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ルイ・グラマラス
Yahoo! ショッピング店

ルイ・グラマラス
楽天店

お問い合わせ先

0 3 - 3 2 7 2 - 6 8 0 0
株式会社 ショッピング・プラザ

（平日・土曜  10：00 ～ 18：00）

〒104-0028 東京都中央区八重洲 2－4－10 サン八重洲ビル 4Ｆ

グラマーサイズの女性が考えた

グラマーサイズの女性のための

グラマーサイズ専門ランジェリーショップ

http://www.ruiglamourous.jp/

グラマーサイズ専門
ランジェリーショップ

F65－K90 36サイズ
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ルイ・グラマラスはそんな思いから生まれたグラマーサイズ専門ブランドです。

大きいサイズのブラジャーは価格が高い、デザインが可愛くない、スタイルが悪く見える・・・

グラマーサイズの皆さんが抱える悩みをルイ・グラマラスが解決します。

胸が大きくても

ランジェリー選びを楽しみたい。

豊富なサイズ

カップは F ～ K、
アンダーは 65 ～ 90 の

全 36 サイズ。

高機能・低価格

大きいバストをしっかり支える
機能性を重視。グラマーサイズ商品に

しぼることで低価格を実現。

かわいいデザイン

毎月新商品を発売。大きいカップを
基準にデザインしているから実現できる
“グラマーサイズだからこそ可愛い”

３Ｄ計測による独自開発

グラマーサイズの日本人モニターを３Ｄ計測
して独自開発したので、輸入品では合わな
かった人にもピッタリのブラが見つかる。

ブラジャーのタイプ

3/4カップ 寄せ上げ

バストを下から押し上げて

上向きのバストをつくる

3/4カップ 谷間

中央のワイヤーが低く

谷間が深くまで見える

3/4カップ 丸胸

バストを強調せず

自然な丸みに整える

フルカップ

バストを全体を

しっかりホールド

丸胸タイプのモールドブラ

縫い目がなくアウターに響かない

4/5カップ モールド3/4カップ モールド

寄せ上げタイプのモールドブラ

縫い目がなくアウターに響かない

2 3

透明ストラップ（別売）と

付け替え可能なブラジャー

透明ストラップ

￥1,080（税込） SP-316



Torte

SP-326SP-327

トルテmaiden メイデン

fata ファータ （3/4カップ モールド 寄せ上げ）

（3/4カップ 丸胸）

4

ブラジャー F65～J90

ブラジャー

ショーツ

フレアショーツ

￥4,510（税込）

￥1,130（税込）

￥1,130（税込）

f ron t f r on t

back back

ブラジャー G65～K90

ショーツ M・L・LL・3L フレアショーツ

apego アペーゴ

ブラジャー

ショーツ

Ｔバック

￥4,510（税込）

￥1,130（税込）

￥1,130（税込）

f ron t f r on t

back back

ブラジャー F65～J90

ショーツ M・L・LL・3L M・L・LL

M・L・LL

Tバック

5

（フルカップ）（3/4カップ 寄せ上げ）

M・L・LL・3Lハイライズ

Kカップ対応

ブラジャー

ショーツ

Ｔバック

￥4,510（税込）

￥1,130（税込）

￥1,130（税込）

f ron t f r on t

back back

ショーツ M・L・LL・3L M・L・LLTバック

ブラジャー

ショーツ

ハイライズ

￥4,725（税込）

￥1,130（税込）

￥1,130（税込）

f ron t f r on t

back back

ブラジャー F65～J90

ショーツ M・L・LL・3L

4月発
売

5月発売

5月発売

SP-328

SP-329

見せブラコーディネート例



Carmen カーメン

sensual センシュアル Lilith リリス

Margot マーゴット

（フルカップ）

（3/4カップ 谷間）

（3/4カップ 寄せ上げ）

フロントホック

（3/4カップ 谷間）

見せブラコーディネート例

ブラジャー

ショーツ

Ｔバック

￥4,510（税込）

￥1,130（税込）

￥1,130（税込）

ブラジャー

ショーツ

Ｔバック

￥4,510（税込）

￥1,130（税込）

￥1,130（税込）

ブラジャー

ショーツ M・L・LL・3L M・L・LLTバック

M・L・LLTバック

ブラジャー G65～K90

F65～J90

ショーツ M・L・LL・3L

f r on t f r on t

back back

f r on t f r on t

back back

ブラジャー

ショーツ

ハイライズ

￥4,725（税込）

￥1,130（税込）

￥1,130（税込）

ブラジャー

ショーツ

Ｔバック

￥4,510（税込）

￥1,130（税込）

￥1,130（税込）

f ron t f r on t

back back

ブラジャー G65～K90

F65～J90

ショーツ M・L・LL・3L M・L・LL・3Lハイライズ

f r on t f r on t

back back

ブラジャー

ショーツ M・L・LL・3L M・L・LLTバック

7月発
売

6 7

SP-330

SP-331 SP-333

SP-332

Kカップ対応 Kカップ対応

6月発
売

6月発
売

7月発
売



Lilie リーリエ Aniel アニエル（3/4カップ 丸胸）

sirena シレーナ

脇高タイプ

bis flos ビスフロース 9月発
売

9月発
売

（3/4カップ 寄せ上げ）

ブラジャー

ショーツ

Ｔバック

￥4,510（税込）

￥1,130（税込）

￥1,130（税込）

ブラジャー

ショーツ

ハイライズ

￥4,510（税込）

￥1,130（税込）

￥1,130（税込）

8月発売

ブラジャー

ショーツ M・L・LL・3L M・L・LLTバック

ブラジャー G65～K90F65～J90

ショーツ M・L・LL・3L

f r on t f r on t

back back

f r on t f r on t

back back

ブラジャー

（3/4カップ 寄せ上げ） （3/4カップ 谷間）

ブラジャー

ショーツ

Ｔバック

￥4,510（税込）

￥1,130（税込）

￥1,130（税込）

f ron t f r on t

back back

ショーツ M・L・LL・3L M・L・LLTバック M・L・LLTバック

Kカップ対応

ブラジャー

ショーツ

Ｔバック

￥4,510（税込）

￥1,130（税込）

￥1,130（税込）

f ron t f r on t

back back

ブラジャーF65～J90 F65～J90

ショーツ M・L・LL・3L

SP-334 SP-335

SP-336 SP-337

M・L・LL・3Lハイライズ

8
9



￥12,800（税込）

NEW

1110

キャミブラ Ver1.5 （黒） （黒）

ブラジャー F65～J90

ボディシェイパー

M アンダー 65・70

L アンダー 75・80

LL アンダー 85・90

￥3,585（税込）

￥3,600（税込）

お試しブラ Ver2.5s
フルカップ  （黒）

ブラジャー G65～K90

￥2,985（税込）

お試しブラ Ver2.5
3/4カップ丸胸
（黒／ピンク／ベージュ）

ブラジャー

￥2,985（税込）

お試しブラ Ver2.5
3/4カップ寄せ上げ
（黒／ピンク／ベージュ）

チュニック丈

ブラジャー F65～J90 F65～J90

F65～J90 F65～J90

￥3,085（税込）

￥3,600（税込）

お試しブラ Ver2.5c
3/4カップ寄せ上げ （黒）

ブラジャー G65～K90

￥2,985（税込）

お試しブラ Ver2.5
3/4カップ谷間
（黒）

ブラジャー

￥3,285（税込）

お試しブラ Ver2.5
フルカップ
（黒／ピンク／ベージュ）

ブラジャー

F65～J90

￥4,900（税込）

おやすみブラ Ver3.1
（白／黒）

ブラジャー

ルイ・グラマラスのブラを気軽に、リーズナブルに。グラマーサイズのための立体構造シャツ・ジャケット

￥6,600（税込）

シャツ Ver3.5

サイズ S／ M／ L／ XL／ XXL／ 3XL

ジャケット

サイズ S／ M／ L／ XL／ XXL／ 3XL

モールドブラ Ver2.5
4/5カップ丸胸
（黒／ベージュ）

ブラジャー

モールドブラ Ver2.5
3/4カップ寄せ上げ
（黒／ベージュ）

￥540（税込）

ブラジャー F65～J90 F65～J90

延長ホック
（黒／白／ベージュ／ピンク）￥2,980（税込）￥4,630（税込）

￥12,800（税込）

カップ ボトムアンダー

FGH① 65-70 M

② 65-70 M

③ 75-80 L
GH④ 75-80 L

⑤ 75-80 L
F⑥ 85-90 XL
GH⑦ 85-90 XL

⑧ 85-90 XL

I J
I J

I J
F

ぺプラムフリルビキニ

SP-299 SP-323 SP-324

ライトグレー
ストライプ 黒 ネイビー

SP-344 SP-345 SP-346

￥5,600（税込）

シャツ Ver3.5

サイズ S／ M／ L／ XL／ XXL／ 3XL

SP-340 SP-341

ブルー
ストライプ 

白
ドビーストライプ

白
ドビーストライプ

パープル
ストライプ

SP-342 SP-343

黒 ネイビー
ストライプ

黒

SP-292

SP-297 SP-234

SP-205 SP-204

SP-206 SP-246

SP-248 SP-249

SP-250 SP-167

SP-279 SP-251



2018年5月16日
 
お客様各位 

株式会社ショッピング・プラザ

カタログ誤記のお詫びと訂正のお知らせ

平素よりルイ・グラマラスをご愛用いただき誠に有難うございます。

このたび、当店「2018春夏カタログ」におきまして、下記の表記誤りがございました。

深くお詫び申し上げますとともに、以下の通り訂正させていただきます。

お客様におかれましては大変ご迷惑をおかけしますが、

下記内容をご確認いただき､カタログをご利用いただきますよう､何卒よろしくお願い申し上げます。


