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オリジナル
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「FOOTBALL CAMP」HOODY
2XL

「DEVIL」クルーネック
スウェットシャツ
2XL ～ 4XL

１年半ぶりに

毎回好評をいただいている デビルーズの
オリジナル！
お客様からの ラブコールをいただき
この度 約 1 年半ぶりに制作、完成いた
しました。
社長万木 主導のもと スタッフと共に
ボディカラーから、デザインの決定まで
を手がけました。

大きいサイズの アメカジデザイン
かつ、お洒落なデザインの「ＴＥＥ」や
「スウェットシャツ」や「パンツ」は、
市場に少ない ということもあり
「自分たちが好きな服」「着たい服」を
作ろう！というコンセプトで
制作に取り組みました。

「ATHLETIC-06」細身
スウェットパンツ
2XL

「DEVIL」ルーズ
スウェットパンツ
2XL

2013 年に制作するも、即完売してしまった
幻の「ヘルメット」デザインを始め「ブルド
ッグ」
、デビルーズのキャラクター「デビル」
デザインの「HOODY」
「スウェットシャツ」
「 ス ウ ェ ッ ト パ ン ツ 」「 長 袖 Ｔ シ ャ ツ 」
「半袖Ｔシャツ」を制作しました。
「FOOT BALL」ロン TEE 「DEVIL-06」ロン TEE
2XL
2XL

詳しくはサイトをご覧下さい。

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！！

デビルーズで買う喜びがある

上：
「D-LOOSE」
フル ZIP HOODY
下：
「D-LOOSE」
スウェットパンツ
（チャンピオンボディ）

期間 2015 年 3 月 1 日 0 時～ 4 月３0 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。

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「ＰＶＣ キーホルダー」プレゼント中！
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、
レベル８、ソウルブランド、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！！

デビルーズのオリジナルキャラクター
あまりに好評すぎて 企画を変えられない
「ブルドッグ」が
ほど人気のカレンダーを
PVC キーホルダーに！！
是非ＧＥＴしてくださ～い！
デビルーズファンなら
ＧＥＴしていただきたい！
お気に入りの BAG やケース、
財布などに、ぜひ
“PVC キーホルダー”を
付けてみてください！

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。

▼
▼

※なくなり次第
終了させていただきます。

３０,０００円以上のご購入で
３０,０００円以上のご購入で

オリジナル「ラバートレイ」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。

！

ラバー製でズッシリとした印象！
アクセサリーや キー（車や家）などの
「パワーストーン（８ＭＭ）
」
小物入れに
とても最適です！
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！
シンプルな お部屋のワンポイントに
玄関の
アクセントに。
各カラーには、それぞれ意味もあり、
お気に入りの場所に、是非使って下さい！
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☆

！
○
○
第１５回目は
シ
オ
イチ
スタッフ伊藤 の
今月の

デビルーズサイト

お客様の声 より
拡大画像

イチオシ○○！をご紹介！

商品の拡大画像、
正面・後ろなどの画像もあれば
嬉しいです。
（Ｓ様 大阪府）
-----------------------------------この度は、デビルーズをご利用いただき
ありがとうございます。
私もインターネット通販を
よく利用しますので、Ｓ様がおっしゃる
「拡大画像が欲しい！」
というご意見にかなり
共感いたしました。

新学期が始まる時は
新しいステーショナリーを
揃えたくなります！
先日 テレビで
「最新ステーショナリー」の
特集があり
この「芯の折れない」
シャーペンが
紹介されていました！

デビルーズのサイトは日々
お客様がお買い物をしやすい
環境を目指し 変化しております。
Ｓ様からいただきましたご意見は、
今後のより良いサイト作りの
参考とさせていただきたいと思います。

興味津々！
早速 買ってみました
ん♪ 力を入れても大丈夫！
優秀なステーショナリーは
テンション上がります！！！

今後ともデビルーズを
よろしくお願いいたします。
＜スタッフ

もうすぐ卒業＆入学の季節が
やってきますね♪

柴田＞

スタッフの編集後記

テーマ「春」

◆「ピッカピッカの一年生っ！」春になると、このフレーズが浮かびます。
皆さまも新しい出会いがたくさんあります様に！＜店長 ゆるぎ＞
◆「春」と耳にすると“ぽかぽか陽気”なイメージが湧きます♪暖かい太陽を浴びながら、ゴロゴロと昼寝がしたくなります。＜玉城＞
◆ひと足早く、春の訪れを感じさせてくれるファッション誌を見ながら、今年の春は何を来ようかと考える時間が大好きです。＜柴田＞
◆暖かくなると、冬眠から目覚めたような感じになり、自然の中へと遊びに行きたくなります。
お弁当を持って、ピクニックやバーベキューしたいなぁ♪＜伊藤＞
◆子どもの頃は、苦手なシーズンでした。新しいクラス、新しい担任・・・。
大人となった今では、１番大好きなシーズンです。 また今年も桜巡りをしますよ！！＜金子＞
◆今年の春から息子は小学１年生。朝、姉と２人で どんな風に家を出発するのか、今から楽しみです。＜前田＞
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