
M
AKE EVERYDAY

COLORFUL
vol.15

2018 WINTER



 JEWELRY BOX お気に入りのジュエリーを素敵にストックできる
ジュエリーボックス。インテリアとしても映える
デザインが毎日のおしゃれを楽しくしてくれる。

収納力抜群のサイズ感にミラーも備
わって実用性も申し分なし。上段には
お気に入りのアイテムをコーディネイトし
て。ジュエリーボックス￥24,000＋税

繊細な花のカットは、お部屋のオブジェとしても活
躍。中のフックも高級感のある仕上がり。ジュエ
リーボックス（左）￥5,500＋税　（右）￥8,000＋税

バイカラーのボックスに、クリスタル入りのリング
をあしらった上品な佇まい。ジュエリーボックス
（左）￥12,000＋税　（右）￥18,000＋税

Happy Holidays!!
GIFT COLLECTION
欲しい、あげたい、ときめきのギフト
心がはずむクリスマスシーズン。1年の締めくくりに、
家族や友人、そして自分に、とっておきのギフトを贈り
たい。そんな気持ちを叶えるアイテムを用意しました。
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01_機能をコンパクトに詰め込んだ二つ折り財布は、ミニバッグとも好相性。
￥11,000＋税（11月中旬入荷予定）　02_V字のメタルパーツがポイント。
お札や小銭を簡単に収納できる新機能ポケットを搭載。￥14,000＋税　03_
可愛いがま口付き財布を、メタリックカラーで洗練。￥10,000＋税（11月中旬
入荷予定）　04_シンプルながら印象的なスターが輝く。柔らかな手触りもポイ
ント。￥14,000＋税（11月中旬入荷予定）　05_メタルの光沢やタッセルの高
級感に加え、コンパクトさも魅力の二つ折りタイプ。￥11,000＋税　06_パイソン

風の型押しやフラップ使い、さらに薄型のフォルムでスタイリッシュに。￥14,000
＋税（11月中旬入荷予定）　07_小ぶりながら存在感抜群のゴールドメッシュ。
バッグの中でもしっかり目立ちそう。￥9,000＋税　08_メッシュをアクセントに
配した大人顔のデザイン。￥15,000＋税　09_バブルのステッチがキュート。
ストラップ付きでミニショルダーとしても使える。￥15,000＋税（11月中旬入荷
予定）　10_鮮やかなイエローが気分を元気にしてくれる。カードもコインもたっ
ぷり収納。ショルダーストラップ付き。￥13,000＋税（12月上旬入荷予定）

BAG & WALLET 毎日に欠かせないバッグやお財布も、この季節にアップデート。お気
に入りのデザインを身につければ、気持ちも一気にリフレッシュしそう。

ホースレザーのメッシュが主役の新シリーズ。きち
んと見えするボストンバッグに、飽きのこないトート。
薄型のロングウォレットも合わせて持ちたくなる。
（左）ボストンバッグ￥23,000＋税　（中央）ウォレッ
ト￥13,000＋税　（右）トートバッグ￥37,000＋税
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（左から）マッサージキャンドル 各￥1,800＋
税　バスソルト￥2,000＋税　ディフューザー
￥3,800＋税　ボディーバター￥2,800＋税
（すべて取扱い店舗限定）

エレガントさで人気の「Noritake」のフォトフ
レーム。洗練されたアクリルやステンレスの表
情が主役。（上から）フレーム￥5,000＋税　フ
レーム￥4,000＋税（ともに取扱い店舗限定）

インパクト抜群のラメリップは、見ているだけで
楽しくなる。（上から）メガネケース￥3,500＋
税　ポーチ￥3,500＋税　ミラー￥2,500＋税
（すべて11月下旬入荷予定）

厚地のもこもこした素材に加え、キュートなひ
つじ柄で見た目にもあたたか。冷えが気にな
る季節に頼もしいルームソックス。ソックス 各
￥2,800＋税（ともに取扱い店舗限定）

おしゃれと実用性を両立できる防寒小物。シ
ックなファーのイヤーマフと、手首を上品に彩る
ファー付きグローブ。イヤーマフ￥3,500＋税　
レザーグローブ￥14,000＋税

コンパクトな２段式ジュエリーボックスは、大
胆なレッドと繊細なホワイトの２色展開。キラ
キラ輝くハートに心がときめく。ジュエリーボッ
クス 各￥2,800＋税

いくつでも欲しい小さな収納アイテム。上質な
レザーバッグとレディなモチーフが光るポーチ。
（上から）バッグ￥4,900＋税　ポーチ￥3,000
＋税　ティッシュポーチ￥2,000＋税

PETIT GIFT
贈り物は、相手のことを想って選ぶ時間も
楽しい。可愛くて実用性にも優れた、プレ
ゼントにおすすめのアイテムを集めました。

日本初上陸の「KLINTÁ（クリンタ）」は、人と環境に優しいもの作り
を続けるスウェーデン発のブランド。溶けたロウをマッサージオイル
として使えるキャンドルは、いま注目を集めている新たなスキンケア
アイテムです。心地よいタッチと癒される香りは、自分用にもギフト
にもぴったり。バスソルトやディフューザーなどもご用意しています。

Recommend!
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ENJOY HOLIDAYS!

01_３WAYで持てるバッグポーチは元気なイエローとスターがポイント。￥5,600＋税　02_グリッターピンクが可愛いジュエリーケース。
中はしっかり巾着式。￥2,500＋税　03_シンプルなフォルムに、さりげない星が輝くジュエリーボックス。￥4,500＋税　04_クール
な黒に、星モチーフがポップさをプラス。広めのマチが嬉しい。￥2,500＋税　05_透明感のあるシルバースター。外ポケットが仕分けに
も便利。￥2,500＋税　06_贅沢なビジューが眩しいミニケース。各￥2,000＋税　07_流れ星を思わせるタッセル使いに注目。￥3,000
＋税　08_イタリア発「ロラーディマッジョ」のバッグ。上質なレザーに、星の型押しがキラリ。￥18,000＋税（11月中旬入荷予定）

01_オルゴールを備えたスノードーム。ゴールドの街並に雪が舞う風景と「We Wish You A Merry Christmas」の音楽で冬を味わって。
￥4,300＋税　02_繊細な輝きを表現した「トゥインクル」シリーズのベアラウンジセット。グラスと小皿、それぞれにきらめきが。￥3,000＋
税（取扱い店舗限定）　03_「トゥインクル」柄を３つの色にのせたプレートセット。ホリデーシーズンの雰囲気を食卓でも満喫できる。
￥3,000＋税（取扱い店舗限定）　04_ヨガのポーズに挑戦するユーモラスなミニサンタ。思わず笑顔がこぼれそう。各￥840＋税　05_
白いクリスマスの世界を閉じ込めたオーナメント。LEDライト搭載で、優しい光が空間を彩ってくれる。（左）￥1,400＋税　（右）￥800＋税

ホリデー気分を
高める小物たち

季節にちなんだモチーフが、クリスマス気分
をいっそう盛り上げる。パーティの場には
もちろん、マイルームの華としてもぴったり。

CATCH A STAR!

旬のスターアイテム
ポップな存在感は眺めているだけで元気に
なれそう。人気の星モチーフは、バッグから
雑貨まで、さまざまなアイテムで展開中。

01 02

03
01

02

03

05

04

08

07

05

04

06

8 9 



LIMITED JEWELRY BOX

NOVELTY CAMPAIGN

バニティバッグのような人気シリーズのジュエリーボックスが
オンラインショッピング限定の装いで登場。ラウンド型の女性
らしいフォルムはそのままに上品な色使いと表情を。ハンドル
には可愛いらしいフラワーチャームをあしらいました。

期間中、¥20,000+税以上のお買上げで、ふわもこルームシュー
ズをプレゼントいたします。色はピンク、ベージュ、グレーから
お選びいただけます。（※それぞれなくなり次第終了）

ライトグリーン（W15×D14×H11.8cm）￥6,000＋税

オンラインショッピング限定ジュエリーボックス

ノベルティキャンペーン
2018年 11月15日（木）～ 12月25日（火）

ポイント

利用方法

有効期限

入会

基本ポイント

ダブルポイントデー

バースデーポイント

MEMBER'S CARD
年会費、入会金無料！

もっと楽しく！もっとお得にショッピング！ メンバーズカードにご加入しませんか？

ポイントサービス実施店

右記店舗でもご利用いただけます

メンバー限定のお得情報やクーポンも、
随時メールマガジンにてお届けいたします。

レイジースーザン／新宿ミロード店・東京ドームシティ ラクーア店・アトレ上野店・大丸東京店・ルミネ池袋店・
西武池袋本店・イクスピアリ店・京急百貨店・ららぽーと横浜店・大船ルミネウィング店・札幌パセオ店・
仙台アエル店・阪神梅田本店・近鉄あべのハルカス店・大丸福岡天神店・小倉井筒屋店・黒崎井筒屋店・鶴屋百貨店

インタッチ／名古屋・二子玉川

※ポイントサービス実施店以外の店舗では各店ごとのスタンプカードサービスを実施。
　￥5,000（税別）お買上げごとに1スタンプ。４スタンプ貯まると￥1,000のサービスチケットとしてご利用いただけます。

レイジースーザン・ポイントサービス実施店にて、その場でメンバーズカードを発行します。
年会費、入会費は無料！

レイジースーザン・ポイントサービス実施店にて、
￥1,000（税別）毎に、50ポイントが貯まります。

累計ポイントが 500ポイントに達すると、500ポイント毎に￥500の割引きとして、
次回以降レイジースーザン・ポイントサービス実施店でのお買物の際にご利用いただけます。

ポイントは、最終ご利用日から1年間。

【メンバー特典】
◯新規メンバー登録で、￥500分のクーポンをプレゼント。
◯￥5,000＋税以上のお買上げで送料無料。
◯ご注文金額の5％がポイントで貯まります。
◯1ポイント1円として次回のお買物でご利用できます。

[ ONLINE SHOPPING ]

https://shop.lazysusan.co.jp

[ Twitter ]

@ LAZYSUSANOnline

HOW TO JOIN

1回のお買上げ金額￥1,000（税別）毎に50ポイント付与

毎週水曜日は、￥10,000（税別）以上お買上げいただくとポイントが2倍
※実施日が異なる店舗があります。

お誕生月の1か月は、何度お買上げいただいた場合でもポイントが2倍

POINT SERVICE

  公式通販サイト 
  「オンラインショッピング」

POINT

INFORMATION
この冬のスペシャルイベントやおすすめアイテムをご紹介します。

NEW YEAR’S LUCKY BAGS

毎年恒例、新春福袋のご予約を承ります。コースは¥10,000、
¥20,000、¥30,000（本体価格）の３種類。バッグ、お財布、スト
ールなどの素敵なファッション小物が詰まっています。¥20,000
以上の福袋にはダイヤ付きネックレスがもれなく入ります。

店頭予約開始　2018年12月1日（土）～
※オンラインショッピングは12月4日（火）15：00～

2019年 新春福袋ご予約受付

※店舗により取扱いが異なります。 ※商品のお受け取りは各店初売り開始以降です。 ※予約対象外店舗がございます。詳しくは各店舗にお問い合わせ下さい。
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発行：株式会社レイジースーザン  住所：東京都千代田区丸の内3-3-1  新東京ビル8階  TEL：03-3214-1165

※取扱商品は店舗によって異なります。

新宿ミロード店
東京ドームシティ ラクーア店
アトレ上野店
大丸東京店
ルミネ池袋店
西武池袋本店
イクスピアリ店
京急百貨店
ららぽーと横浜店
大船ルミネウィング店
札幌パセオ店

03-3349-5629

03-3868-7031

03-5826-5747

03-5252-3874

03-3982-1810

03-3986-1551

047-305-5719

045-848-7198

045-414-1716

0467-48-5071

011-213-5135

仙台アエル店
弘前中三店
星ヶ丘三越店
阪神梅田本店
近鉄あべのハルカス店
広島三越店
大丸福岡天神店
小倉井筒屋店
黒崎井筒屋店
鶴屋百貨店

022-723-8034

（代）0172-34-3131

  052-782-8171

06-6345-2657

06-6625-2612

082-249-3411

092-713-7136

093-522-3908

093-643-5358

096-322-7110

SHOP LIST

NEW MAGAZINE from LAZY SUSAN

COLORFUL

色あざやかな、華やかな、いきいきした、多彩な…。

カラーパレットのような色彩豊かなシーズンを

たくさんの「たのしさや、あたたかさ」に満ちあふれた毎日に。

生活をカラフルに彩るお手伝いをしたいという想いをこめて。

カラフル

COLORFUL
 vol.15  2018 WINTER

photographs _TAKASHI NISHIZAWA

                      ［DOUBLEONE］   

styling _ KAZUMI YASUTAKE［kili Office］

design _TOMOKO YANO   

editing _ MAKI SEKINE［The VOICE］

[ LAZY SUSAN HP ]

https://www.lazysusan.co.jp

[ ONLINE SHOPPING ]

https://shop.lazysusan.co.jp

[ Facebook ]  facebook.com/LSpress

[ Twitter ]  @ LAZYSUSANpress

[ Instagram ]   @ lazysusan_official


