
カジュアル派はプラス1アイテムで
夏から秋へシフトチェンジ

上品フェミニン派は
オータムカラー×柄で

オトナに格上げ
人気ショップの最新情報をチェック

NEW TOPICS
LoveLa New Sweets! 

ラブラで“ 私に似 合う”が 見 つかるスタイル マガジン
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あなたはどのタイプ？



GETするべき秋色アイテム
秋の雰囲気を追加できるアイテムは羽織りものに限りません。トップスからボトムス、シューズまで、

優秀なプラス1アイテムが大集合。 旬のワードローブで賢くおしゃれを楽しみましょう!

一気に
秋モード
になる!

カジュアル派はプラス1アイテムで

夏から秋へシフトチェンジ!
カジュアル派におすすめしたい、夏コーデにプラスするだけで秋らしさが増すお役立ちアイテムをピックアップ。

まずはこの一着があれば、秋コーデの準備はOK!!
Hair：erari（TONI&GUY NIIGATA／ラブラ万代 4F）　Make up：miu（TONI&GUY NIIGATA／ラブラ万代 4F）　Model：Naomi　Photo：中田洋介（中田写真事務所）

ゆったりシルエットで暑い夏も無
理なくおしゃれを楽しめる。小物
使いで大人レディーな要素をプ
ラス。カットソー2,449円、パ
ンツ4,309円、バッグ4,860円、
シューズ2,780円、イヤリング、
ネックレス（参考商品）／スタディ
オクリップ ラブラ２ 3F

Summer

Autumn
シャツワンピースの前を開け
てコートのように羽織ること
で縦ラインを強調した細身ラ
インを実現。インドメイドなら
ではのエキゾチックでかわい
いパターンも魅力的。シャツ
ワンピース4,968円／スタ
ディオクリップ ラブラ２ 3F

1.レイヤードスタイルにも合うワンピースは薄手の軽い素材が心地いい。ワンピース10,260円／アーバンリサーチドアーズ ラブラ２ 2F　2.吸水･速乾･イージーケア機能付きだ
からお手入れも簡単。ブラウス1,069円／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 ラブラ万代 1F　3.開襟シャツワンピは目を引く色使いの小花柄がきれいめ派
にぴったり。ワンピース5,292円／レイカズン ラブラ万代 2F　4.高い伸縮性を持つウルトラストレッチデニムは美脚効果抜群。パンツ3,230円／ユニクロ ラブラ万代 4F　
5.なめらかな質感のスエード調素材がボヘミアンな秋を演出。ワンピース4,050円／グローバルワーク ラブラ万代 1F　6.復刻モデルは秋コーデにマッチするレトロカラーがかわ
いい。スニーカー7,452円（new balance）／ABCマート ラブラ２ 3F　7.花柄でも甘くなり過ぎないこっくりカラーをセレクト。スカート4,860円／コーエン ラブラ２ 3F
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シルエットにメリハリを付けて、オ
フィスでもプライベートでも好印象
のきれいめカジュアルスタイルに。
トップス5,292円、パンツ8,532
円、バッグ12,960円、パンプス
10,692円／ユナイテッドアロー
ズ グリーンレーベル リラクシング
ラブラ２ 2F

Summer

見 慣れた夏コーデもロング
カーデを羽織るだけで秋仕様
に。ゆるっとしているように見
えて、さり気なく女性らしさの
あるデザイン。ロングカーディ
ガン9,936円／ユナイテッド
アローズ グリーンレーベル リ
ラクシング ラブラ２ 2F

Autumn
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※価格は全て税込みです　※表示価格は、8月10日時点のものになります。価格変更、品切れの場合はご了承ください
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定番秋カラーのボルドー、マスタードに加え、今季はグリーンや
パープル、フレッシュなオレンジも支持率上昇中。トップス、ボ
トムスに限らず、足元で取り入れるのもおすすめです。

0304

全体をツートーンでまとめれば鮮やかなオー
タムピンクが程よいアクセントに。スカート
6,728円（フェルゥ）、ブラウス7,452円、
カーディガン5,292円、バッグ5,389円、
サンダル6,469円（以上エニィスィス）／エ
ニィスィス アンド フェルゥ ラブラ万代 2F

Autumn Color
オータムカラー
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この秋は深みのあるオータムカラーと柄アイテムがとにかく豊富。
どんな時も女性らしさを忘れないフェミニン派の着こなしに欠かせません。

Hair：Mika Suzuki（CAELUM AVEDA／ラブラ2 1F） Make up：Haruna Otaki（CAELUM AVEDA／ラブラ2 1F）　Model：Shiori

1.フロントボタンデザインがアクセントに。スカート7,776円／ナチュラルビューティー
ベーシック ラブラ万代 2F　2. 上品なフレアシルエットのスカートはリボンベルト付
き。スカート9,504円／ザ・スーツカンパニー ラブラ万代 3F　3.大人の表情に
見せるテラコッタは外せない。スカート1,825円／ジーユー ラブラ万代 4F

カラースカート最盛期!

胸元のスカラップと
袖コンシャスデザイ
ンが 他 にはない1
着。ブラウス3,229
円／インデックス ラ
ブラ万代 1F

カラフルなパンプス&サンダルは色
違いで欲しくなる。サンダル（上） 
各3,121円 ／SPC ラブ ラ 万 代 
4F、パンプス（下）6,372円／バニ
ティービューティー ラブラ万代 2F

花柄、チェック柄、アラン柄など、今季は柄アイテムのライ
ンアップが充実。柄ものに抵抗のあるビギナーにもおすすめ
したい、レースやニットを活用した１着は必見です。

Pattern Item
柄アイテム

注目の的になっているグレンチェック柄は
今季も大活躍。小物でさり気なくオータム
カラーを取り入れて旬な装いに。スカート
8,532円、シャツ5,292円、バッグ6,372
円、パンプス5,292円（以上コムサイズム）
／コムサスタイル ラブラ２ 3F

今季はミモレ丈がトレンド

1.春夏の印象がある白×花柄も秋アイテムと組み合わせるの
が今季らしいスタイル。オフショルダーブラウス2,490円／
Bershka ラブラ２ 1F　2.可憐な花柄のレースと目を引くグ
リーンが美しい。ブラウス3,564円／ビス ラブラ万代 2F

3.レトロな花柄でビンテージライクな雰囲気に。スカート6,372円／アズ 
ノゥ アズ ピンキー ラブラ万代 1F　4.程よい生地感でボディーラインを美
しく見せてくれる。スカート4,860円／ナチュラルクチュール ラブラ万代 
2F　5.タータンチェックを生み出した「ハウスオブタータン」とのコラボアイ
テム。スカート4,849円／ロペピクニック ラブラ万代 1F

5

上品フェミニン派は

オータムカラー×柄でオトナに格上げ
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※価格は全て税込みです　※表示価格は、8月10日時点のものになります。価格変更、品切れの場合はご了承ください
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0506

Let's Start

人には、肌の色･髪の色･瞳の色･唇の色など、生まれ持っ
た色があります。 茶色目と言っても、赤茶目の人もいれ
ば、こげ茶目の人も。そして、骨格も一人一人違います。
総合的に分析して自分に似合う色を知ることができるのが
パーソナルカラー診断です。まずはセルフカラー診断で自
分に似合う色の傾向を知り、ファッションに活かしましょう。

パーソナルカラー＆
専属スタイリストサロンAlice代表

木村麻美さん

日本パーソナルイメージスタイル協会の代表理
事としても活動。7年間で診断した人数は3,000
名以上。パーソナルイメージスタイル17タイプ
診断という新メソッドを確立したことでも有名。

教え
てくれるのはこの方

新しい服を買っても何だかしっくりこなかったり、色の組み合わせで迷ったりしていませんか? 
ここでは、セルフカラー診断を通してあなたに本当に似合うファッションを知ることができます。

Illustration：Mog

セルフカラー診断とは？

色白で肌が綺麗
と褒められること

が多い

黒髪より
茶髪の方が
似合う

美人より
可愛いと
言われる

NO ベージュより
黒い服の方が

得意

NO NO

瞳の色が
薄い茶色だ

大人っぽいとか
落ち着いてると言
われることが多い

日に当たると
すぐ焼けて
小麦色になる

NO パーマよりも
ストレートヘアの
方が褒められる

NO

口紅は
オレンジ系や

ブラウン系が得意

強くて派手な色が
得意だ

NO髪の毛が
細いほうだ

年齢よりも
若く見られる

明るくカラフルな
色を着ると褒めら
れることが多い

パステルカラーが
苦手だ

カーディガンよりも
ジャケットを着ている
時の方が褒められる

大胆な柄や
個性的なものが

苦手
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Spring

明るく鮮やかなカラーの
キュートなオーラを持つ女性

健康的な肌とツヤのある髪で春の明るいイメージが連想されやす
い「スプリング」。お天気お姉さんやアイドルのような、キュート
な雰囲気の方が多いようです。明るくポップでカラフルな色や元
気さを感じさせる、濁り感の少ないクリアなカラーが似合います。
年齢を重ねても、いつまでもかわいらしいと言われるようなタイプ
です。シーズンレスに鮮やかなカラーを取り入れてみましょう。

スプリングタイプの芸能人

佐々木希、トリンドル玲奈、小嶋陽菜、本田翼、小倉優子、
蛯原友里、桐谷美玲、大島優子、松本伊代、松田聖子、

三田寛子、浅田美代子　…and more.

TYPE A

Summer

石原さとみ、新垣結衣、綾瀬はるか、石田ゆり子、
宮沢りえ、北川景子、吉瀬美智子、樋口可南子、

吉田羊、高島彩　…and more.

TYPE B

白く透明感のある肌を持つ
エレガントさが魅力

爽やかな印象を持つ「サマー」は、日本人に一番多いタイプ。色
白で肌がきれいと褒められる場面がたくさんありそうです。スプリ
ングがお天気お姉さんなら、サマーのイメージはニュースを読む
女子アナウンサー。重ね着や多色を使ったコーディネートよりも、
すっきりシンプルな洋服が得意です。トレンドのくすみカラーも似
合うので、この秋チャレンジしてみて。

サマータイプの芸能人

Autumn
TYPE C

後藤久美子、松下奈緒、真矢みき、遼河はるひ、
安室奈美恵、三浦りさ子、中村アン、長谷川潤、

飯島直子　…and more.

深みのある色合いがマッチ
ゴージャスな大人の女性

若 し々く見られるスプリングとは対照的に、大人っぽく見られやす
い「オータム」。落ち着いている印象が強く、宝塚の男役ができ
そうなクラシカルな方が多いタイプです。4タイプの中で最もイメー
ジが幅広く、リッチやクラシック、ゴージャス、ナチュラルスタイ
ルもテーマになります。 代表色は、赤や黄色、ブラウンなどの
秋色です。深みのある色を大胆に着こなして。

オータムの芸能人

Winter
TYPE D

土屋太鳳、波瑠、中島美嘉、冨永愛、
小雪、りょう、松雪泰子、中谷美紀、仲間由紀恵、
和田アキ子、デヴィ夫人、岩下志麻　…and more.

黒髪ストレートが似合う
クールでカッコいい印象

個性的でカリスマ性のある美しい女性が多い「ウィンター」は、色
鮮やかではっきりとしたカラーを身にまとうことでオーラがUPしま
す。クールビューティーな方が多く、モード系ファッションが似合
いそう。その他に、ロックテイストのイメージと美人で知的なエレ
ガントのタイプも混在。主張の強い派手めな色もしっかり着こな
せます。あえて甘めデザインを選ぶと女性らしさがUP。

ウィンターの芸能人

Spring
TYPE A

※セルフカラー診断は簡易パーソナルカラー診断になるため、必ず正しい診断になるとは限りません

Summer
TYPE B

Autumn
TYPE C

Winter
TYPE D

ラブラで私に似合うが見つかる

セルフカラー診断をやってみよう!
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TYPE D

他のタイプにはマネできない
クールなモード系

黒や青を含む、クールで鮮やかな色みが好相性。コントラス
トを強くすることで洗練された都会的な印象を演出できます
が、逆に控えめにすると落ち着いた雰囲気になりがちです。

チェックするべき注目ショップ

ウィンタータイプの注目アイテム

TYPE C

明るいオータムカラーが
クールな印象を和らげる

秋をイメージさせる赤や黄色、茶色やモスグリーンなどのアー
スカラーが似合います。温かみと深みのあるオータムカラー
が女性らしさを引き立たせてくれるでしょう。

チェックするべき注目ショップ

オータムタイプの注目アイテム

0708

TYPE A

春の花や新緑を連想させる
ビタミンカラーを取り入れて

フェミニン、キュート、ちょっぴりカジュアルが似合うスプリン
グは、ポップカラーでまとめましょう。物足りなさを感じたら、
さし色を靴やバッグで入れてみるのがおすすめです。

チェックするべき注目ショップ

スプリングタイプの注目アイテム

ワンピース7,452円／アズ ノゥ アズ 
ピンキー ラブラ万代 1F

診断結果から、ラブラ万代･ラブラ２のどのショップが似合うのかチェックしていきましょう。
本当に似合うショップ&アイテムを知ることで、毎日がもっと楽しくなりそう!

TYPE B

やや青みのあるくすみカラーで
清楚&エレガントに

青みのあるくすみブルーやラベンダー、プラム、グレー、ネイビー
が透明感のある肌とマッチ。パステルカラーも得意な方が多
く、優しい雰囲気が増し、お肌の透明感をあげてくれます。

チェックするべき注目ショップ

サマータイプの注目アイテム

もう買い物で失敗しない

4タイプ別おすすめショップ&アイテム

Ｔシャツ2,590円／
Bershka　ラブラ２ 1F

カーディガン4,212円／
ロペピクニック　ラブラ万代 1F

バッグ4,309円／
エニィスィス アンド フェルゥ
ラブラ万代 2F

スカート2,948円／
ビス ラブラ万代 2F

カーディガン3,230円／
ユニクロ ラブラ万代 4F

パンツ3,229円／インデックス 
ラブラ万代 1F

ワンピース4,212円／ナチュラル
クチュール ラブラ万代 2F

カットソー4,860円／アーバン
リサーチドアーズ ラブラ２ 2F

ニット6,048円／ナチュラルビュー
ティーベーシック ラブラ万代 2F

スカート5,292円／アクシーズ
ファム ラブラ万代 2F

パンツ3,990円／
無印良品 ラブラ万代 2F

ブラウス4,309円／
スタディオクリップ ラブラ２ 3F

シャツワンピース10,584円／
コムサスタイル ラブラ２ 3F

ワンピース4,800円／グローバル
ワーク ラブラ万代 1F

スカート2,592円／
コーエン ラブラ２ 3F

印象UPにつながるアイテムをプロが伝授
ラブラでパーソナルカラー診断イベントを開催!
2018年4月に行われた大人気イベント「春のパーソナルカラー診断」を秋バー
ジョンで開催! パーソナルカラー診断と自分に似合うラブラ人気ショップの最新
アイテムが一度で分かるスペシャルイベントです。

「秋のパーソナルカラー診断」
パーソナルカラーコスメ体験:9月8日（土）
パーソナルカラー診断：9月15日（土）、22日（土）
コーディネートショッピング：9月21日（金）、28日（金）
会場：ラブラ２ 2F 特設会場
※料金や詳細はWebをご覧ください

私も参加
します!

※ご紹介アイテムは一部です。アイテムによって、当てはまるタイプが違う場合もございます
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人気ショップの新作アイテムから注目のイベント･キャンペーンまで、一気にご紹介します。

最新アイテム&注目イベントをチェック!

NEW TOPICS

日本最高峰のクラフトマンシップを実感できる、
栃木レザーを使用したスマホケース。県内での
取り扱いは「スマートラボ」だけ! iPhoneケース 
各5,400円～／スマートラボ ラブラ２ 4F

使い込むほど手に馴染む
ジャパンメイドの上質さ

NEW ITEM

上品な光沢感とシアーな透け感を楽しめ
る新作ソックスは、大ぶりな花柄で足元
からレディーな印象に。こっくりとした色み
のオータムカラーは全8色展開。／靴下
屋 ラブラ万代 2F

オータムカラーのソックスで
足元から秋モード

NEW ITEM

シャンプー時に使うことで頭皮の汚れを
落とし、まとまりやすい髪質に。ブラン
ドロゴのボックスもクール。スキャルプ
マッサージブラシ3,780円／トニー アン
ド ガイ ニイガタ ラブラ万代 4F

毎日のブラッシングで
きらめく美髪へ

NEW ITEM

オータムカラーを使った大人かわいいデザイ
ンネイルで、指先からイメージチェンジ。ネイ
ル（上）8,532円、（下）11,772円※価格
はケア込み／ネイルズユニーク LA 新潟ロフ
ト店 ラブラ万代 5F

カジュアル派もフェミニン派も
こっくりカラーにアップデート

NEW ITEM

シルク素材のフルフェイスマスクは寝る時にか
ぶるだけで髪や肌をしっとり保湿。 実はいい
ものづくしな「じぶんまくら」オリジナル商品を
チェックしてみて。フルフェイスマスク4,104円
／じぶんまくら ラブラ２ 3F

就寝時にかぶるだけで
髪、肌、のどにもうれしい効果

RECOMMEND

秋の新作コスメが集合する、美容
好きにはたまらないイベントを開催。
ロフト限定商品も並ぶので探してみ
て。「コスメフェスティバル」9/3（月）
～10/14（日）まで開催／ロフト ラブ
ラ万代 5F

この秋、新潟ロフトに
話題のコスメが大集合!

EVENT

結婚を考えているお2人に朗報! 今ならエンゲージ
リングもしくはマリッジリングをご成約の方に10％オ
フをはじめとするおトクなプレゼントをご用意。詳細
は店頭へ!／ザ キッス スウィーツ ラブラ２ 3F

プロポーズ前に要チェック
今だけの特別なキャンペーン

CAMPAIGN

人気シリーズ「バイカラーメタル」に秋の
新作が登場。サーモント風のメタルは繊
細でミニマルな印象。ビンテージアクセサ
リーをイメージしたグリーンは大人の女性
におすすめ。バイカラーメタル（モダンクラ
シック）8,640円／ジンズ ラブラ２ 4F

ジンズの新作メガネは
ツヤ感のあるカラーメタル

NEW ITEM

甘酸っぱいストロベリーが一日中ふんわり香る。
9/8（土）、9（日）に「フェイスケア新作お試し
会」も開催。クリアリーグロッシング シャンプー

（250mL）、コンディショナー（250mL）各
1,296円／ザ・ボディショップ ラブラ万代 2F

思わず振り返ってしまう
ストロベリーの香り

NEW ITEM

ゴールドをあしらった大人かわいい新作
マグカップ。セットの蓋はコースターとし
ても使える優れもの。ギフトに最適な
ボックス付き。イニシャルマグ1,500円
／フランフラン ラブラ万代 3F

ずっと使ってもらいたい
大人のイニシャルマグ

NEW ITEM

くっきりセクシーな谷間を生みだす「グラマリッ
チ」から、脇すっきりタイプのニューデザイン
が登場。ショーツは全3型で組み合わせいろ
いろ。ブラジャー 各4,200円（アンフィ レッ
ド）／アンフィ ラブラ２ 2Ｆ

さり気なく盛ってくれる
アンフィの最新ブラ

NEW ITEM

人気商品･パドルブラシに刻印サー
ビスをしてくれる店頭イベントを開催。
9/14（ 金 ）、15（ 土 ）の2日間 限 定。
その場での名入れはもちろん、事前
予約＆開催日以降の受け取りもOK。
パドルブラシ3,240円／カエルム ア
ヴェダ ラブラ２ 1F

パドルブラシの
刻印サービスを限定開催

EVENT

※価格は全て税込みです　※表示価格は、8月10日時点のものになります。価格変更、品切れの場合はご了承ください
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栃木レザーを使用したスマホケース。県内での
取り扱いは「スマートラボ」だけ! iPhoneケース 
各5,400円～／スマートラボ ラブラ２ 4F

使い込むほど手に馴染む
ジャパンメイドの上質さ

NEW ITEM

上品な光沢感とシアーな透け感を楽しめ
る新作ソックスは、大ぶりな花柄で足元
からレディーな印象に。こっくりとした色み
のオータムカラーは全8色展開。／靴下
屋 ラブラ万代 2F

オータムカラーのソックスで
足元から秋モード

NEW ITEM

シャンプー時に使うことで頭皮の汚れを
落とし、まとまりやすい髪質に。ブラン
ドロゴのボックスもクール。スキャルプ
マッサージブラシ3,780円／トニー アン
ド ガイ ニイガタ ラブラ万代 4F

毎日のブラッシングで
きらめく美髪へ

NEW ITEM

オータムカラーを使った大人かわいいデザイ
ンネイルで、指先からイメージチェンジ。ネイ
ル（上）8,532円、（下）11,772円※価格
はケア込み／ネイルズユニーク LA 新潟ロフ
ト店 ラブラ万代 5F

カジュアル派もフェミニン派も
こっくりカラーにアップデート

NEW ITEM

シルク素材のフルフェイスマスクは寝る時にか
ぶるだけで髪や肌をしっとり保湿。 実はいい
ものづくしな「じぶんまくら」オリジナル商品を
チェックしてみて。フルフェイスマスク4,104円
／じぶんまくら ラブラ２ 3F

就寝時にかぶるだけで
髪、肌、のどにもうれしい効果

RECOMMEND

秋の新作コスメが集合する、美容
好きにはたまらないイベントを開催。
ロフト限定商品も並ぶので探してみ
て。「コスメフェスティバル」9/3（月）
～10/14（日）まで開催／ロフト ラブ
ラ万代 5F

この秋、新潟ロフトに
話題のコスメが大集合!

EVENT

結婚を考えているお2人に朗報! 今ならエンゲージ
リングもしくはマリッジリングをご成約の方に10％オ
フをはじめとするおトクなプレゼントをご用意。詳細
は店頭へ!／ザ キッス スウィーツ ラブラ２ 3F

プロポーズ前に要チェック
今だけの特別なキャンペーン

CAMPAIGN

人気シリーズ「バイカラーメタル」に秋の
新作が登場。サーモント風のメタルは繊
細でミニマルな印象。ビンテージアクセサ
リーをイメージしたグリーンは大人の女性
におすすめ。バイカラーメタル（モダンクラ
シック）8,640円／ジンズ ラブラ２ 4F

ジンズの新作メガネは
ツヤ感のあるカラーメタル

NEW ITEM

甘酸っぱいストロベリーが一日中ふんわり香る。
9/8（土）、9（日）に「フェイスケア新作お試し
会」も開催。クリアリーグロッシング シャンプー

（250mL）、コンディショナー（250mL）各
1,296円／ザ・ボディショップ ラブラ万代 2F

思わず振り返ってしまう
ストロベリーの香り

NEW ITEM

ゴールドをあしらった大人かわいい新作
マグカップ。セットの蓋はコースターとし
ても使える優れもの。ギフトに最適な
ボックス付き。イニシャルマグ1,500円
／フランフラン ラブラ万代 3F

ずっと使ってもらいたい
大人のイニシャルマグ

NEW ITEM

くっきりセクシーな谷間を生みだす「グラマリッ
チ」から、脇すっきりタイプのニューデザイン
が登場。ショーツは全3型で組み合わせいろ
いろ。ブラジャー 各4,200円（アンフィ レッ
ド）／アンフィ ラブラ２ 2Ｆ

さり気なく盛ってくれる
アンフィの最新ブラ

NEW ITEM

人気商品･パドルブラシに刻印サー
ビスをしてくれる店頭イベントを開催。
9/14（ 金 ）、15（ 土 ）の2日間 限 定。
その場での名入れはもちろん、事前
予約＆開催日以降の受け取りもOK。
パドルブラシ3,240円／カエルム ア
ヴェダ ラブラ２ 1F

パドルブラシの
刻印サービスを限定開催

EVENT

※価格は全て税込みです　※表示価格は、8月10日時点のものになります。価格変更、品切れの場合はご了承ください



LoveLa New Sweets
ラブラ万代&ラブラ２で見つけた、秋の最新スイーツ&ドリンクをお届け。 季節限定メニューの数々を見逃さないで! 

定番チョコレート×ハロウィーン限
定チョコレートをパッケージ。かわ
いいネコの顔型缶はギフトにおす
すめ。コレクション マジック キャッ
トアソートメント（6粒入り）2,700
円／ゴディバ ラブラ万代 1F

大 ぶりな 栗を大 胆 に
使った秋の人気メニュー
が今年も登場。お茶と
セットで召し上がれ。栗
ぜんざい480円※セット
メニューもあり／紀伊茶
屋 ラブラ万代 6F

クリ、イモ、カボチャ、リンゴを使っ
たビッグサイズのパンケーキ。2,3
人でシェアして食べるのもOK。 秋
の全部のせパンケーキ1,500円／
MIMATSU CAFE ラブラ万代 2F !

ラブラ万代 ラブラ2
ラブラ万代／新潟市中央区万代1-5-1　ラブラ2 ／新潟市中央区万代1-4-8

【営業時間】 10:00 ～20:00（イオンスタイルは23：00まで） 不定休
TEL.025-255-0808（代表）※受付時間 10:00 ～18:00
※掲載価格は2018年8月10日（金）時点での消費税（本体価格の8%）を含んだ総額の表示となっております。
店頭では税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは各店舗でご確認ください。
※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。※掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。
※飲食店のラストオーダーのお時間は店舗により異なります。
※ラブラ万代のみ9月12日（水）は休館日となります。ラブラ2は通常通り営業いたします。

秋の訪れを告げる2つのメニュー
は、どちらもこだわりの素材を使
用したぜいたくな逸品。モンブラ
ン450円、生キャラメルミルクコー
ヒー（M）490円、（Ｌ）610円 ／
上島珈琲店 ラブラ２ 4F

三井ショッピングパークカード
《セゾン》

カードのご入会LINE@
友だち登録

三井ショッピングパークアプリ




