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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

！
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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

２ＸＬ～４ＸＬ 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。

「ＥＹＥＣＡＮＤＹ ＰＡＲＫ」
アロハワッペン付ＨＯＯＤＹ
＜２ＸＬ＞

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

「ＴＥＡＭ」 ロンＴＥＥ
＜２ＸＬ＞

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。

SALE 価格商品にも適用できるので お得です！！

デビルーズでしか買えないモノがある

ブラウンバッグ
リカー

４０～４４インチ

特別オーダー

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＞

期間 2014 年 12 月 1 日 0 時～ 2015 年 1 月 31 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
お進み下さい。
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。
10％割引させていただきます。
ご注文合計金額より
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。
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。
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。
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。
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「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☆
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スタッフ柴田 の
今月の

デビルーズサイト

お客様の声 より
クリアファイル！

イチオシ○○！をご紹介！

デビルーズのクリアファイル
大好きです。

みなさん猫は好きですか？私は好きですね～。
自由な感じがいい。癒されます。

いつも使っています！
（Ｎ様 北海道）
---------------------------------------Ｎ様、いつもデビルーズのご利用
誠にありがとうございます。
クリアファイル、
気に入っていただき光栄です。

朝、仕事に行こうと外へ出ると
花壇に こんもり・・・
という事が度々・・・。

我が家は毎日コーヒーを飲む習慣が
ありますので、早速ためしたところ
徐々に効果を発揮！

スタッフ一同頑張りますので、
デビルーズをよろしく
お願いいたします。

最近は、猫ちゃんが寄り付かなくなったようです。
猫ちゃんのおトイレ問題でお困りの方、
是非一度、お試し下さい。

前田＞

スタッフの編集後記

実は我が家の花壇が、
猫ちゃんのお気に入りの
トイレとなっているようで・・・。

どうしたものやら
インターネットで調べたら、
コーヒーの出がらしを撒くと
効果があるのだとか。

これからも、素敵な物を
お届けできますよう、

＜スタッフ

しかし我が家では、猫ちゃん問題で一つ、困ったことが！

テーマ「クリスマス」

◆我が子たちに「サンタクロースよりのプレゼント」の告白を いつすべきなのか悩んでおります（笑）＜店長 ゆるぎ＞
◆ここ数年、私の相棒である楽器のＢａｓs とクリスマスを過ごしているのですが、
今年もベース君達と過ごす日になりそうです（笑） 愛情いっぱい、磨き上げますよ～っ♪＜玉城＞
◆ご近所さん宅のイルミネーションを子ども達と楽しむ事が、毎年の恒例となっております。
自転車に乗って、次はあっち、こっちと 夕暮れ時にサイクリングです（笑）＜柴田＞
◆私にサンタクロースが来なくなって、何年になるでしょうか・・・（泣）
自分で買うより、プレゼントされたいです！！ダンナ様に念力でも送ってみようかな（笑）＜伊藤＞
◆クリスマスケーキをどこで買うか悩んでいます。子ども達と一緒に手作りするのも素敵ですが、
やはりプロのケーキが食べたいなぁ。＜金子＞
◆毎年子どもは、サンタさんに何が欲しいか手紙を書いて、パパに渡しています。いつまで信じてくれるかな・・・・＜前田＞
ＤＥＶＩＬＯＯＳＥ
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