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トレンドの鍵を握る

イチオシブランド 大特集！
ＳＯＵＴＨＰＯＬＥ
サウスポール
Ｔシャツからヘビーアウターまで
幅広いアイテム展開のある サウスポール！
シンプルなデザインのモノが多くデビルーズ
でも１、２位を争う人気ブランドだ！
精密な六角形のロゴマークが
高級感があってかっこいい。
何を買おうか迷ったら、サウスポールを
オススメします！

ゴールドに輝く
“箔”プリントが
豪華！
“エンブレム”に
クロスさせた
“サーベル”デザイン
が渋い！！
●ソード箔プリント
ロンＴＥＥ
ブラック
＜2ＸＬ、3ＸＬ＞

ロゴを落とし込んだ
ロンＴＥＥ！
HOODY やシャツとの
重ね着には一枚持って
いたい鉄板デザイン！
●オフィシャル ロゴ
プリント ロンＴＥＥ
ホワイト
＜2ＸＬ、3ＸＬ＞

ＳＯＵＬＢＲＡＮＤ
ソウルブランド
トレンドのど真ん中を狙うなら
“ソウルブランド”しかない！！
旬のスパイスをふんだんに取り入れた
デザイン展開はお見事です！
トップス＋ボトムスの簡単なコーデでも
ソウルブランドなら 今年風に仕上げて
くれること間違いなし！！

クロスを逆さに配置した
プリントロンＴＥＥ！
朽ちたクロスのグラフィック
が、メッセージ性の高い
印象を与える仕上がり。
●ＣＲＯＳＳプリント
ロンＴＥＥ
ホワイト＜3ＸＬ＞

ワッペン＆刺繍を
落とし込んだ
カスタムｏｒワーク的な
デザインシャツは
男らしさを演出するのに
ピッタリなアイテムだ！
●ＢＡＳＩＣ ワッペン付
長袖ワークシャツ
バーガンディー
＜3ＸＬ＞

ＲＯＣＡＷＥＡＲ
ロカウェア
全てのアイテムに存在感を持たせた
個性豊かな仕上がりが光る
カリスマ的ブランド ロカウェア！

超有名！人気ブランドの
腕時計をパロッタ
デザインがインパクト
大の ロンＴＥＥ！

大胆にそしてセクシーに
自分を表現したいあなたにうってつけの
ブランドだ！
Ｂ系ブランドならではの
ゆったりとしたサイズ感も良い！

話題性もあり
注目を集めること
間違いなし！！

車好きな 男心をくすぐる
セクシーな一枚だ！

●ＷＡＴＣＨ ＡＬＥＲＴ
ロンＴＥＥ ブラック
＜ＸＬ、2ＸＬ、3ＸＬ＞

●ＫＥＥＰ ＥＭ ＣＬＥＡＮ
ロンＴＥＥ ホワイト
＜ＸＬ、2ＸＬ、3ＸＬ＞

期間限定クーポン♪

10％ OFF
クーポンコード

※クーポンコードは半角英数字でご入力下さい。

デビルーズでしか買えないモノがある

アルファベットの「Ｏ」に
車のホイールを落とし込んだ
グラフィックが面白い。

期間 2014 年 11 月 1 日 0 時～ 12 月 25 日 23 時まで
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。
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
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。
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。
この機会に欲しかった商品をお得にＧＥＴして下さい。
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。
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
この機会に欲しかった商品をお得にＧＥＴして下さい。
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
ご購入の際に左記クーポンコードをご入力下さい。
お進み下さい。
ご注文合計金額より
ご注文合計金額より10％割引させていただきます。
10％割引させていただきます。
注意事項
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。
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。
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。
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。

http : // www . deviloose . com

「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！！
▼

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！

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！！

ついに
ついに この日がやってまいりました！
この日がやってまいりました！
毎年大好評をいただいております
毎年大好評をいただいております
デビルーズオリジナル卓上カレンダー！
デビルーズオリジナル卓上カレンダー！
今年一年の感謝の気持ちを込めて
今年一年の感謝の気持ちを込めて
２０１５年卓上カレンダーを
２０１５年卓上カレンダーを
プレゼントさせていただきます！
プレゼントさせていただきます！

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。

▼

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

３０,０００円以上のご購入で
「パワーストーン（８ＭＭ）」 プレゼント中！

※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。

「パワーストーン（８ＭＭ）
」
「パワーストーン（８ＭＭ）
」
８種類のカラーの中から、
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！
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、
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♪
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☆
詳細は、サイトでチェックしてください☆

デビルーズサイト

！
○
○
第１１回目は
シ
オ
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イ
スタッフ前田 の
今月の

お客様の声 より
とても気に入ってしまいました！
今回、初めてデビルーズで 買い物させていただきます！！
とても気に入ってしまいました！！

イチオシ○○！をご紹介！

また使わさせていただきたいと思います。
私は格闘技をやっていて、アンケートにも書いたとうり
身体がでかいので、
できれば もうワンサイズ上も欲しいなと、思いました！

先月行われた運動会のかけっこで、息子は１位になりました！
なので、姉の時と同様、欲しい物を買ってあげる事に（＾＾）

あと、個人的にはラージやエイブ newera なども好きなので
今後Ｔシャツの入荷に期待したいです！

やっぱりレゴでした！
写真中央の「蚊」のレゴがおもしろくて気に入ってます♪

長々と失礼しました！！
（Ｋ様 青森）
-----------------------------------------デビルーズのご利用、誠にありがとうございます。
気に入った洋服を見つけた時の
感動・喜び は最高ですね。
これからは秋冬ものが
ぞくぞくと入荷してきています。
お客様の意見を参考に、サイズ展開やデザインなど
つねに仕入れを研究しております。
今後もどうぞご期待ください。
またのご利用心より お待ちしております。
＜スタッフ 金子＞

スタッフの編集後記

テーマ「冬の鍋はコレだ！！」

◆子どもの頃から「すき焼き」が、大好きです。 関西風の「甘い」味が好きです。＜店長 ゆるぎ＞
◆鶏肉、白菜や水菜、ネギなどの野菜を使った「水炊き」は、玉城家の定番鍋！！
“今年も冬が来たんやなぁ～”と、実感します♪＜玉城＞
◆やっぱり冬は「キムチ鍋」です！！ シメはラーメン！！ビールが すすむ（笑）＜柴田＞
◆私は「カモ鍋」が好き。旦那は「坦々鍋」。長男は「キムチ鍋」。二男は「カニすき」と、
家族でＮｏ．１鍋が それぞれなので、我が家の鍋は、バラエティー豊富です。＜伊藤＞
◆両親が秋田出身だったので、「きりたんぽ」を小さい頃から、よく食べています。
結婚前に、唯一、母から習った料理です。＜金子＞
◆大根おろしで作った、クマやパンダがある お鍋を よくＴＶなどで見ます。
結構 リアルで、本当にお風呂に浸かっているみたい！家でもやってみたいです。＜前田＞
ＤＥＶＩＬＯＯＳＥ

ＮＥＷＳ
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