
ロゴニット 3,229円（税込）・
チェックパンツ 3,229円（税
込）・〈NEW ERA〉別注
キャップ 4,104円（税込）・イ
ヤリング 540円（税込）
WEGO／バッグ 3,229円
（税込）earth music& 
ecology natural store／
パンプス 2,689円（税込）GU
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LaLaport
KASHIWANOHA

実は大人世代がイチバン使えるアイテムの宝庫！
ブーム再燃の90年代リバイバルスタイルを大特集



01

01.スウェットドルマンプルオーバー 2,149円（税込）GU／02.ロゴガチャベルト 1,393円（税込）・03.
〈VISION〉別注ロゴガチャベルト 1,717円（税込）・04.スウェット 3,229円（税込）・05.〈FILA〉別注ロゴガ
チャベルト 1,717円（税込）WEGO／06.ソックス （3足）1,080円（税込）tutuanna

LOGO ITEM

スポーツアイテム

運動着と紙一重！？そん
なあえての違和感こそ

、この秋の重要なキー
ワード。

人気継続のMA-1ブル
ゾンをはじめ、スポーテ

ィなライン入りパンツや

キャップなど。キメ過ぎ
ないスポーツアイテム

が、コーディネートに

絶妙な抜け感を運ん
でくれる。

SPORTS ITEM

ロゴアイテム

おしゃれ通がこぞって
注目している、インパク

ト大のロゴアイテム！

どこか懐かしいレトロ
なロゴとキレイめアイ

テムを合わせれば、

今どきムードな最旬ス
タイルが即完成。

ロゴと他のアイテムの
色味をさりげなくリン

クさせるのが攻略の鍵
。

〈VANS〉別注パーカー 7,549円
（税込）・チュールスカート 4,309円
（税込）earth music&ecology 
natural store／ラインテープベ
レー 2 ,149円（税込）・バッグ 
2,149円（税込）WEGO

レトロなビッグロゴにレース
のスカート。振り幅のあるミッ
クスで普段着コーデを一新。

ブルゾン 10,692円（税込）ビーミング ラ
イフストア by ビームス／ニット 3,229円
（税込）AZUL by moussy／リブニットタ
イトスカート 3,229円（税込）・レギンス 
853円（税込）・〈KANGOL SPORT〉別注
ボストンバッグ 3,877円（税込）・ファーサ
ンダル 3,877円（税込）WEGO

秋配色のキレイめボーダー×ミモ
レ丈スカートに、MA-1でアクティ
ブなエッセンスをプラス。
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03

06

05

04

ブランドロゴにカレッジロゴ、意味深なメッセージプリントまでが勢揃い。
普段は無地派の方はソックスやベルトといった小物からトライ。

90'S REVIVAL FASHION FES
ららぽーと限定販売アイテムが登場！
詳しくはWEBサイトでチェック 
▶ https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/revival/

開催
記念

チェックシャツ 9,180円（税込）
ビーミング ライフストア by 
ビームス／ニット 5,389円（税
込）AZUL by moussy／ラインパ
ンツ 3,229円（税込）・〈KANGOL〉
別注キャップ 3,888円（税込）・
〈FILA〉別注スクールリュック 
6,469円（税込）WEGO／ネット
ソックス（3足） 1,080円（税込）
tutuanna／ファーサンダル 
2,149円（税込）GU

おしゃれのプロもこぞって注
目しているラインパンツがイ
ンパクト大！色味を絞って
モードに着こなして。

KANGOL® and the 
KANGOL® KANGAROO 
are the wor ldwide 
registered trademarks 
of and are used under 
license from Kangol 
Limited. 

WEGO
earth music&ecology

natural store GU



01.Gジャン 5,389円（税込）WEGO／02.ハイネック前後差プルオーバー 2,149円
（税込）・03.肩落ちVネックローゲージニット 2,689円（税込）AMERICAN HOLIC

運動着と紙一重！？そん
なあえての違和感こそ

、この秋の重要なキー
ワード。

人気継続のMA-1ブル
ゾンをはじめ、スポーテ

ィなライン入りパンツや

キャップなど。キメ過ぎ
ないスポーツアイテム

が、コーディネートに

絶妙な抜け感を運ん
でくれる。

ビッグシルエット

彼の服を借りてきたよ
うなユニセックスな着

こなしから

腰パンまで、90年代の
特徴とも言える大きな

シルエット。

当時の風を感じながら
、この秋は大人が着や

すく

アップデートされたシ
ルエットの新作が多数

登場！

コート 23,760円（税込）ユナイテッド
アローズ グリーン レーベル リラクシ
ング／Tシャツ 2 ,149円（税込）
WEGO／〈サムシング×ビーミング 
by ビームス〉デニム 12,960円（税
込）ビーミング ライフストア by ビー
ムス／ファーバッグ 4,309円（税込）
グリーンパークストピック／パンプス 
2,689円（税込）GU

バサッと羽織るだけで絵になる
ビッグなトレンチを主役に。脚長
効果抜群のデニムは90年代に
大ブレイクした〈サムシング〉と
のコラボ。

BIG SILHOUETTE 

〈Champion×earth〉ボアブルゾン 9,709円（税込）※10月上旬発
売予定 earth music&ecology natural store／ラメニットプル
オーバー 2,149円（税込）グリーンパークストピック／デニム 
3,229円（税込）AMERICAN HOLIC／ファーバッグ 3,229円（税
込）AZUL by moussy／イヤリング 540円（税込）WEGO

ビッグな袖が効いたカジュアルなボアブルゾン。ラメ
ニットやチェーンバッグで仕上げはフェミニンに。

01

02

Back Style

03

後ろから見るとますますゆっ
たり。このゆとりがあるからこ
そ、カラダのウィークポイン
トを絶妙にカバーしながら
もこなれて見える。まさに良
いこと尽くしなシルエット！

ニットからGジャンまで、この秋買うなら大きめシルエットがお約束。
ビッグなアイテム同士を合わせるレイヤードにも挑戦したい。

WEBマガジン「KIKONAS」でも
90年代のリバイバルファッションを詳しく解説！

9/14（金）公開

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/kikonas/trend/t_50/
キコナス 検索



〈VANS〉スニーカー 5,400円（税込）・〈VANS〉ハイカット
スニーカー 7,560円（税込）ABC-MART

〈TIMEX〉ウォッチ 8,640円（税込）※日本限定 move チェックストール 3,229円（税込）グリーンパークストピック
／チェックフラップショルダーバッグ 2,689円（税込）GU

スカーフヘアゴム 1,080円（税込）グリーンパークストピック
／〈Admiral×earth〉スニーカー 8,197円（税込）earth 
music&ecology natural store

ファーウエストバッグ 2,149円（税込）WEGO／バレエ
シューズ 4,860円（税込）LOWRYS FARM

トラ刺繍3本ラインソックス 540円（税込）・その他ソック
ス （3足） 1,080円（税込）tutuanna

詳しくは
WEBサイトを
チェック

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/revival/
輸入スイーツ紹介をはじめとした、90年代カルチャーを公開中！
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/kikonas/trend/t_49/

ファッションが自由でパワフルだった当時を思わせる主役級小物が大豊作！
ウェアではちょっぴりハードルが高い……そんな方はまず小物でリバイバルスタイルの魅力を堪能して。

カヌレにタピオカ、エッグタルトなど、海外発の
輸入スイーツが大ブームを巻き起こしたのも90年代！
ららぽーと柏の葉で食べられるスイーツをピックアップ。

色物やハイカットなど、存在感重視で選んで。 完売注意！90年代に大ブームを起こした〈TIMEX〉。 ヒネリのある配色で取り入れたいチェック柄。

ほんのちょっとで効くスカーフ柄を投入。 高貴なムードもあるレオパードの魅力は永遠。 90年代のおしゃれも足元から！ギフトにも最適。

いつものコーデに で叶える スタイル
まずは小

物で！

Sneakers
スニーカー

Scarf Motif
スカーフ柄

Leopard
レオパード

Socks
ソックス

Watch

90’S SWEETS 

腕時計
Checked

チェック

90'S REVIVAL 
FASHION FES1.お店で毎日作っている人気No.1メニュー！ タピオカミルクティー M：360円（税込） L：410円（税込） 2.甘さ控えめな濃

厚カスタードが美味しい！ エッグタルト 150円（税込） 3.外はカリッ、中はもっちりのハーモニー。 カヌレ 180円（税込） 
4.粒々感とすっきりとした甘さが調和した蒟蒻ドリンク。 ナタデココ&甘夏 190円（税込） 5.一口サイズで食べやすい絶
品のミニカヌレ カヌレ（100g） 280円（税込）

tapioca 
sweets 
tutu

不二家

カルディ
コーヒーファーム

1 2

3 4

5

無印良品

ドンク、
ミニワン

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/kashiwa/

発行日：2018年9月14日

リバイバルファッションを楽しめるファッションショーを開催！
さらに、DJによる90年代ヒットソングのスペシャルミックスで
イベントを盛り上げ！

REVIVAL FASHION SHOW
10/7

開催
（日）

本館2F 
クリスタルコート
15:00～

場所

時間




