タイバックTシャツ
3,990円
バックスタイルが印象的なデザイン。
Tシャツ素材なので気軽に着れる。
ラブラ万代 1F
Gap／GapKids

アラエルサラサラV/PO
3,850円
一枚で着映えてさらっと涼やか。オンオフどちらにも着回
しできる万能アイテムです。
ラブラ万代 1F
グローバルワーク

袖タックカットソープルオーバー
2,500円
袖部分にタックが入っていて気になる二の腕を隠してくれ
ます！タイトなボトムスにインして着るのがオススメです。
ラブラ万代 1F
アースミュージック アンド エコロジー プレミアム ストア

ギャザーキリカエプルオーバー
3,960円
重ね着風で着やせ効果アリ！
細身のパンツやタイトスカートとの合わせがオススメ！
ラブラ万代 1F
レプシィム

14Gマルチキノウプルオーバー
3,960円
さらっとしたニット生地ながら、ＵＶケア＆洗たくＯＫ！！
細身のパンツやスカーチョとも好相性◎
ラブラ万代 1F
レプシィム

ハーフZIPプルオーバー
4,400円
トレンドのハーフＺＩＰタイプのトップスは存 在感
バツグン！レイヤードでボーダーＴなど入れても◎
ラブラ万代 1F
レプシィム

切替プルオーバー
7,590円
アシンメトリーなデザインがモードな雰囲気を演出。伸縮
性がありストレスフリーな着心地も魅力！
ラブラ万代 2F
オズモーシス

プリーツ切替ロングプルオーバー
7,590円
1枚でワンランク上のレイヤードコーデが 完成！
ラブラ万代 2F
オズモーシス

プリーツスリーブドッキングプルオーバー
6,490円
昨年も大人気で即完売のトップス！ボトムを選ばず
お仕事シーンはもちろん、テレワークでも。
ラブラ万代 2F
ナチュラルビューティーベーシック

ボリュームパフスリーブカットソー
5,940円
たっぷりとボリュームを取った袖のシルエットにこだわっ
た1枚です。身 体をすっきり見せてくれます。
ラブラ万代 2F
ナチュラルビューティーベーシック

オーガニックコットンテントラインボーダー
カットソー 5,940円
大きめの身幅でゆったりとボクシーなシルエット。サイドに
入ったスリットが今っぽい抜け感を演出。
ラブラ万代 2F
ナチュラルビューティーベーシック

くるみボタンカットソー
5,390円
フロントのくるみボタンがポイント。キレイなフォルムの
スリーブで1枚で着映えするトップスです。
ラブラ万代 2F
ナチュラルビューティーベーシック

2WAYボリュームスリーブドッキングプルオーバー
5,940円
スナップボタンを前後で着られる2WAY仕様なので
コーディネートの幅も広がります。
ラブラ万代 2F
ナチュラルビューティーベーシック

2way襟付きカットソー
6,050円
今季トレンドのボーダーアイテム！！襟も取り外し可です♡
タイトスカートで通 勤スタイル、デニム合わせで休日スタ
イルどちらにも♡
ラブラ万代 2F
プロポーションボディ
ドレッシング

リンガーカレッジロゴTシャツ
3,190円
一枚でもサマになる主役 級アイテム。カジュアルだけで
なく、花柄スカートでレディライクにも♪
ラブラ万代 2F
サマンサモスモス

ロゴプリント袖タックTシャツ
3,850円
今年トレンドのロゴ Tシャツは袖のデザインで差をつけ
て。フレアスカートを合わせた大人カジュアルな着こな
しがおすすめ。
ラブラ万代 2F
サマンサモスモス

ふんわり袖ラグラン異素材切り替えTシャツ
3,938円
カットソー素材の身頃と布帛の袖のドッキング。
デザインTシャツですが様々なボトムと合わせられる万能
Tシャツです。
ラブラ万代 2F
ビス

[セットアップ対応]ふくれジャガードキーネック
プルオーバー 3,278円
ON/OFF兼用で使えて馴染みやすいカラー展開。
セットアップでも、デニムと合わせても様々なスタイリン
グが 楽しめます。
ラブラ万代 2F
ビス

エコベロドルマン5分袖ニットプルオーバー
3,938円
キレイめボトムと合わせてお仕事着としても、カジュアル
ボトムと合わせてリラックスした雰囲気にも◎
ラブラ万代 2F
ビス

裾ゴムショート Tシャツ
2,577円
トレンドのショート丈でヘソ出しコーデがオススメ。
スウェットパンツやハイウエストデニムとの相性◎
ラブラ万代 ２F
セブンズ

オーガニックコットンボーダー柄Tシャツ
3,080円
オーガニックコットン使用のボーダーTシャツは肌触り柔
らかな着心地。一枚着でしっかり着映えするデザイン。
ラブラ万代 3F
ザ・スーツカンパニー

リンクスジャガードボーダー柄Tシャツ
5,280円
リンクスジャガード編みでボーダー柄を表 現 。スマート
なセットアップスタイルとも好相性！
ラブラ万代 3F
ザ・スーツカンパニー

アグリポケットTシャツ
4,950円
1点1点ポケットデザインの違うオリジナリティあるアイ
テム。大きめサイズでトレンド感のある着こなしに。
ラブラ万代 3F
カンタベリー オブ ニュージーランド

WOMEN ドルマンTシャツ
1,000円
光 沢とハリで上品に着られる。
合わせやすく美しいシルエット。
ラブラ万代 4F
ユニクロ

WOMEN リブクロップドTシャツ
1,000円
伸縮する新素材、クロップド丈ですっきり着こなせる。
ラブラ万代 4F
ユニクロ

WOMEN オーバーサイズTシャツ（五分袖）
1,500円
上品な見た目を叶えるハリと滑らかさ。
ラブラ万代 4F
ユニクロ

MEN エアリズムコットンオーバーサイズ
クルーネックTシャツ（五分袖）
1,500円
フォルムと着心地を極めた1枚。肌 触りも爽やか。
ラブラ万代 4F
ユニクロ

MEN オーバーサイズTシャツ（七分袖）
1,990円
こだわりのデザイン、ラグラン仕様で動きやすい。
ラブラ万代 4F
ユニクロ

ワッフルヘンリーミニT
990円
1枚 で 着てもかわいいデザイン！デニムと合わせてカ
ジュアルコーデがオススメ！
ラブラ万代 4F
ジーユー

リブボリュームスリーブコンパクトT（S）
1,690円
ボリュームスリーブで女 性らしく！ワンピースの下に着て
もかわいい！！
ラブラ万代 4F
ジーユー

バルーンスリーブジャージートップス
999円
4色展開。
ラブラ2 1-2F
H&M

adidas Exclusive IN MOTION T-SHIRTS
6,990円
リップストップのポケットや 裾 が 程よくアクセントに !
DOORSでしか手に入らない別注アイテム!
ラブラ2 2F
アーバンリサーチドアーズ

ORCIVAL×GLR スビンボーダー
Tシャツ 9,900円
ORCIVALの代名詞であるボーダーを今のトレンドに合わ
せて、ゆったりとしたフィット感にサイズをアレンジ。ダーク
グリーンはGLRのみで展開する特別な配色。
ラブラ2 2F
ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

ボーダーBOX 8分袖Tシャツ
2,970円
8 分 袖なので季 節 の 変わり目に大 活 躍 。ゆったり袖は
ロールアップするとこなれ感が出ます。
ラブラ2 3F
コーエン

SMITHʼSポケットTシャツ
2,970円
ポケットのS M I T H Sオリジナルのボタンと織ネームがポ
イント。デニムやワイドパンツなどカジュアルなスタイリング
がオススメ。
ラブラ2 3F
コーエン

デザインパフTシャツ
2,750円
丸みのあるデザイン袖がポイント。柄のパンツやスカート
と合わせたコーディネートがオススメ。
ラブラ2 3F
スタディオクリップ

チュニックTシャツ
2,750円
コットン素 材のチュニック丈 。ワイドパンツやボリュームス
カートなどのレイヤードスタイルがオススメ。
ラブラ2 3F
スタディオクリップ

※記載内容は予告なく変更となる可能性がございます。 ※商品には限りがございます。
品切れの際はご容赦ください。
※詳しい情報は各店舗へお問い合わせください。 ※価格は全て税込です。

