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MASTERPIECE
in Autumn

秋一番の注目株、アニマル柄は
レオパードとパイソンをセレクト

太陽の季節が終わり、コーディネイトが落ち着いた色合いに移ろいゆく秋。
シックなカラーリングのスタイルには、気分を少し高めてくれる
大人のアクセントが必要。そんなコーディネイトのパートナーに
今季選びたいのはアニマル柄。さまざまな柄があるなかで、
やっぱり外せないのは、レディライクなレオパードと、
シャープな表情を浮かべるパイソンのふたつ。

そこに感じるのは、エレガントで洗練された遊び心。
ファッションに華やかさと躍動感を加えて、秋を思う存分楽しみたい。

バッグ ￥17,000＋税
（9月1日～発売開始）
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Which do you want?
アニマル柄のなかでも人気が高いレオパードとパイソンを、
この秋は幅広いアイテムで展開。バッグはもちろん、ウォレット
や傘などバラエティに富んだラインナップでお届け。

今季のアクセントはアニマル柄が旬 !

大胆なレオパード使いが見た目にも華やかなバッグは、フェミニ
ンでありながら、どこか中性的な印象。バッグに結んだり、首
元や手首に巻いたり、アレンジのきくスカーフもぜひ一枚。バッグ
（左） ￥28,000＋税 （右）￥20,000＋税 スカーフ ￥2,900＋税

インパクトの強いレオパードも、モノトーンならさりげなく。収納力の高いウォレッ
トや肌触りのいいストールなど、バリエーションも豊か。愛らしいチャームはご愛
敬。チャーム ￥7,800＋税 傘 ￥3,500＋税 ポーチ ￥3,200＋税 ショートウォ
レット ￥12,000＋税 ロングウォレット ￥16,000＋税 ストール ￥10,000＋税

エレガントな雰囲気を生み出すレオパード柄。
王道のブラウンベースと、スタイリッシュな
グレーベース、選ぶカラーで表情が変化。

Leopard
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異素材MIXが独特な雰囲気を醸し出すバッグと、光沢感を放つウォ
レット。パイソンのシャープな魅力をプレイフルに表現。バッグ（左） 
￥23,000＋税 （右）￥17,000＋税（ともに9月1日～発売開始／オ
ンラインショッピング先行発売中） ロングウォレット 各￥13,000＋税

パイソンの強さをおさえて、女性らしさを引き立てる淡いカラーリング。
くたっとした素材感が体にフィットするトートなど、品のあるデザインはデ
イリー使いにぴったり。バッグ（左）￥23,000＋税 （右）￥9,000＋税 
カード＆パスケース ￥6,500＋税 ショートウォレット ￥10,000＋税

リュクスでシャープな印象をもたらすパイソン
柄は、凛としていて知的な雰囲気。ひとつあ
るだけでコーディネイトをワンランク格上げ。

Python
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9月サファイア／ピアス ￥24,000＋税 ネックレス （左）￥26,000＋税 
（右）￥18,000＋税（すべて取扱い店舗限定）
10月オパール／ピンキーリング ￥17,000＋税 ピアス ￥28,000＋税
（ともに9月中旬入荷予定／取扱い店舗限定） パワーストーンとして一番身近な存在の誕

生石には、持つ人に幸せをもたらすという言
い伝えが。バースデープレゼントにも最適。

My Birthday Stone

身に着けると幸運を呼び寄せるといわれる星
座のピアス。ダイヤがちりばめれたラッキー
モチーフを、アシンメトリーで楽しみたい。

The Power of Jewelry
指先や顔周りに可憐なニュアンスとほどよい華やかさを添えてくれる繊細なジュエリー。

大きな想いが込められた小さな石は、自分にとって特別な存在に。毎日着けたい私のパートナー。

ジュエリーに願いを込めて

Horoscope

アミュレットとはお守りのこと。ス
トーンにはそれぞれ意味が込めら
れているので、自分に必要なもの
を着けて、幸運を手に入れたい。

Amulet
ORANGE 
MOONSTONE

「ポジティブ・直観力」
優しさのエネルギーが秘め
られた石。明るい希望とと
もに、自分自身をポジティ
ブな方向へサポート。

GRAY 
MOONSTONE

「円満・女性らしさ」
思いやる気持ちを育むヒー
リングストーン。心のバラ
ンスを整えて、おおらかな
気持ちにさせてくれる。

GARNET

「疲労回復・創造力」
成功へと導く実りの象徴。
持ち主に忍耐力を与えて、
困難を前向きに乗り越えら
れるパワーを。

OPAL

「希望・幸福」
幸運の石と呼ばれ、明るい
エネルギーが充満。創造
性を高めて、内面の隠れた
才能を引き出す。

（上から時計回り）ネックレス
／オレンジムーンストーン グ
レームーンストーン ガーネッ
ト オパール 各￥25,000＋税
（取扱い店舗限定）

（左から）ピアス／てんびん座 さそり座 や
ぎ座 各￥18,000＋税（取扱い店舗限定）
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なめらかなレザーバッグは、大人の品を感じるワードローブの必需品。
フリンジやカラフルショルダーなど、洗練されたポイントをプラス。

キラキラと細やかなラメが輝くプレイフルなバッグに視線が集中。
休日のお出かけスタイルを盛り上げてくれること間違いなし。

Glitter Bag

Autumn has come!
新作のなかから気になるアイテムを
カテゴリごとにピックアップ。毎日
使いたくなるバッグから心躍る小物
まで、幅広くご紹介。季節を楽しむ
ヒントが、ここに隠されています。

今、真っ先に欲しいバッグ＆小物

バッグ（左）（中） 各￥7,500＋税
（右） ￥8,000＋税（9月上旬入荷予定）

Leather Bag
ふわふわとした柔らかなファーバッグは、見た目にもぬくもりたっぷり。
カラフルな巾着とラメテープを効かせたトート、どちらも目が離せない。

Fur Bag

バッグ （左）￥7,000＋税
（中）（右） 各￥5,800＋税

バッグ（上） ￥27,000＋税 
（左） ￥26,000＋税 
（右） ￥24,000＋税
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ほどよいボリュームが出るビッグフリンジのス
トールと、無地の薄手ウールを重ねたチェッ
ク柄。一枚あるだけで、こなれ感がアップ。

Stole

大小の星がちりばめられたスターシリーズ
が3種類のアイテムでお目見え。アクセン
トのメタリックなブルーが目を引きそう。

Star Pouch

クロコ調型押しレザーの名刺入れ、シャイニーな
マルチケース、コインやカードも入れられるキー
ケース……と、豊かなバリエがラインナップ。

Card&Key Case

もこもこ感とスマイルモチーフがとっても
キュート。大きいサイズはラウンドポーチ、
小さいサイズはミラーがポケットに IN。

Smile Pouch
個性派ぞろいのチャームたち。ファーやライン
ストーンがあしらわれていたり、メガネがルーペ
になっていたり、さりげないこだわりを凝縮。

Charm

ストール （左）￥5,800＋税 
（中）（右） 各￥8,500＋税

カードケース（上） ￥6,500＋税 
カード&コインケース（中上） ￥6,700＋税 

キーケース（中下） ￥7,800＋税
 （下） ￥6,000＋税

ハット（左） 各￥9,500＋税 
ベレー帽（右） ￥8,200＋税

ポーチ（左上） ￥2,800＋税
（下） ￥4,500＋税

 ミラー（右上） ￥2,800＋税 
（すべて9月中旬入荷予定）

チャーム（左／ドール） ￥7,800＋税
（中／ベア） ￥4,000＋税（9月上旬入荷予定）
（右／ルーペ） ￥4,200＋税（8月下旬入荷予定）

ポーチ（大） ￥4,200＋税 
（小） 各￥3,600＋税

（ともに9月中旬入荷予定）

つばが広すぎず、左右でアシンメトリー
になった秋色ハットと、異素材をMIXし
たデザインがキュートなベレーが登場。
スタイリングの最後の仕上げに。

Hat
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COUPON

レイジースーザンのInstagram公式アカウントを開設しています。
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ます。

9月1日（日）～ 9月30日（月）の期間中、店舗またはオ
ンラインショッピングにて￥3,000 +税以上お買上げの
お客様に、10月以降に使える￥1,000 分のクーポンを
プレゼントいたします。大変お得なこの機会にぜひご
来店下さい。

Special Coupon
Present !

※店舗により実施内容が異なります。
詳しくはスタッフまでお問い合わせ下さい。
※弘前中三店は対象外となります。
※他サービスとの併用不可。

人気のナンバーモチーフをデザインした18金のネックレ
スに、星ヶ丘三越店限定カラーが登場します。1～9の
ナンバーそれぞれに、異なるカラートパーズをあしらい
ました。記念日のプレゼントにもおすすめです。

人気の“ネックレス ナンバー”から
星ヶ丘三越店限定カラーが登場 !

Instagram公式アカウント

LINE公式アカウント

Limited Item

各￥18,000+税（K18 ／カラートパーズ） ※なくなり次第終了

2019年8月21日（水）～発売

右記店舗でもご利用いただけます

入会

基本ポイント

ポイント

ダブルポイントデー

利用方法

バースデーポイント

有効期限

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

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・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／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！

1回のお買上げ金額￥1,000（税別）毎に50ポイント付与

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。

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。

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。

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

ポイントは、最終ご利用日から1年間。

How to Join

Point Service

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。

【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

公式通販サイト 「オンラインショッピング」

POINT

Information MEMBER'S CARD 年会費
入会金
無料！

https://www.lazysusan.co.jp/line2019/

各店舗のQRコードはこちらから

＠ lazysusan_official

P10のフリンジつきのレザーバッグと、P11の巾着ファー
バッグのスペシャルカラーが、オンラインショッピング
限定で発売されます。フェミニンなピンクベージュと、
落ち着きあるグラスグリーン、どちらも秋のコーディネイ
トを格上げします。

オンラインショッピング限定
スペシャルカラーのバッグ

Special Color 

（左）¥27,000＋税   （右）￥7,500＋税

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14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。
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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

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

03-3986-1551

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.17 2019 AUTUMN

photographs _KAZUYA AOKI

styling _ KIYOMI SHIRAOGAWA

design _TOMOKO YANO   

editing _ AYA FUJIWARA

[ LAZY SUSAN HP ]

https://www.lazysusan.co.jp

[ ONLINE SHOPPING ]

https://shop.lazysusan.co.jp

[ Facebook ]  facebook.com/LSpress

[ Twitter ]  @ LAZYSUSANpress

[ Instagram ]   @ lazysusan_official


