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これから大活躍する旬のアイテムが大集合！

エムアイカード会員さま限定！
！

LACHICLACHIC AUTUMNAUTUMN CARD  FESTACARD  FESTACARD  FESTACARD  FESTA ラシック各ショップが参加するお得な

10日間、秋のお買物はMICARDで。9.15(fri) -9.24(sun)
期間中、MICARD・三越 M CARD・MICARD GOLD・三越 M CARD GOLDをはじめとする
エムアイカード社が発行するカードでお支払いいただくと、以下のショップにて対象商品を
ご優待価格にてお買いあげいただけます。さらにご優待後、エムアイポイントも付与いたします。OFF SALE DAYSOFF SALE DAYSFESTA1

HAPPY DAYSHAPPY DAYS
期間中、MICARD・三越 M CARD・MICARD GOLD・三越 M CARD GOLDをはじめとするエムアイ
カード社が発行するカードでお支払いいただくと、対象ショップにておもてなし特典やノベルティ等を
プレゼントいたします。※各階カフェ、7階・8階レストランではご注文時にご提示ください。
※特典等はご本人さまに限らせていただきます。

FESTA2

エムアイカードアプリ会員さま限定

エムアイカードアプリ・クーポン限定
ボーナスポイントプレゼントキャンペーン

●カードご利用対象期間：2017年9月15日（金）～9月24日（日）
期間中、クーポンにエントリーのうえ、ラシックにてMICARDをはじめとするエムアイカード社が発行するカードをご利用いただくと、
10,000円（税込・合算可）ごとにエムアイポイントを500ポイントプレゼント、最大5,000ポイントまでプレゼントいたします。

エムアイポイント
最大5,000ポイント
プレゼント！

※プレゼントのポイント付与は2017年10月4日（水）予定です。※プレゼントのポイントは2017年10月4日（水）～10月31日（火）の期間のみご利用いただける期間限定ポイントです。※エムアイカードアプリをダウンロードのうえ、ログインしていただ
き、クーポンサービスへのエントリーが必要です。※アプリはエムアイカード社が発行するカードをお持ちの方のみご利用いただけます。※アプリご利用時のパケット通信費はお客さまのご負担になります。※クーポン配信は、アプリダウンロードからお
時間をいただく場合がございますので、予めご了承ください。※キャンペーン期間中に新たにエムアイカードアプリをダウンロードのうえ、ログインしていただいたお客さまにはカードご利用対象期間以降にクーポンが配信されますため、エントリーされると
キャンペーン対象となります。※期間中のご利用とクーポンエントリーの前後は問いません。※ご家族会員さまのご利用金額は本会員さまに合算されません。各カードごとのご利用が対象です。※仮カードはキャンペーン対象外とさせていただきます。

フィガロ
リミテッド ストア

初参加

アプリのダウンロードはこちらから
※iPhoneは米国およびほかの国々で登録されたApple Inc.の商標です。
※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。
※Android、Google PlayはGoogle Inc.の商標または登録商標です。

⇦

フェミニンにも着こなせる、
ベルベット素材のミリタリーブルゾン。
＜beautiful people＞ブルゾン 69,120円
ラシック/2F ユナイテッドアローズ　
Tel.052-265-1580
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⇦

短め丈でスタイリングの幅が
広がる、別注カラーのニット。
＜Acne Studios＞
ニット 41,040円
ラシック/2F エディション　
Tel.052-259-6372

⇦

軽い着心地のタイプライター生地を使用した別注ジャケット。
10個あるポケットは背面にも。
＜UNIVERSAL OVERALL×B：MING by BEAMS＞
カバーオール 11,880円
ラシック/4F ビーミング ライフストア by ビームス　
Tel.052-269-5260

⇦人気シリーズから、
今季注目のパイソン柄の
新作が登場。
＜PELLICO＞
パンプス（ヒール3.5cm） 52,920円
ラシック/3F オデット エ オディール　
Tel.052-238-1051

⇦

厚手で丈夫な生地が魅力のフレンチバスクシャツに
秋色カラーがお目見え。
＜ORCIVAL＞カットアンドソーン 9,504円

ORCIVAL AUTUMN FAIR

■期間：9/15（金）～9/24（日）
期間中、ORCIVAL商品を含む合計15,000円（税込）
以上お買いあげの方に、先着でORCIVALオリジナル
トランプをプレゼント。　※数に限りがございます。

⇦

スカラップのカットが旬。
ふかふかのクッションで
履き心地も抜群。
＜PICHE ABAHOUSE＞
パンプス（ヒール1.5cm） 
16,200円
ラシック/2F ピシェ アバハウス　
Tel.052-259-6374

⇦光沢感とフェイクファー使いで、
スリッポンでも
ラグジュアリーな一足。
＜EXTRA XIII＞
シューズ 28,944円
ラシック/2F ローズ バッド　
Tel.052-259-6357

⇦ニュアンスの異なる2本のリングを
重ねたような個性的なデザインが
目を引くリングです。
＜e.m.＞
リング（Sil925） 25,920円　
※9/20（水）より販売
ラシック/2F イー･エム　
Tel.052-238-0560

⇦数字のメモリ代わりとなる
ミニマルな模様がユニーク。
500本限定モデル。
アクセサリー感覚で着けることができ、
クラシカルな雰囲気を楽しめます。
＜TRIWA＞
ウオッチ（ケース直径3.2cm） 各32,400円　 
ラシック/5F 
ノルディック フィーリング ザ ノース 
ヨーロピアン ウォッチ＆ジュエリー　
Tel.052-259-6527

⇦通常の傘とは逆さに開くため、
閉じた際に手や周囲のものを
濡らしにくいです。
＜KAZBRELLA＞
傘（親骨の長さ92cm） 
8,424円
ラシック/6F アーノット　
Tel.052-259-6571

⇦ニコスターの刺しゅう入り。
星柄の裏地とリバーシブルで
使えます。
＜Actually＞リバーシブルトートバッグ
（約W35×H22×D16cm） 
各3,780円
ラシック/B1F 
バースデイ･バー＆キッチン　
Tel.052-259-6259

⇦

過去のコレクションで人気の高い
ハムステッドローズプリントが復刻。
＜Cath Kidston＞バッグ
（W33×H35.5×D14cm） 8,100円
ラシック/5F キャス キッドソン　
Tel.052-238-1126

⇦

光沢のあるビンテージ風サテン素材で
秋のムードが高まります。
＜Perle Pêche＞スカート 11,880円
ラシック/5F ペルルペッシュ　
Tel.052-259-6404

⇦

1950年代のアメリカ海兵隊が
履いていたワークパンツがモチーフ。
＜OMNIGOD＞パンツ 17,820円
ラシック/4F ディーモール　
Tel.052-259-6498

⇦着心地よく、思わず触れたくなるような
柔らかでぬけ感のあるニット。
＜Plage＞ニット 20,520円
ラシック/3F プラージュ　
Tel.052-259-6434

⇦

秋を感じるスエード調のサッシュベルトは
巻いても外してもOK。
＜NOLLEY’S＞ブラウス 13,824円
ラシック/3F ノーリーズ　Tel.052-259-6415

⇦細かなプリーツで
動きが出るワンピース。
スカート裾の長さが
端と中央で異なり、
スタイル良く着こなせます。
＜FLICKA＞
ワンピース 45,360円
ラシック/3F トゥモローランド　
Tel.052-238-0845

⇦エレガントなカシュクール
ワンピース。
ウエストマークで
トレンド感を。
＜Unaca＞
ワンピース 30,240円
ラシック/2F 
ミニョン エ アンシェヌマン　
Tel.052-259-6377

⇦

艶のある素材に、膝丈の
フレアラインが上品なスカート。
＜NOBLE＞スカート 28,080円
ラシック/3F スピック＆スパン／ノーブル　
Tel.052-259-6409

⇦

シワも気にならない薄手素材で、
バッグに入れて持ち運ぶにも便利。
＜DRESSTERIOR＞ジャケット 30,240円
ラシック/3F ドレステリア　Tel.052-259-6406

⇦京都「恵文社 一乗寺店」とのコラボ。
専用パッケージに収納すると本のように。
＜伊織オリジナル＞
タオル（約W35×H80cm） 各1,620円　
販売期間：9/16（土）～9/18（月･祝）
ラシック/6F 伊織　Tel.052-684-5281

⇦渦を巻いたようなデザインで、耳たぶにつける“ループイヤリング”。
リバーシブルで使えたり、取り外しできるチャームの
イヤリングは、耳もとを華やかに彩ります。
①イヤリング（Sil925+YGコーティング/ムーンストーン） 14,040円　
②イヤリング（Sil925+YGコーティング/淡水パール） 15,120円 
以上すべて＜ete＞
ラシック/3F エテ　Tel.052-259-6420

①

②

⇦

抜群の軽量感。
細身でスタイリッシュなシルエットの
ブランド別注アイテム。
＜TATRAS＞ダウンジャケット 86,400円
ラシック/2F ナノ･ユニバース　
Tel.052-259-6354

OFF 9/15（金）～9/24（日）の期間中、
MICARD・三越 M CARDご利用で割引特典が受けられます。
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ラシックに3店舗が新しくオープン。ラシック限定アイテムもCHECK！
LACHIC NEW&REFRESH OPEN

5F  H/standard
ラシック/5F アッシュ･スタンダード　Tel.052-212-8002

時代・性別をこえて愛され続けるスタンダードな素材やアイテムに、
シーズンごとに独自のスパイスを加えたプロダクトを提案。

3F  NOJESS
ラシック/3F ノジェス　Tel.052-259-6413

洗練された愛らしさと上品なあたたかみに満ちたアクセサリーや
ファッション雑貨を展開。こころを惹きつけるスタイリングを演出します。

⇦

コットンのトーションレースを
　使用したブラウス。袖口のサイズが
　調整できるデザインです。
＜H/standard＞ブラウス 23,760円

樹脂の中に天然石のパウダーが入り、
オーロラのようなニュアンスのジュエリー。
ラシック店限定ジュエリー
①リング 12,960円　
②ピンキーリング 10,800円　
③チャーム 9,720円
（①～③Sil925+ゴールドメッキ/樹脂/
シトリン/ターコイズ）
④チェーン（Sil925+ゴールドメッキ）
　5,400円 
　以上すべて＜NOJESS＞
※ラシック限定は①～③

細身のシルエットで手元に優しい
輝きを添えるピンキーリングです。
ピンキーリング
①（K10YG/ダイヤモンド） 
　17,280円　
②（K10YG/シンセティックルビー 
　〔合成石〕） 14,040円　
③（K10YG/オパール/アクアマリン/
　ダイヤモンド） 20,520円 
　以上すべて＜NOJESS＞

⇦

ざっくりとした短め丈のニットに
ワイドパンツを合わせたスタイリング。
パンツはサイドに入ったタックがポイント。
①ニット 26,460円　②パンツ 20,520円 
以上すべて＜H/standard＞

⇦

クレンジングⅠ･Ⅱ、アイジェル、プチキットにポーチと
さらにプチキットがついたラシック店限定セットが登場。
秋に向けての肌づくりに最適です。
＜I’LG-b＞フルラインキット 24,840円
【20点限り】※9/13（水）より販売
ラシック/6F コスメ＆エステティック ルミエ･パリ　
Tel.052-251-3522

⇦

保湿力や浸透力（角質層まで）に優れた
新成分を配合し、化粧水と乳液が
リニューアル。
①モイスチャーハーバルウォーター
　（ラベンダー/カモミール・110ml） 
　1,749円
②ハーバルフェイスエマルジョン
　（75ml） 1,890円 
以上すべて＜MARKS&WEB＞
ラシック/5F マークスアンドウェブ　
Tel.052-259-6532

⇦フレッシュなベリーと
優美なローズの香り。
さらっとした感触で保湿します。
＜L’OCCITANE＞
ラブレターローズ ボディミルク
（250ml） 4,104円
ラシック/1F ロクシタン　
Tel.052-259-6312

⇦

米由来の純米酒、コメエキスなど
がベースのオイルイン美容液。
潤いを与えハリのある肌へ
導きます。
＜HOKUROKU SOUSUI＞
ディープモイストセラム
（30ml） 4,104円
ラシック/5F 北麓草水　
Tel.052-265-5658

⇦日本上陸10周年記念の
　スペシャルデザインボトル。
①イブニングPシャンプー（473ml） 4,536円
②C&Nデタングラー（473ml） 5,076円
以上すべて＜john masters organics＞
ラシック/1F ジョンマスターオーガニック 
セレクト　Tel.052-259-6332

P
R

ESENT

⇦肌にやさしいうえ、つけ心地や
発色にもこだわってフルリニューアル。
①スキンバランシングベース（25g） 3,456円　
②メイクアップクリーム（30g） 3,024円　
③コレクティング スティック 3,888円　
④ルージュモイスト 3,456円　
⑤アイカラーパレット 3,888円
以上すべて＜naturaglacé＞
ラシック/1F コスメ キッチン ビューティー　
Tel.052-259-6492

⇦

水に注目し、新たな成分を配合しアップグレード。
ヘアカラーをした髪のケアにおすすめです。
リフレクションシリーズ（250ml）
①バン 3,240円　②フォンダン 3,456円
以上すべて＜KÉRASTASE＞
ラシック/6F デサンジュ インターナショナル　
Tel.052-259-6553
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お得なクーポンや旬の
情報をお届けしますので、
ぜひチェックしてください。

● 場所　ラシック/1Ｆ ラシックパサージュ　● 期間　9/27（水）～10/3（火）

ベビー子ども服＜familiar＞がご出産準備から2歳のお子さまのファッションアイテムまで取り揃えます。
さらに、期間中は肌着の着せ方体験や親子で一緒に楽しめるオリジナルプログラムも開催します。

familiar POP-UP STOREの詳しい情報はラシックホームページよりご覧いただけます。

※オープン日よりお問合せ可能

2F  CITY
ラシック/2F シティ　Tel.052-259-6378

都心で働く大人の女性に向けた
スーパーファブリックブランド「シティ」。
上質で素材に特化したハイバリューな
アイテムを提案します。

※オープン日よりお問合せ可能

7F  TO THE HERBS
ラシック/7F トゥ・ザ・ハーブズ　Tel.052-259-6711

リフレッシュオープンした
トゥ・ザ・ハーブズでは、
ピザやパスタをはじめ平日限定で、
サラダたっぷりの
サラダパスタプレートや
週替わりのサラダランチセットを
ご用意しています。

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

※写真はイメージです。

秋冬におすすめのコスメやヘアケア商品をご紹介。

～ AUTUMN BEAUTY ～
9/13（WED）～9/26（TUE）

9/15(金)
NEW OPEN

COSME FESTA・LACHIC AUTUMN 
CARD FESTAの詳しい情報は
ラシックホームページをCHECK！！

ラシック/4F ビショップ　Tel.052-259-6496

LINE ID:@lachic

ラシック
限定

ラシック
限定

閉じた状態

子どもの「はじめて」に触れる体感型ポップアップストア

familiar POPーUP STORE

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。 ※ショップにより優待期間が異なる場合がございます。

9/15(金)
NEW OPEN

※9/16（土）～
　9/18（月・祝）のみ

※価格はすべて税込です。　　 ※天候・交通機関の諸事情により、商品の入荷の遅れや、販売できない場合もございますので予めご了承ください。 ※掲載商品は2017年9月5日（火）現在のもので、価格、デザイン、入荷日等が変更になる場合がございます。また、印刷の都合上、色が多少異なる場合がございます。 ※写真の品は1点限りのものをはじめ、数に限りがございますので売り切れの節はご容赦くださいませ。 

ラシックホームページでは
旬の情報を随時更新中！


