
1996 年 11 月
1997 年 P-Labia 発売！
P-Labia 制作を機に、本格的なラブピースクラブ
ショップをスタートしました。

1998 年「女祭り」スタート
ラブピースクラブイベント「女祭り」スタート！毎年１回 100 人限定のウーマ
ンオンリーイベントを表参道ラスチカスや代官山のライブハウスなので行って
きました。

2021 年

LOVE PIECE CLUB 25周年

何の仕事してるの？と聞かれると、バイブを売ってる
けど何か！？　とけんか腰だった 20 代の自分を思い
出します。たくさんの女性と出会ってきました。女性
が性を語るとは、荒野で裸にされ石を投げられるよう
なもの・・・という気分から、少しずつ光がみえてき
ました（よね！？）。それは女性たちの一声一声の力
だと思います。そんなシスターフッドの重み、美しさ
を十分に味わった 25 年間でした。25 年を迎えさせて
くださりありがとうございました。これからも女性た
ちの声と一緒に歩いていきたいです。北原みのり

ラブピースクラブ
ラフォーレ原宿OPEN!

東京・ラフォーレ原宿 B0.5F に常設の店
舗をオープンしました。女の子から大人
の女性まで、私たちのからだと心に向き
合うためのグッズを紹介しています。

2019 年

サロン「OLIVE」
リニューアルオープン

25 年間ずっと、女性たちの
声を聞きながら一緒に歩いてきました

ブラジリアンワックスサロン「OLIVE」
リニューアルオープン

「MOOND by LPC」
大丸梅田にオープン
大丸梅田にラブピースクラブプロデュースの
ショップがオープン！MOOND by LPC は、全
ての世代の女性がセクシュアルライフを自由に
楽しむためのフェムテック専門店です。

ラブピースクラブ誕生！
ラブピースクラブはフェミニズムの視点で新しい性表現を
つくりたいという思いからスタートしました。96年 11
月に伝説的クラブＭＩＬＫで、ジェンダーに囚わ
れない、自由なセクシュアリティを！と様々
なアーティストたちと共にパーティーを
はじめたのが最初の一歩です。女性が
敬意を払われ、安心して自由に性
を楽しめる場をつくりたかった
のです。

ajuma books設立！

フェミニストの視点で様々な国の女性た
ちと繋がりながら「私たちの物語」を紡
ぐ出版社を設立しました！

SPEAK OUT!
by LOVE PIECE CLUB  2021.07&08  vol.21

女性だけで運営する女性のためのセックストーイショップ「LOVE PIECE CLUB」と併設するエステサロン「OLIVE」がお届けするフリーペーパー「SPEAK OUT!」（スピークアウト！）

今月のクーポン

L O V E  P I E C E  C L U B
C O U P O N

8 9 4 2 3 6 7
ご注文時、問い合わせ欄に番号をお書きください。
ローションピローをプレゼントしております！

有効期限：2021年10月末日まで

I N FOMA T ION

Campaign & Event

サロンOLIVE
公式LINEアカウントは
こちらのQRコードから

「友だち追加」してくださいね！

OLIVE
ブラジリアンワックス専門サロン オリーヴ

東京都文京区本郷 7-2-2-2F
www.olive-love.com

月～金

土

11時～ 16時
（※第２. 第４金のみ ～ 20時まで）

10時～ 18時 (第1.第3のみ)
定休日 日曜日

LINE公式アカウント

OLIVE のワックス脱毛は毛を抜くだ
けではなく、角質もとり除いてお肌本来
の透明感やふっくら感を取り戻します。
夏本番！ご要望の多かったキャンペーンがカム
バック！VIOと一緒にフェイシャルに特化した
割引をご用意致しました。

VIOワックス 50分/￥8,800

60分 /￥9,900VIO ワックス
＋保湿パック

60分/￥11,000フェイス全体ワックス
（パック付き）

15分/￥2,200脇の下ワックス

＊メニューの一部です。初回は 1 メニュー
10％OFF!

VIO+保湿パック+フェイシャルワックス
¥20,900 → キャンペーン価格¥19,500

キャンペーンは他にもまだまだありますので、
サイトを確認してくださいね！また、吸水
ショーツのムーンパンツの購入もできますよ！
この夏OLIVEでVIOをツルツルピカピカに！

VIO+保湿パック+フェイシャルホワイトニング
¥15,400→キャンペーン価格¥14,000

【7月キャンペーン】

キャンペーンとイベントのお知らせ

Cum Together セット
通常価格 ￥29,480  

25%OFF ▶￥22,110（税込）

スペインの
ベストセラーディルドと
当事者たちのアイデア商品

「Bumper」が
ハーネス、ローションと
セットになりました

8月12日は「バイブの日」！
Sisterhood キャンペーンを開催します
トーイ5%OFF＆売り上げの5%をDV被害者支援団体に寄付します

8 月 12 日のバイブの日にちなみ、対象商品を５％オフ、そしてその売り上げの５％
を DV 被害者支援団体に寄付いたします。キャンペーン対象商品は 8 月 2 日にサ
イトで公開しますので、チェックしてくださいね！！

あの人気イベント開催決定！
「おんな祭り 2021」
ラブピの夏！と言えば、「おんな祭り」！
1998年から続く笑いあり、涙ありのウー
マンオンリーイベントです。今年は 25
周年ということで、これまでの歴史を
振り返りつつ、私たちが自由に生きる
ためのヒントを探します。翻訳家でラ
ブピのコラムでもおなじみ、相川千尋
さんと北原みのりがラフォーレ原宿店
よりオンラインLIVEでお届けします！

2021年8月27日 20時30分～　オンライン開催。詳細は後日サイトでお知らせします。

First Base セット
通常価格 ￥19,800

25%OFF ▶￥14,850（税込）

感度の高まるニップルクリーム、
舐めて美味しいジェルと、

指にはめて使うトーイのビギナーズセット

Most Chosen セット
通常価格 ￥30,800 

25%OFF ▶￥23,100（税込）

ベストセラー「ヨークハーネス」と
カナダ発のディルドメーカー「Fuze」、
トーイローションが入っています

当事者のスタッフたちが選びました！
25 周年を迎えたラブピースクラブ。始まった当初から
LGBTQ+ コミュニティからセクシュアルウェルネスの相
談が多く、イベントを企画したり商品を選んできました。
困難な時代が続いていますが、私たちは差別と偏見のな
い社会を目指しています。そして25年間のコミュニティ
と共に歩んで来られたことを誇りに思います。
2021 年の上半期、特に人気だったハーネス＆ディル
ドのセットや、挿入しないトーイのセットをご用意
しました。
自分を肯定して、プレジャーたくさん楽しみま
しょう！

5%
OFF

ラブピで
対象商品を購入
（5%OFFの価格で
購入できます）

5%
寄付

売り上げの 5%を
DV被害者
支援団体に
寄付できます

2021年
ラブピ上半期
ベストセラー

アイテムをセットに
しました！

2021.07.16 pm3 ~ 08.31 pm3



LOVE PIECE CLUB 25anniversary.

ラブピの夏がやってきました！毎年恒例のサマーセールです
が、今年創立２５周年を迎えたラブピースクラブは、感謝をこ
めて、人気アイテムを周年と同じ数字で２５％オフに！！ひと
りの時間もパートナーとの時間も今まで以上に楽しんでくださ
いね！5 つの人気カテゴリーに分けたアイテムをこの機会に
ゲットして、素晴らしい夏をお過ごしください。

2021.07.16 pm3 - 08.31 pm3

吸引
トーイ

クリトリス
プレジャー

インナー
プレジャー

装着カップル
トーイ

MAX
25%
OFF

ブレンド
プレジャー

サマーセール
セット

❸Eva2 エヴァ 2
通常価格 ￥24,200  25%OFF ▶￥18,150（税込）

❷FUN FACTORY NŌS(ヌーサ)
通常価格 ￥14,300  25%OFF ▶￥10,725（税込）

❶LELO TIANI 3 (ティアニ3)
通常価格 ￥24,200  25%OFF ▶￥18,150（税込）

❶【LORA DICARLO】OSÉ2
通常価格 ￥41,580  25%OFF ▶￥31,185（税込）
❷LELO SORAYA WAVE(ソラヤ ウェーブ)
通常価格 ￥35,200  25%OFF ▶￥26,400（税込）
❸BI STRONIC FUSION
通常価格 ￥27,500  25%OFF ▶￥20,625（税込）

❹【Womanizer】ウーマナイザー・プレミアムエコ
通常価格 ￥27,500 25%OFF ▶￥20,625（税込）

❸【LORA DICARLO】BACI
通常価格 ￥24,640  25%OFF ▶￥18,480（税込）

❷Aer(エアー)
通常価格 ￥16,500  25%OFF ▶￥12,375（税込）

❶LELO SILA(シーラ)
通常価格 ￥24,200  25%OFF ▶￥18,150（税込）

❸LELO ORA3(オーラ3)
通常価格 ￥24,200  25%OFF ▶￥18,150（税込）

❷Kip(キップ)
通常価格 ￥14,850  25%OFF ▶￥11,138（税込）

❸FUN FACTORY SUNDAZE(サンデイズ)
通常価格 ￥22,000  25%OFF ▶￥16,500（税込）

❶【LORA DICARLO】ONDA
通常価格 ￥27,280  25%OFF ▶￥20,460（税込）
❷ZALO QUEEN(クィーン)
通常価格 ￥19,800  25%OFF ▶￥14,850（税込）

❶

❷
❸

❸
❷

❶

❸

❶【Le Wand】Deux ドゥ
通常価格 ￥23,650  25%OFF ▶￥17,738（税込）

❷

❶

❶

❷

❸
❶ ❷

❸

❹

Dame　Gスポットセット
通常価格 ￥25,740  25%OFF ▶￥19,305（税込）

内側にも外側にも届く、新しい形の
多目的トーイ「ARC（アーク）」が

セットになりました！
Lora Dicarlo　クリトリスセット
通常価格 ￥28,380  25%OFF ▶￥21,285（税込）

二つのボールがクルクルと回転！
手のひらサイズの「FILARE」とジェル、

クリーナーのセット

ムーンパンツ 腟トレセット
通常価格 ￥13,420  25%OFF ▶￥10,065（税込）

人気の吸水パンツと腟トレ、
デリケートゾーンアイテムが
セットになりました！

セクシャルヘルス elvie セット
通常価格 ￥35,420  25%OFF ▶￥26,565（税込）

メディアで話題沸騰！
英国発のフェムテック。elvie は
アプリ連動型の新しい腟トレです

セクシャルヘルス サニタリーセット
通常価格 ￥12,100  25%OFF ▶￥9,075（税込）

毎月の生活習慣から
エコに変えてみませんか？

人気のサニタリーアイテムセット

対象商品をご購入のお客様に「LELO マッサージキャンドル」と
ローションピロー１枚をプレゼント！
※ローションの種類はランダムです Present


