頃から太っていた為、「僕は結婚できるのだろうか？」と、ずっと心配していましたが、
無事に家庭を持つ事が出来ました。＜店長 ゆるぎ＞
◆小さい時から、いたって現実的な子どもで、あまり夢は無かったです。強いてあげるならば、体育の先生ですかね。＜万木敏夫＞
◆今も変わらずですが、“身長１６０ｃｍ以上”いや、「夢は大きく持て！」という言葉から、“１８０ｃｍ”を ずーっと夢見ています！（笑）
まだ身長１４５ｃｍですが、これからも その夢は変わらない！！＜玉城＞
◆エレベーターに乗ることが大好きで、百貨店の「エレベーターガール」に 憧れていました。
あのキレイな制服も着たかったなぁ・・・。＜柴田＞
◆かわいいお嫁さん！そして、可愛い子どもに恵まれ優しいママになること！！なのに なぜか子どもから「鬼ババア」と言われる。
おかしいなぁ。＜伊藤＞
◆スケバン刑事に憧れて、おもちゃのヨーヨーを振り回していました。ほかにも探偵やスパイなど・・・。漫画の影響が大ですね。
＜金子＞
◆なかなか思い出せず、現実的だった気がします。私の娘は「人魚姫」や「お姫さま」と言っているので、可愛いなぁ・・・。
＜前田＞
ＤＥＶＩＬＯＯＳＥ

ＮＥＷＳ
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