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この雑誌について

この雑誌では、私が今まで集めた色とりどりの洋服たちをカラー
別で分けてご紹介します～～～～

私自身、お洋服が大好きー－－－で、その中でも色味がはっき
りしているものや、柄物を良く身に着けます！

なんか、色物とか柄物って着ているだけでちょっとお洒落さん
ぽくなれるんですよ（ガチで）だし、人と被りにくいのもメリッ

トだと思います ....!

ここでは紹介しきれなかったものたちもありますが、私的に可
愛い！って思ったのを厳選して紹介したいと思います、文章に
頭の悪さがにじみ出てしまっている部分が多々見受けられると
思いますが、そんなところもお茶目でかわいいなとでも思って

おいてください（？）

そして、私の好みのものしか入っていないので私の個性を表し
た雑誌だと思ってください（照）かわいくないとか否定的な意
見は思っても声に出すな＾＾（私的）かわいいものしか紹介し
てないです！！！！！！！異論は認めません！！！！！！！

（ちょっと目チカチカしたらごめんね＾＾それではどうぞ＾＾ )
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ネズミ君のチョッキみたいでかわいくない？それ

な　ネットで見た時にはカラーが「オレンジ」と

表記されていました、詐欺？でも普通にかわいく

てアクセントカラーになるからこれ着ただけで洒

落た人っぽくなれるよ～しらんけど

色味は写真よりもっと鮮やかかも、これ着て出か

けると待ち合わせ困らないよ、「あの～黄色い奴」

だけで身バレする、でも可愛らしさもありつつ大

人っぽくもなれちゃう優れモノなんだ～～い、か

わいい女の子になれちゃうね♡多分

カラーがかわいくて買ったやつ！オレンジ結構好

きなんすけど、これ差し色にぴったりなんよ～～

～～カラーパンツは 1 個持っておくだけでマジ使

える、オレンジって結構合わせやすかったりする

からぜひ使ってみてくれ～～～ちなこれ夏にぴっ

たり、白 T にこれでもう完成できる天才

確か鬼安くなっててセール品で買ったやつなんだ

けど、柄がまー－じでかわいー－－－くないです

か（大泣）合わせて着ると KPOP アイドルみた

いになれます、ロングブーツとか履いてみ？勝つ

から、女の子らしいしなおかつお洒落さんぽくな

れるの、マジ買って良かった

nemne store
かぎ針編み風ベスト

1295 円

Chaco closet
V ネックメローリブカーディガン

990 円

H&M
カラーパンツ

2500 円とか？忘れた

H&M
チェック柄セットアップ

2 つ合わせて 2000 円とかだった気が

最近よく流行ってるアームウォーマー、

暖かいしアクセントにめちゃくちゃ役

立つし冬マジもってこいやで＾＾色展

開も SHEIN くんマッジで多いからぜひ

買ってみてくれ～～

SHEIN

アームウォーマー

201 円
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夏に大活躍しましたちょ～～～かわいくてクロップドの

キャミとか合わせたらね、んも～～～～皆まで言わせんな、

かわいんだよ（ブチギレ）しかもこの安さ、さすがだよね

～～～ダブルチーズバーガーより安い（震）

SHEIN
レタストリム ボタンフロントティー

356 円（は？）

色味が結構派手めの青で夏にぴったり爽やかくん

になれるよ＾＾しかもウエストがゴムなのでいく

ら食べても苦しまなくて大丈夫（ニンマリ）

pure bright
カラーパンツ

1200 円（確か）

推しチャンと通話イベする事になった時に購入したぶ

りっこワンピ♡普段こんなの着ないから 2 回ぐらいし

か着てない♡ただ捨てられん、だって見るだけであの

時の幸せな 30 秒の記憶が思い出されるから（大泣）

ほんとうにかわいいね（大泣）

SONA
トレンチワンピース

2790 円

現場用に購入した鬼安セットアップ

いや本当にかわいいのよ、本気（マジ）で

色味も生地も大優勝＾＾ロングブ～ツとか合わせ

たらね、可愛すぎて推しチャンも釘付け間違いな

しだよな！！ガハハ！！！！！多分私のこと見た

SHEIN
キルティングセットアップ

2 つで 2673 円（安）
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最近よく首元がモフモフしてんの見かけん？お嬢

様みたいで上品でかわいい～な～～～と思って購

入したのサ＾＾結構薄手でバッツバツだから気を

付けないといけないけど、これにミニスカ＋ロン

グブーツとか合わせたらもうね ....... ＾＾

このバケハ、私黒も色違いで持ってるんですけどマ

ジで使える！し、これ被ってるだけでなかなかあた

たけぇ～～～～～～～～、なんか全身真っ黒だけど、

なんか微妙 ... みたいな時とかこれ被るとアラ不思

議、お洒落な韓国風ガール爆誕 ... ！？とまあこん

な感じで、ええ、とにかく使えるんだよ ( ブチギレ )

キルティングの生地大好きなんすけど、これなかな

か便利でめちゃくちゃ使ってる＾＾柄物とか色物着

たときに「なんか.....微妙だしまとまりないかな......」

みたいな時、これ着るだけで全体がまとまる！お洒

落さんぽくなれる！ガチで！私は持ってるものがそ

ういうのが多いからマジ助かってる ...... ただなんか

食べるときとか脱いだほうがいいよ、マジ汚れる

（※個人差があります）

H&M
フェイクファー襟付きカーディガン

1900 円くらいだった気がする

色味が最高にかわいい～～～正直この

色合いのピンクに合わんかな＾＾汗 と

か思ってたんすけど、ドピンク過ぎず、

ちょー－っとだけ深みのある感じで着や

すかった、！ピンク最近よく見かけるけ

ど、着るのは、うーーーん .....

とか考えてる子～～～これ着な～～～

GU
パフィータッチハイネックチュニック

1990 円

夏に大活躍してるお気に入りランキング TOP5 ぐ

らいには入る私の好きな服～～～！形がちょー

かわいくて思わず買っちゃったんだよネ～～～

これ着てるだけでなんかおしゃれさんぽく見え

るし、女の子らしさもある、し、着方によって

は上品な感じもでるし ........ 天才ってワケ☆

SONA
フリルリブニット T シャツ

1690 円

カップ付きだからこれ一枚でもいける！もちろ

んインナーとしてもかわいいし、これだけ着て

腕にタトゥーシールとか貼ったら、ね、夏の海

にいるギャルって感じでね、かわいいやんけ（雑）

pure bright
カップ付きリブキャミソール

999 円

H&M
モコモコバケツハット
990 円とか ....（多分）

to blossom
キルティングベスト

2000 円ぐらい
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現場で絶対に目立ちたくて買いました、下にカラー

のタートルネックとか着るとちょー－－かあいい

＾＾存在感ばっちりで現場でちゃんとレスもらい

ました～～～＾＾推しには干されたけど　合わせ

方によっては古着女子っぽくもなれるかも！かわ

いい！推しには干されたけど

SHEIN
ドロップショルダーカーディガン

1113 円

これ改めて調べて初めて「2way」だということに気づ

きました（ 2 年前に購入）これ、形も柄もドンピシャ

に可愛くて大好き、肩のとこがボリューミーなのも、

ちょっとクシュってしてんのもゲチョゲチョにかわい

～～～～＾＾インナー着てもいいし、へそ出しできて

も大人っぽいお姉さま（照）って感じになれるよお＾

＾

下に無地のタートルネックとか着てこのワンピー

スを着るだけで韓国系洒落女爆誕できます、これ

にロングブーツとか履くとサイクォーーーーーー

にかわいい＾＾あと独特な柄だから他とぜつてー

に被りたくねえから＾＾みたいな女におすすめ

ドデカ花柄がかわいくて買ったやつ！柄が派手

だけど色味は割と渋めだからめちゃ着やすい

よ！割とガーリー寄りだけど女の子らしすぎな

くて私にはちょうど良かった＾＾でもこれまじ

で静電気えげつないくらいバッッッッチバチに

なるから気をつけてな

ちょうどこの柄が流行ってた？かなんかで買ったやつ、

ミーハーなので（照）安すぎて震えた、アクセントに

もなるしマジ使える！生地は安いだけあってテロッテ

ロなんすけど、着る分には全く問題ないから全然大丈

夫＾＾でもなかなかにぴちぴちだから気を付けて！

SHEIN
タンクトップ 太極陰陽プリント

453 円 ( ！？ )

frunco
2way ジャガードカットソー

2970 円

柄とお値段に惹かれ即ポチったパンツ＾＾適当に上シ

ンプルなの着てこれ下に履いときゃいい感じになるん

よ（適当）これ、ほかにもこの柄で色違いの青とかチェッ

クとかカラーのとか展開が結構あるから見てみてにょ

＾＾あと生地がニットだから履き心地最高、寝れる

by YOUANCE
ニットフレアパンツ

999 円

H&M
ウェーブ柄ワンピース

1295 円

SHEIN
花柄ドロップショルダーニット

1987 円

ダイタイ柄のなにかないかなー－って探してた時

に出会って即購入したやつ、ワンピースなんだけ

どダボっとしたパンツとかならインしてトップス

みたいにもできるにょ＾＾鬼短いし、クッソタイ

トだから体のライン阿保みたいに見えてしまうけ

どセクスゥイー－－でかわいいよ

SHEIN
絞り染めボディコンドレス

752 円
... また言ってもいいすか .... 現場用に買いました

（そか）これ、大マジで 1 回しか着れてない（小

声）でもめちゃくちゃかわいいの！！！ the 韓国

女子って感じになれる、んだけどあのこれマジめ

ちゃくちゃにバッッッッッッツバツなのよ、二の

腕引き締められすぎて血とまるかと思った（）

SHEIN
千鳥格子ボディコンドレス

822 円
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古着の中から見つけ出した最高にかわいくて安い

私のお気に入りジャケットくん♪まじでかわいく

ない？色味がクリスマス感あるんだけど、秋冬通

して着れるしこれ 1 枚持ってるだけでマジで使

えます、下シンプルなニットとか着てこれ羽織れ

ばヤバ！お洒落さんや！ってなる、しかも値段見

て？これ見つけ出した私、ガチ天才やと思う（笑）

店員さんが来てるの見て「エッ、かわいい（照）」っ

てなって買ったやつ、割と薄手だから春夏通して

使える！色味も超かわいいんだけど、この裾の部

分がボロボロな感じ（言い方）とか、袖のダボっ

てしてるところとか、デザインがこれまたかわい

いんすよね＾＾

タートルネック大好き人間なのでカラーの全種集

めたいくらいなんですが、これ、マージで使える、

インナーで差し色に使ってもいいし、これだけで

着てもいいし、上に黒のコートとか羽織るだけで

もかわいい、めちゃくちゃ重宝してます .... ただ

値段が値段なだけあって色落ちしやすいから洗濯

マジ気を付けて

写真より色味がもうちょい明るいかも ... ！セットで

使うのはもちろん、アームウォーマー単体で使うこ

ともできちゃう優れモノなのだよ～～～色合いと言

い春とかにぴったりなんよね～～～デザインとかは

結構シンプルめだけど、アームウォーマーついてる

だけで、ほらなんか、お洒落感ある（適当）

2nd street
チェック柄ジャケット

700 円 retoro girl
クロップドカーディガン
1200... ？円ごめん忘れた

SHEIN
タートルネック

949 円

SONA
半袖ニット（ウォーマー SET）

1800 円
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これも現場用に買いました .....（またかよ）ギャルみ

たいでちょー－－－－かわいいの！存在感しかない！

人と被りたくない ...（血眼）って子はぜひ付けてみて

＾＾秋冬にぴったり！ただその辺に放置しとくと子タ

ヌキが死んでるみたいで割とビビるから気を付けて！

私の母から受けついだおさがりなんですけど、なかなかにパ

ンチがある柄でかわいすぎてさすが血がつながってるだけあ

るな ... って関心しちゃったやつ、これよく見るとね、南国の

鳥とか、チーターとかがリアルな感じでいるんですよ＾＾こ

れだけだとまあまあヤンキーみたいになるんだけどインナー

としてアクセントみたいに使っても全然あり！

これまた古着で見つけたやつ！ゼブラ柄とか大好きな

ので見つけた瞬間可愛すぎて即買いしたやつ＾＾しか

も買ってから気づいたんだけど方の部分が盛り上がっ

ててレディーガガ見たいでめちょめちょにかわいい

の、伝わる？（伝われ）

SHEIN
ふわふわ レッグウォーマー

1047 円

巷で流行ってる Y2K ファッションにちょうせんして

みたくて夏終わる寸前に買ったやつ（遅）まじテロッ

テロで本当に服ですか？って感じなんだけど見事に

Y2K 感出ました＾＾来年の夏もっと着てあげたいな

＾＾

SHEIN
ラインストーンチューブトップ

628 円

？おさがりです
南国柄シャツ

？円

2nd street
ゼブラ柄セーター

700 円

袖の部分がめちゃくちゃボリューミーでプリンセスみ

たいでかわいくない？（？）女の子らしさがあって、

しかもクロップドだからちょっと腹見せしてよりかわ

いい！しかも値段見ろ！やばい！買え！

SHEIN
クロップドブラウス

918 円
この時どおー－してもパイソン柄のパンツが欲しくて

買ったやつ、まーーじでいかつくなるので近寄りがたさ

ナンバーワンみたいなことになるんだけど生地も結構ダ

ル着に近いからちょっとそこまで＾＾とかぐらいの時に

意外と使える、友達に地元のヤンキーみたいって言われ

たうるせえよ

H&M
パイソン柄パンツ

900 円

SHEIN
ヒョウ柄ラップトップス

473 円

ヒョウ柄がかわいすぎてご購入致したやつ～～

これも腹見せで着るやつなんだけど、GAL ～になれ

てめちゃくちゃかわいいんだぜえ～～～＾＾結構胸元

開くから注意しな（小声）あとこれ買うときは一緒に

クロップドのキャミ買っとくといいかもお～～～＾＾
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