
リブクロップド半袖トップス
2,990円

ラブラ万代 1F
Gap／GapKids

トレンド90'sスタイルに合う人気のトップス。
ハイウエストのボトムスと合わせやすい。

No.01

オーガニックコットンベーシック
ＴシャツＶネック　2,970円

ラブラ万代 2F
ナチュラルビューティーベーシック

毎年定番のベーシックＴシャツはジャケット
のインナーとしてもおすすめの1枚。
オーガニックコットンで環境に配慮したアイ
テムです。

No.06

Tシャツ
4,950円

ラブラ万代 2F
プロポーションボディドレッシング

カジュアルになりすぎない大人Tシャツ
です。カジュアルにデニム合わせや、レース
や柄物合わせもオススメです♡

No.07

リッチクリーンT/SS
3,190円

ラブラ万代 1F
グローバルワーク

上品な光沢感で素敵に高見え。ロング
スカートとの上品な合わせが◎

No.02

アソートプリントTシャツ
2,200円

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

綿100％でやわらかいです。シャツと一
緒に着て、ロゴをチラ見せするのがオス
スメです。

No.03

スソラウンドレイヤードT
2,750円

ラブラ万代 1F
レプシィム

重ね着でもさらっと着れる長さが2種類
えらべるアイテム♪シャツのインナーとし
てもオススメ！

No.04

ラブラ万代 2F
オズモーシス

No.05

アシンメトリーTシャツ
6,490円
1枚で決まるアーティスティックなレース
デザインTシャツ。

エントリーTシャツ一覧

投票方法

定番Tシャツ

「定番Tシャツ」「デザインTシャツ」「プリント
Tシャツ」3部門それぞれで気に入った
Tシャツ1点を選び、ナンバーをチェック！

TOPページの

STEP2

STEP1

一覧ページでチェックしたナンバーをそれぞ
れ入力して送信してください。
ご指定のメールアドレス宛に届いた「投票
完了画面」をラブラ万代２F無印良品のレジ
にてご提示いただくと「無印良品ひとくち
ウエハース（１袋）」をプレゼント！

STEP3

②投票ページはこちら！

※引換期間：5/29（日）まで。
※先着数に達し次第終了となります。
※引換期間：5/29（日）まで。
※先着数に達し次第終了となります。
※引換期間：5/29（日）まで。
※先着数に達し次第終了となります。

をタップすると、入力画面にジャンプします。

投票したい商品のナンバーがチェックできたら…

ブラウザの「戻る」をタップ→

から投票へお進みください。

②投票ページはこちら！TOPページのボタン

BIG Tシャツ
997円

ラブラ万代 ２F
セブンズ

カラーバリエーション豊富なBIG Tシャ
ツ。ワンピ風に着ても、ワイドパンツで
オーバーサイズコーデも。

No.09

クルーネック半袖Tシャツ
3,080円

ラブラ万代 3F
ザ・スーツカンパニー

ジャケットインから一枚着まで持ってい
るだけで重宝するシンプルTシャツ。オ
フィススタイルにも馴染みます。

No.10

ボーダーTシャツ 
5,500円

ラブラ万代 3F
カンタベリー オブ ニュージーランド

ラガーシャツで人気のデザインをTシャ
ツで着こなせる。男性はショーツ、女性
はスカートとの相性ピッタリ。

No.11

WOMEN クルーネックTシャツ
1,000円

ラブラ万代 4F
ユニクロ

洗練されたシルエットと心地よい肌触り
を両立した究極のTシャツ。

No.12

コットンミニT
990円

ラブラ万代 4F
ジーユー

クロップド丈が今っぽくてかわいいで
す！ハイウエストのボトムスとの組み合
わせがトレンド！！

No.13

ラブラ2 2F
アーバンリサーチドアーズ

No.15

オーガニックヘビーウェイト
クルーネック　3,300円

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

ネックはヨレにくいバインダー仕様。少
しルーズめなシルエットです。胸ポケット
付き、ポケット口のトリプルステッチがア
クセント。

No.16

リピT
2,640円

ラブラ2 3F
コーエン

二の腕スッキリ見せの定番ハイネックT
シャツ。ボトムインにもアウトにも優れ着回
し力は抜群。

No.17

ラブラ2 3F
スタディオクリップ

No.18

ボーダー柄袖口ギャザーブラウス
4,290円

ラブラ万代 2F
サマンサモスモス

華やかなボーダー柄が初夏にピッタリ！
デニムに合わせて、とことん爽やかに着
こなして！

No.08

コットンスリットTシャツ
2,750円
ゆったりシルエット。テーパードパンツやデ
ニム合わせがオススメ。

COMBED COTTON
JERSEY TEE　5,830円
ジムフレックスで定番のTシャツ。胸にあ
しらわれたロゴ刺繍もポイントです！

ラブラ2 1-2F
H&M

No.14

コットンTシャツ
599円
定番Tシャツ。9色展開。



アラエルサラサラV/PO
3,850円

ラブラ万代 1F
グローバルワーク

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。

No.02

ギャザーキリカエプルオーバー
3,960円

ラブラ万代 1F
レプシィム

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！

No.04

ラブラ万代 2F
オズモーシス

No.05

プリーツスリーブドッキング
プルオーバー　6,490円

ラブラ万代 2F
ナチュラルビューティーベーシック

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。

No.06

2way襟付きカットソー
6,050円

ラブラ万代 2F
プロポーションボディドレッシング

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♡

No.07

ラブラ万代 2F
ビス

No.09

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！

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。

デザインTシャツ

リンガーカレッジロゴTシャツ
3,190円

ラブラ万代 2F
サマンサモスモス

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♪

No.08

タイバックTシャツ
3,990円

ラブラ万代 1F
Gap／GapKids

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。

No.01

袖タックカットソープルオーバー
2,500円

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

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。

No.03

裾ゴムショート Tシャツ
2,577円

ラブラ万代 ２F
セブンズ

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◎

No.10

オーガニックコットン
ボーダー柄Tシャツ
3,080円

ラブラ万代 3F
ザ・スーツカンパニー

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。

No.11

ラブラ2 2F
アーバンリサーチドアーズ

No.16

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!

ORCIVAL×GLR
スビンボーダーTシャツ
9,900円

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

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。

No.17

デザインパフTシャツ
2,750円

ラブラ2 3F
スタディオクリップ

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。

No.18

ラブラ万代 4F
ユニクロ

No.13

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。

No.15

No.12

アグリポケットTシャツ
4,950円

ラブラ万代 3F
カンタベリー オブ ニュージーランド

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 4F
ジーユー

No.14

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2 1-2F
H&M

バルーンスリーブジャージートップス
999円
4色展開。



オーバーサイズグラフィックTシャツ
3,990円

ラブラ万代 1F
Gap／GapKids

SNSで注目されている。大きめサイズを
選んでショートパンツと合わせるとトレン
ドのスタイルに！

No.01

リッチクリーンプリントT
3,190円

ラブラ万代 1F
グローバルワーク

上質素材を利用したプリントT。今年ら
しいカラーボトムとの合わせが◎

No.02

ヨーク切り替ロゴロンT
2,200円

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

カラー展開が3種類あるのでぜひ店頭でチェッ
クしてください^□^サイドにスリットが入ってい
て、パンツでもスカートでも合わせやすいです。

No.04

インパクトカレッジポケT
4,290円

ラブラ万代 1F
アズ ノゥ アズ ピンキー

大きなロゴが目を惹くTシャツ♪パンツ
で格好よく合わせるのも◎スカートで少
し甘めに着こなすのも◎

No.03

アソートプリントシャツ
3,300円

ラブラ万代 1F
レプシィム

幅にゆとりのあるシルエットで楽ちん♪
ワイドパンツやジャケットで合わせてハ
ンサムに♪

No.05

ラブラ万代 2F
オズモーシス

No.06

グラフィック＆箔プリントアソート
Tシャツ　2,618円

ラブラ万代 2F
ビス

シンプルなので、カジュアル、キレイめにも様 な々
ボトムに合わせられるデザイン。
大人カジュアルなスタイリングがおすすめです◎

投票したい商品のナンバーがチェックできたら…

ブラウザの「戻る」をタップ→

から投票へお進みください。

②投票ページはこちら！TOPページのボタン

リボンアレンジプリントTシャツ
7,590円
裏側に縫い合わせた上下6本のリボン
を絞ることで自由自在にアレンジ可能！

No.10

※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。

ラブラ万代 2F
ナチュラルビューティーベーシック

No.07

フォトプリントTシャツ 
5,390円

ラブラ万代 2F
プロポーションボディドレッシング

ニュアンスカラーで仕上げた可愛らしい
Tシャツです！
スタンダードにフェミニンなスカート、デ
ニム合わせがオススメです♡

No.08

かすれプリントTシャツ
3,190円

ラブラ万代 2F
サマンサモスモス

古着っぽいかすれプリントが魅力。プリ
ントデザインなので、ボトムスはデニム
などシンプルが◎

No.09

プリントTシャツ

「ハカ」Tシャツ
4,400円

ラブラ万代 3F
カンタベリー オブ ニュージーランド

ラグビー「オールブラックス」の伝統儀
式「ハカ」をプリント。大きめサイズで着
用するとレトロ感UP！

No.11

ラブラ万代 4F
ユニクロ

No.12

グラフィックT（ロゴ）
990円
トレンドクロップド丈がかわいい！カジュ
アルスタイルにオススメ！

ラブラ万代 4F
ジーユー

No.13

ラブラ2 1-2F
H&M

No.14

BETTERDAYS STADIUM
PARIS PHOTO　6,600円
ファッション誌や広告、数々の女優や俳優
などを写真に収めてきたYUJI TAKEUCHI
氏が世界各国のあらゆるシーンを切り取っ
た写真の中から選りすぐりをピックしました。
自身の原点に立ち返り、フィルムにて撮影さ
れたパリの写真をセレクト。デジタルでは表
現できない、フィルムならではの温かみのあ
る写真が何気ない日常を特別なものに変
換してくれます。

No.16

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

No.15

別注ルーズTeeシャツ
5,390円
CHEVREに形から別注したDOORSだ
けの特別なロゴTシャツです！

ラブラ2 2F
アーバンリサーチドアーズ

デザインTシャツ
1,299円
UCLAやミッキープリント。8色展開。

WOMEN ポール&ジョー UT
1,500円
華やかな明るいカラーリングが際立つ
ユニクロオリジナルコラボレーション。

オーガニックコットンアーチ
ロゴＴシャツ　3,300円
ジャケットINにいれるなど、大人カジュア
ルな着こなしがおすすめです。ロゴはポ
ジティブな気持ちになれるワードです。


