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仕分けがしやすいダブルファスナー式の
ハンドバッグ。きれい見えするフォーマル
な形は、旬カラーの赤でトレンド感もまと
って。ショルダーストラップを付ければカ
ジュアル仕様に。バッグ￥26,000＋税　
ウォレット￥13,000＋税　カードケース
￥6,500＋税　ボールペン￥2,000＋税

知的な印象のベージュレザーにピラミッド型スタ
ッズをあしらったトート。辛口なアレンジがワーク
スタイルをスタイリッシュに導く。内側にはポケッ
トも備え、機能性も頼もしい。バッグ￥24,000＋
税　IDケース￥5,500＋税　ウォレット￥12,000
＋税　カードケース￥5,500＋税　iPhoneケース
￥6,500＋税　メガネケース￥4,800＋税

新たな季節、まず迎え入れたいのは旬顔の
バッグ。今シーズンはスタイリッシュなレザー
と優しいナチュラル系素材がおすすめ！

春コーデに加えたい！新作バッグ

きちんと感のあるレザーはお仕事スタイルにはもちろん、きれいめ
カジュアルにもマッチ。凛とした大人のスタイルを叶えてくれる。

Spring Bag Collection

Stylish Leather
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赤のペイズリー刺繍を効かせたカゴバッグ。
大胆なデザインが、シンプルな装いのスパイ
スになる。バッグ￥20,000＋税（４月上旬
入荷予定）　ストール￥7,000＋税　日傘
￥4,000＋税（4月上旬入荷予定）　

レタード刺繍にギンガムチェックのカバー、そしてラ
フィアのポンポンと、ブラックを遊び心いっぱいに。
バッグ￥15,000＋税（４月上旬入荷予定）　メガネ
ケース￥3,500＋税　サングラス￥4,800＋税（３月
中旬入荷予定）　ネックレス￥7,900＋税（取扱い店
舗限定）　ハット￥6,500＋税（２月下旬入荷予定）　

ナチュラルな素材感が春夏のコーディネイトにぴっ
たり。遊びの効いたデザインからシックな色まで、
バリエも豊富。スタイルに合わせてチョイスして。

Natural Fabric
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（左）イタリアンレザーを使用した「Moronero（モロネロ）」のバッグは、クラシックな形を色とディテールでモダンにアップデート。￥22,000＋税 
（右）柔らかなホースレザーのメッシュ地。軽くて心地よい手触りに加え、ファスナー付きで安心。￥28,000＋税

（左）サークル編みと絶妙なグリーンがオリエンタルな雰囲気。￥5,900＋税　（中）色とハンドルの柄使いが印象的なラフィアトート。
￥8,000＋税（２月下旬入荷予定／取扱い店舗限定）　（右）小ぶりなサイズ感で女性らしいコーディネイトに仕上がる。￥6,800＋税

（左）滑らかな素材とミニマルなデザインが高級感を演出。￥9,500＋税　（中）軽やかなバイカラー配色が季節にマッチ。￥14,500＋税
（右）ドットのカットワークが楽しい、トレンドのバケツ型バッグ。￥12,000＋税（取扱い店舗限定）

（左）軽やかなメッシュトートは、編み地の切り替えがアクセント。￥8,500＋税　（中）ややハリのある素材できちんと感高め。
ハンドルのフリンジをポイントに。￥11,000＋税　（右）ランダムに配されたビーズがコーデを華やかにする。￥18,000＋税（４月上旬入荷予定）

Stylish Leather Natural Fabric
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Enjoy 
Happy Motifs！

01_バッグにも掛けられるチェーン付きメガネケース。内側にはメガネ拭きやカードが入るポケッ
トも。メガネケース各￥4,800＋税　02_とぼけた表情がたまらない「ファニーフェイス」シリーズ
の iPhoneケース。着脱可能なストラップ付き。iPhoneケース￥3,600＋税　03_がま口式のミ
ニポーチは、好みの顔を選んで。ポーチ各￥3,900＋税　04_ニット編みのチェーン付き巾着は、
まるでぬいぐるみのような佇まい。ポーチ￥3,600＋税　05_美味しそうなフルーツをがま口ポー
チに。チャーム感覚で付けられるミニサイズ。ミニポーチ各￥3,600＋税（４月上旬入荷予定）

01_ストレッチスリッパに可愛いイチゴやさくらんぼをオン。愛嬌のあるフルーツがダイエ
ットを楽しくしてくれる。スリッパ各￥2,200＋税（４月中旬入荷予定）　02_両面に春ら
しい４つの柄を配置。３つに分かれているから収納もしやすい。ポーチ￥2,900＋税　
03_お花のレースをPVCでコーティングして、甘くも爽やかな印象に。バニティポーチ￥
2,900＋税　04_好きな香りを持ち歩けるロールオンタイプのアトマイザー。ハートや星
をちりばめてさりげなくポップに。アトマイザー各￥3,000＋税　05_トロピカルな花柄を
大人っぽくアレンジ。マチが広くたっぷり収納できる。コスメポーチ￥2,500＋税

ファニーなデザインや、季 節ならではのトロ
ピカルなモチーフ。毎日のお出かけは、心
を盛り上げてくれるポップな小物と一緒に。

可愛いモチーフ小物で気分をアップ
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Make Me Relax

Grozi：（左）温かみのあるフォルムと美しい編み目は使うほどに風合い豊かに。リネンのインバッグ付き。バスケット￥15,500＋税　（右）柳のバスケットにヌメ革のハンドルをセット
した、経年変化が楽しめる1点。リネントート付き。バスケット￥24,000＋税　Viikko：鮮やかな縁どりが効いたデザイン。ポーチ￥1,800＋税　Matka：（左）吸水性や速乾性にも
優れたコットンリネン。ハンカチ￥1,800＋税　（右）仕切りポケット付きで、ペンのほか化粧ブラシなどの収納にもグッド。ロールペンケース￥3,800＋税（すべて取扱い店舗限定）

Mezzo :（左）「エッグ」という名の通り、卵型の形がスタイリングに個性を添える。ステッチが生きるレザーストラップもポイント。バッグ￥16,000＋税　（中）クラシッ
クな印象のトップオープン型。サイドのメッシュ使いにバリらしい雰囲気を感じる。ショルダーストラップ付きで２WAYで楽しめるのも嬉しい。バッグ￥16,000＋税　
（右）三日月型のミニバッグは女性らしいムード。ちょっとした外出にちょうどいいサイズ。バッグ￥14,000＋税（すべて４月中旬入荷予定／取扱い店舗限定）

触れるたびに心地よさを感じる、上質な天然素材。この春はクラフト感溢れるバッグやリネン
小物を是非コーデに取り入れてみて。レイジースーザンおすすめのブランドアイテムをご紹介。

心が和む、天然素材の魅力

「グロッジ」はラトビア発のバスケッ
トブランド。自社で育てた原料を
用い、熟練の職人がひとつひとつ
編み上げるバスケットは素材の表
情と丁寧な手仕事が味わえます。　

Grozi

ベルギーリネンの天然の色合いが魅力の「ヴィーッコ」（左）、独自の製法により使
いはじめから麻の柔らかな風合いを感じられる「マトカ」（中・右）はソーイング
アーティスト「Nutel（ヌーテル）」の渡邊笑理さんが描く動物たちにも癒されます。

Viikko Matka

天然素材にこだわる「メゾ」は、バリ島
の職人によるハンドメイドのバッグブラ
ンド。レトロでクラシカルな雰囲気がコ
ーディネイトを優しく仕上げてくれそう。

Mezzo
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STOLE

日焼けや冷房対策に幅広く重宝。
（右上から時計回りに）星柄をパステ
ルカラーで優しい印象に。ストール
￥9,000＋税 ネイビーとスパンコール
の縁どりがポイント。夏も涼しい麻素
材。ストール￥9,000＋税 鮮やかな
ギンガムチェックが印象的。アウター
代わりにも使える大判タイプ。ストー
ル￥24,000＋税（取扱い店舗限定）

HAND FAN

甘いレースモチーフをビビッドカラーでポ
ップに仕上げた扇子。洋服にはもちろん、
浴衣に合わせてもモダンに決まる。扇子
各￥2,200＋税（４月中旬入荷予定）

初夏や梅雨時期の必需品を今からチェック！ 機能性もルックスも抜群のアイテムが、外出を快適かつおしゃれに彩ってくれる。

初夏のマストアイテムを先どり

Check It Out!

UMBRELLA

梅雨から真夏まで、晴雨兼用の傘は手放せない
存在。（左）バンブーハンドルに黒のダンガリー地
を組み合わせた落ち着いた佇まい。傘￥4,500
＋税（３月中旬入荷予定）（右）雨の日を爽やかに
してくれそうなストライプ。ツヤのある大人っぽい
素材感。傘￥9,800＋税（３月下旬入荷予定）

SUNGLASSES

ブランド名「サラギーナ（イワシの一種を意味するイタリ
ア語）」にちなんだ缶詰のようなケースがユニーク。軽い
着け心地と形状記憶による丈夫さ、さらに紫外線カット
効果も半永久的に持続と機能性もお墨付き。（左）清涼
感いっぱいのクリアフレーム。サングラス￥14,000＋税　
（右）肌なじみのいいベージュ。サングラス￥13,000＋税
（ともに３月中旬入荷予定／取扱い店舗限定）

SHOES

雨の日も安心して履ける素材のバレ
エシューズ。女性らしい色合いも気
分を明るくしてくれそう。ポーチ付き
で旅行にもぴったり。黒を含む全３
色展開。レインシューズ各￥8,900
＋税（３月上旬入荷予定）
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https://www.lazysusan.co.jp/lineat2018/

コミュニケーションアプリ「LINE@」
のレイジースーザン公式アカウント
を15店舗で開設しています。イベ
ントをはじめ、お得な情報をお知ら
せします。

各店舗のQRコードはこちらから

＠ lazysusan_official

レイジースーザンの Instagram公
式アカウントを開設しました。新
商品やイベントなどの最新情報、ア
イテムの魅力やポイントもたくさん
ご紹介していきます。

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・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・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

（左）サークルのメッシュ編み
が涼しげなトートバッグ。さり
げないフリンジ使いもポイン
ト。￥5,900＋税（限定カラー）  
（中）人気のバンブーハンドル
と、爽やかなアイボリーの組み
合わせ。自立するデザインは
お仕事バッグとしてもぴったり。
￥9,500＋税  （右）スムースレ
ザーとメッシュをコンビ使い。
２WAYで持てるのも嬉しい。
￥25,000＋税（限定カラー）

オンラインショッピングでしか手に入らない
３アイテムをご紹介。どれも春らしい色や
素材感が生きたデザインです。

オンラインショッピング限定バッグが登場

友だち募集中！ はじめました！

CHECK!

CHECK!
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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
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

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
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

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.16  2019 SPRING

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


