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�ラフィア調のテクスチャー感のある素材を
切り替えて使用し、涼しげな雰囲気をプラスした
夏らしいコレクション。巾着バッグとしても、
間口を開けてバケツバッグとしても使えます。
〈レスポートサック〉
ラフィアドローストリングバッグ 12,100円
（ポリエステル100%、ラフィア部分：ポリプロピレン
100%、H22×W24×D12cm）
　　　　　  ［地下1階 レスポートサック］

［ラシック サマーキャンペーン］Summer CampaignLachic

福岡三越 地下1階 ラシック福岡天神2022 5/18wed.▶6/7tue.

夏の陽射しに映える大胆な星朝顔柄の
シャツとスカート。部分的に花色と地色を
重ねて、色の重なりで自然にできた色が
入っています。思わずお出かけしたくなる
ような夏の装いです。
〈パラスパレス〉
リネン星朝顔柄シャツ 20,900円
（麻100％、S・M）
リネン星朝顔柄スカート 33,000円
（麻100％、裏地：綿100％、M）
［地下1階 パラスパレス］

�〈MICA&DEAL〉×〈AMERICANA〉×
〈FRUIT OF THE LOOM〉3ブランドでの
コラボTシャツ。フレンチスリーブで腕回りを
すっきり見せてくれ、ゆったりとしたルーズな
シルエットの一枚。両サイドの深めのスリット
が抜け感を出し、こなれた印象です。
〈ハッピープラス〉Tシャツ 10,450円
（M～L対応）

［地下1階 ハッピープラス］

�ショルダーデザインがポイントのノースリーブトップス。
スクエアショルダーがお洒落に二の腕をカバー。シンプル
でもスタイリングに差をつけられる1枚でキレイめにも
カジュアルにも着回しが効く大人アイテムです。
〈バルーン〉スクエアショルダーチュニック 9,900円
（綿97％・ポリウレタン3％、M～L対応サイズ、グリーン・ピンク・
ブラック） ［地下1階 バルーン］

�オフィスでもつけやすいシンプル
でこぶりなデザイン。穏やかなひね
りを施し、余裕のある大人な雰囲
気がポイント。片方のみ粗し加工で
仕上げ、異なる輝きを楽しめます。
〈ノワールドプーペ〉
K10馬蹄ネックレス 14,300円
［地下1階 ノワールドプーペ］

�海辺のリゾート感あふれる夏におすすめのテーブルアイテムが揃います。
〈マドゥヴァン〉テーブルリネン 1,210円から
〈CERAMICHE FABBRO〉BRISAプレート 2,640円から
ガラスピッチャー 7,700円/アクアブルーペアグラス 3,850円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ［地下1階 マディ］

➲A4が収まる便利なサイズ感。
内ポケットやマチもあり、

普段使いからお買物のマルシェバッグ
としてもおすすめです。

〈キャトル・セゾン〉ジュートバッグ 各4,180円
（本体：ジュート、持ち手：合皮、W38×H31×D15cm）

［地下1階 キャトル・セゾン］

�SNSなどで圧倒的な人気の｢mayuhako｣に新柄が登場！
磁器をサンドブラストした淡い下地に金＆プラチナでアクセント
の草花紋を施した『映える』一品。
〈貴兆陶家〉mayuhako 金銀唐草 各15,950円
（ピンク・ホワイト）
　　　　　　　　　　　　　 ［地下1階 芦屋 貴兆陶家］

➲朝顔や紫陽花、雨蛙と、
これからの季節にぴったりの
涼しげなデザイン。日本製
のガーゼタオルです。
〈タオル美術館〉『さいか』
❶浴用タオル各770円
❷タオルハンカチ 440円
［地下1階 タオル美術館］

➲ブドウの香り広がる甘酸っぱくフルーティーなハーブティー。
水出しも可能で、これからの季節にオススメです。

〈南阿蘇ティーハウス〉ハーブティー
｢のんびりリラックス｣（60g）1,468円/（2g×10包）1,123円

［地下1階 南阿蘇ティーハウス］

�夏の陽射しを浴びながら鮮やかに
咲くイランイランの魅惑的な香りに
チュベローズ、ジャスミンなどが華やかに
寄り添い、まるで南国に旅したような
くつろぎタイムを演出します。

〈エステバン〉
❶イランイラン
デコラティブラタン
ブーケ 7,150円
❷ルームスプレー
5,500円（100mL）
［地下1階 香ぎゃらりぃ］

➲レイヤードスタイルが楽しめる
チュールレギンスです。細かいドットなので

合わせやすく、大人っぽく履いていただけます。
ロングスカート等に重ねるのはもちろん、

カラーレギンスとのレイヤードもオススメです。
〈タビオ〉縫製ドットチュールレギンス

各5,060円 （全3色）
［地下1階 タビオ］
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アプリをダウンロードして「ラシック福岡天神」を「お気に入り店舗」に
ご登録いただいたくと、お得な情報をお届けします。

三越伊勢丹アプリ登場！

※価格はすべて税込です。 ※諸事情により、営業時間の変更、商品の入荷が遅れる場合や商品が入荷しない場合がございます。予めご了承ください。
※数量限定につき、売り切れの節はご容赦ください。 ※印刷の都合上、実物と多少 色・仕様が異なる場合がございます。
※諸般の事情により営業日、営業時間が変更になる場合がございます。電話または、公式ホームページにてご確認ください。 
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MICARDフェスタ

CASHBACK

ラシック福岡天神 エムアイカードフェスタ
10%キャッシュバックキャンペーン
■5月19日［木］～22日［日］
■福岡三越 地下1階 ラシック福岡天神

〈有効期間〉����年�月��日（水）～�月��日（木）
【ご利用上の注意】※ラシック福岡天神ミスターミニットでのみご利用いただけます。
※他の割引と併用になれません。※本券は1枚/1回限りのご利用。エムアイゴールドカード
クーポンのご利用可能。工場での作業を行うメニューは割引不可。エムアイカードは、１00円
１ポイント加算。お持ち込みのお品物の色、素材、形状、状態などにより、ご対応できないものも
ございます。

新型コロナウイルス感染症の影響を受けられた皆さまにこころからお見舞い申しあげます。

期間中、ラシック福岡天神でエムアイカードご利用5,000円（税込）毎に、福岡三越
各階でご利用いただける500円分のお買物券をプレゼントいたします。
（ユザワヤ、デンタルオフィスリリー、グッド不動産は除く）

※エムアイカードは、ラシック福岡天神では100円につき3ポイント加算。（食品・飲食・美容サービス・サー
ビス・アインズ＆トルペ・期間限定ショップは100円につき1ポイント） ※新規ご入会当日もプレゼント
の対象です。 ※エムアイカードスタンダードは対象外です。 ※株主優待との併用はできません。

■5月18日［水］～6月7日［火］
■地下1階 Good不動産

Service

Event

〈Ｇood不動産〉お住まい探しキャンペーン

■地下1階 デンタルオフィスリリー

透明のマウスピース矯正
「シュアスマイル」ご紹介

〈ALBOVE for POOL〉デビュー

■地下1階 サルトリア

■地下1階 リベーチェ

～自分サイズでお洒落に着こなす～
夏のおすすめリフォーム

うっすらラインのうかぶエレガントなブラウスは、自分の
身体にあったサイズを着ることで、綺麗にお洒落に着こ
なせます。薄着になるこれからの季節に向けて、落ちて
いた肩のラインを詰めてスッキリとしたシルエットに
リフォームしませんか？
ブラウス肩の幅詰め 3,300円から

矯正用スキャニングシステムにて、あなたに合ったオー
ダーメイドのマウスピース矯正で歯を動かし、歯列矯正して
いきます。ご自身で着脱可能なため食事も楽しめ、歯磨きも
いつも通りに行えます。素敵な笑顔への第一歩を踏み出
しましょう！
マウスピース矯正｢シュアスマイル｣上下 660,000円
※診断料・調整料は含まれておりません。 ※無料カウンセリング
も開催中。 ※対応できない歯列の場合もございます。

〈Good不動産〉では、賃貸・売買どちらについても、福岡市
近郊のお住まい探しのお手伝いをさせていただいており
ます。お買物やお仕事帰りにお気軽にお立ち寄りください。

〈ALBOVE〉からプール
シーンのためのフィット
ネス水着がデビュー。｢美
シルエット｣で｢ジムプール
でもエレガント｣なワン
ランク上のフィットネス
水着です。コーディネート
を楽しめるスイムキャップ
もご用意。

水着 20,900円
スイムキャップ3,300円

〈アインズ＆トルペ〉
UV・日焼け対策キャンペーン
■地下1階 アインズ＆トルぺ
潤ってサラサラ、美容液成分
をたっぷり配合したUVカット
ジェル。白浮きせず、肌に透明
感＊＆ハリ・ツヤを与えます。  
洗顔料でオフ出来るウォー
タープルーフタイプ。    
＊乾燥によってくすんでみえる肌にうるおい
を与え、明るい印象へ導く　  

〈オペレッタ〉誕生！5Cバリアセラム
■地下1階 オペレッタ
水溶性、油溶性、両親媒性と溶解性の異なる５つのビタミ
ンC誘導体を配合し、肌を健やかに保つ5Cバリアセラムが
誕生。過酷な現代を生きる大人肌をサポートします。

〈ユザワヤ 友の会入会特典〉  

〈ユザワヤ〉友の会新規ご入会キャンペーン
■5月19日［木］～6月7日［火］ ■地下1階 ユザワヤ

ユザワヤ友の会新規ご入会の方
で、本チラシご持参の方は、お好き
な商品1品目限り（同一商品の色違い・複数買いは対象）
40％OFFの割引金額で購入できます。

時計電池交換、鞄ケア

������通常価格
から

靴修理・合カギ作成

������通常価格
から

ラシック福岡天神
ミスターミニット 特別優待券

アクアUVジェルWH
1,980円 （SPF50＋PA++++、90g）

〈ツダコスメティクス〉
5Cバリアセラム
12,100円 （45mL）

〈マルノン〉サンダルオーダー10％OFF
■5月19日［木］～22日［日］
■地下1階 マルノン

〈クイーンズウェイ〉ドライヘッドスパ
■地下1階 クイーンズウェイ

これからの季節に必須のサンダルをオーダーで。スリッパ、
クロス、トングの3種のデザインをご用意。それぞれお好み
のカラーなどを組み合わせて自分だけのオリジナルを作り
ませんか？期間中、
オーダーいただいた
方は10%OFFご優待
いたします。

オーダーサンダル
22,000円から
※お渡しは約30日～
　60日後となります。
※ご予約状況によって前後します。予めご了承ください。

〈クイーンズウェイ〉おすすめのドライヘッドスパ。髪の毛を
濡らさず、頭を中心に首や肩、デコルテも行います。30分
4,620円や50分7,150円のコースです。また、鼻のムズムズや
頭のもやもやに、この時期限定の『顔』も入った20分コース
（2,980円）もご用意い
たしております。施術
後はスカルプスプ
レーを頭皮につけて
スッキリ。

※写真はイメージです。

※割引対象商品の上限金額は、当店販売価格税込1万円までとさせてい
ただきます。 ※特価品・リバティ・ローラアシュレイ・ソレイアード・キッピス・
キャラクター商品・書籍・画材・文具等、一部商品を除きます。 ※割引はお
一人さま、当日一回限り。 ※割引対象は、店頭扱商品に限ります。 ※詳しく
は店頭係員までお尋ねください。 ※エムアイカードポイントは対象外です。
※ユザワヤ直通：092-722-4141    
    

40%OFF

無料ユザワヤ友の会新規ご入会で、
通常年会費（1年間有効）[税込]550円が
無料となります。
※ただし友の会無料入会はお買い物時新規1回限りです。
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