LUCUA
今︑手に入れるべき
男のおしゃれは
すべてルクア大阪にある

MEN
for

MEN'S
CAMPAIGN!!
詳細は裏表紙へ!!

秋の到来を感じさせる
奥行きのある風合い。
by オンリープレミオ

汎用性の高さがウリの
スーツに欠かせぬ名品。
for CHIC MEN

N EED I S H E R E

BUSINESS
WEAR

by イ
 セタン メンズスタイル
ワイシャツ
・カスタムシャツ
・
ネクタイ
紳士靴

フレッシュな男性は
仕事姿が絵になる人。

足元に気品をもたらす
ジャパンメイドの一足。

フィット感を追求した
至高のカスタムオーダースーツ。

by クインクラシコ

by ユニバーサルランゲージ メジャーズ

ユニバーサルランゲージ
メジャーズ
メンズ/ルクア イーレ_8F
206-6341-6003

イタリアの名門テキスタイルメーカー
「 E.トーマス」
の生地を使用。
オーダー
はデザインやフィッ
ト感が異なる8種類
のモデルを用意し、
ディテールも選び
放題。
オーダースーツ89,000円～／ユ
ニバーサルランゲージ メジャーズ、
シャ
ツ9,800 円、
タイ
チーフ
6,800円、
6,000円／ユニ
バーサ ルラン
ゲージ

オンリープレミオ

メンズ/ルクア イーレ_8F
206-6151-1417

＂フレンドリーツイード＂と呼ばれる
起毛感のある生地を用いたクラシッ
クな一着。特に細身のマンハッタン
モデルは体にすっきりと馴染み、デ
キるビジネスパーソンを演出してくれ
る。
スーツ48,000
円、
シャツ3,800
円 、タイ7 , 8 0 0
円、
チーフ3,800
円／オンリー

イセタン メンズスタイル
ワイシャツ・カスタムシャツ・ネクタイ
紳士靴

メンズ/ルクア イーレ_8F
206-4301-3923（ワイシャツ・カスタムシャツ・ネクタイ）
（紳士靴）
206-4301-3916
クラシックな仕様や立体的な仕立
てによるシャツと、
手間のかかるハンド
ソーンウェルテッド製法を採用した足
馴染みのいい一足。
ドレスシャツ各
8,900 円／イセ
タンメンズ、
ビジ
ネスシューズ
28,000円／ジャ
ラン スリウァヤ

凛々しいアイテムが揃うフロアは、
買い物気分も上品に、
軽快に。

8F

ルクア イーレ
for CHIC MEN

がっしり高密度ゆえ
ソリッドな表情に。
by アーバンリサーチ

機能美なライトアウターは
ON／OFF兼用でどうぞ。
by ザ･ノース･フェイス マン

for CHIC MEN

DAILY
WEAR

E V E RY T H I N G Y O U

カジュアルな装いでも
アウターで差を付ける。

秋冬のスタンダードを
日本製でリリース。

英国好きが待ち望んだ
歴史的名アウターが復活。

by ナイジェル･ケーボン アーミー･ジム

by バブアー

バブアー

ナイジェル･ケーボン
アーミー･ジム

ザ･ノース･フェイス マン

メンズ＆レディス/ルクア イーレ_8F
206-6151-1547

メンズ＆レディス/ルクア イーレ_8F
206-6341-1213

メンズ/ルクア イーレ_8F
206-6151-1422

ブランドの代表作である＂ビデイル＂
や＂ビューフォート＂の原型となった名
品を、
デザインはそのままに現代的な
サイズバランスで復刻。生地はおなじ
みのオイルドク
ロス。
ソルウェイ
ジッパージャケッ
ト55,000円／バ
ブアー

英国製で知られる定番アウターだ
が、今季は1900 年代初めのツイード
ファブリックを解析し、
日本で生産。
要所を絞り、
ドレスの要素を強めてい
る。マロリージャ
ケット76,000円、
マロリーベスト
39,000円／ナイ
ジェル･ケーボン

ゴアテックスマイクログリッ
トバッカー
を用いた防水ジャケット。
わずか270g
の超軽量設計でありながらもしっかり
張りのある着用感ゆえ、
スーツに合わ
せても違和感な
し。
クライムライ
トジャケット30,
000円／ザ･ノー
ス･フェイス

※価格は消費税を含まない、
本体のみの価格です。

アーバンリサーチ

メンズ/ルクア イーレ_8F
206-6151-1418

人気ブランド、
「サイ」に別注オー
ダーしたダッフルコートは密度が高く
厚みのある生地が特徴。
さらに通常
ラインにはないブラックカラーや 、
チェックの裏地も黒×グレーにアレン
ジ。
ウールカシミ
ヤメルトンダッフ
ルコート89,000
円／サイ×アー
バンリサーチ

クインクラシコ

メンズシューズ/ルクア イーレ_8F
206-6151-1421
日本の靴職人が手掛けているだけ
あり、美しいフォルムに仕上がってい
る。アンティーク調のムラ感のある色
合いと、
スーツスタイルに品を与える
艶やかな質 感
が魅力。
ビジネ
スシューズ 2 0 ,
000 円／クイン
クラシコ

小ワザがキラリと光る
オランダ発デニムブランド。
by デンハム

for CHIC MEN

大人の服好きにこそ響く
アルチザンなデニム。

DENIM

by クロ

背筋とデニムのラインは
美しいストレートで決まり。

デンハム

クロ

メンズ/ルクア イーレ_8F
206-6151-1425

メンズ/ルクア イーレ_8F
206-6151-1426

無骨な雰囲気ながらも、
ストレッチ
混ゆえ抜群の着心地。美シルエットな
一本は水を使わずに加工し、
リジッド
デニムを穿き込んだようなリアルなア
タリを表現。デ
ニムジャケット
デニ
36,400円、
ムパンツ45,800
円／デンハム

数あるダメージデニムとは似て非な
る、熟練職人の手仕事ならではの美
しいユーズド加工。ポケットのないミニ
マルなルックスのジャケットは、
シーズ
ン限定カラー。
デニムジャケッ
ト28,000 円、デ
ニムパンツ26,
000円／クロ

8F

ルクア イーレ for CHIC MEN

気分に合わせて使える
男心くすぐるトートバッグ。
by ダーナヴィエ

秋への移ろいを表す
色鮮やかなサングラス。
by ザ コモン テンポ

機能美を追求した
さすがのジャパンメイド。

スーツにも合う
フルレザーのリュック。

by ザ・ウォッチショップ

by m0851

m0851

ダーナヴィエ

メンズ/ルクア イーレ_8F
206-6151-1427

メンズ・ファッション雑貨/ルクア イーレ_8F
206-6151-1419

ザ コモン テンポ

ザ・ウォッチショップ

横長のスクエアフォルムが珍しい
バックパックは、
軽量かつ丈夫なイタ
リア産のカーフスキンを使用。
キメが
細かくソフトな質感だけに、
ON／OFFを
問わずに背負え
る。
フォールデッ
ドコーナーバック
パック79,000円
／m0851

ハンドルの長さが調節できる手持
ちと肩掛けの2way 仕様。
リモンタ社
の高密度ナイロンを使用し、気品の
ある佇まいと強度を両立。30 点のみ
の限 定 品ゆえ
早めのチェック
を。
トートバッグ
39,000 円／ハ
イストリート

大ぶりなボストンフレームに、
ラウン
ド型のカラーレンズを配した個性派デ
ザイン。テンプルからエンドにかけて
走る美しいグラデーションも秀逸。
ク
レメントイエロー
サングラス1 0 ,
800 円／コモノ
×トゥモローラン
ド

機械式、
クオーツ式に次ぐ、
第三の
ムーブメントとなるスプリングドライブを
搭載した新モデルは従来よりも文字
盤を大きく設計し、
視認性を向上。手
元に高 級 感を
もたらしてくれる
逸 品だ。時 計
450,000 円／グ
ランドセイコー

バッグ・ファッション雑貨/ルクア イーレ_8F
206-6151-1431

時計/ルクア イーレ_8F
206-6151-1450

for CHIC MEN

ACCESSORY
色合いは、
あえて控えめ。
グッと大人の仲間入り。

3F

ルクア イーレ

マルティニーク ルコント

レディス＆メンズ/ルクア イーレ_3F
206-6456-2248

デキる男を印象づける
オーセンティックな一着。

大人こそが着こなせる
クラシカルな3ピース。

by エストネーション

by マルティニーク ルコント

鮮やかなネイビーブルーが印象的
なフランネルのセットアップ。
ジャケッ
トはコンパクトな2つボタン、パンツは
美シルエットのノータック仕立てで、
エ
レガントな表 情を演 出 。ジャケット
シャ
59,000 円、
ツ19,000円、
タイ
パンツ
13,000円、
29,000円／マル
ティニーク

エストネーション

レディス＆メンズ/ルクア イーレ_3F
206-4799-1750

MORE! MORE!!

ナノユニバース ライブラリ

レディス＆メンズ/ルクア イーレ_5F
206-6151-1473

高級羽毛布団で知られる
「東京西
川」
のダウンを使用。着膨れしないタイ
トフィットなフォルムとシックなルックス
ゆえ、
スーツスタイルにも使える。
ダウ
ンナイロンステ
ンカラーコート
38,000円／ナノ
ユニバースライ
ブラリ

ユナイテッド トウキョウ

レディス＆メンズ/ルクア イーレ_7F
206-6151-1440

シルクのような光沢とカシミヤ特有
の柔らかな風合いが魅力の一着は、
創業 150 年以上を誇るイタリアの名
門紡績会社「ゼニアバルファ」の生
地を使用。キャ
シュウールカー
ディガン13,800
円／ユナイテッ
ド トウキョウ

7F

ルクア イーレ for CHIC MEN

ルクア イーレ

極上の暖かさを約束する
コンパクトなダウン。
by ナノユニバース ライブラリ

レディス＆メンズ/ルクア イーレ_7F
206-6151-1438

※価格は消費税を含まない、
本体のみの価格です。

5F

ルクア イーレ

ジャーナル スタンダード
レリューム
「バブアー」のフィッシングジャケット
を通常よりも着丈を長めに設定し、
街
的にアレンジ。裏地にあしらったイギ
リス軍のカモフラパターンにも注目。
スペイジャケッ
ト56,000円／バ
ブアー×ジャー
ナル スタンダー
ドレリューム

男らしさを際立たせる3ピーススー
ツ。保温性の高いカノニコ100％の微
起毛ウールを用い、
クラシカルな千鳥
格子柄を表現。
スーツ96,000円、
ベス
ト24,000 円、
シャツ14,000 円／エスト
ネーション、
タイ
13,000円／ファ
ビオ・
フェレッティ、
チーフ8,000 円
／アトリエF＆B

タウンユースに仕上げた
英国発の傑作ジャケット。

体にぴったり馴染む
老舗のニットウエア。

by ジャーナル スタンダード レリューム

by ユナイテッド トウキョウ

男のおしゃれは
すべてルクア大阪にある

for POP MEN

EVERYDAY,
WITH MEN
毎日着たくなる服は、
飾って眺めたくもなるものだ。

リラクシンなアイテムで
スタジャンを都会的に。
by アーバンリサーチストア

7F

ルクア
for POP MEN

レザーの色気を際立たす
ミニマルな着こなし。
by ステュディオス メンズ

タフに使い込める
大人のバックパック。
by MSPC プロダクト

上質なインポート生地を
使用した3ピーススーツ。
by オンリー

オンリー

アーバンリサーチストア

ステュディオス メンズ

MSPC プロダクト

メンズ＆レディス/ルクア_7F
206-6151-1338

メンズ＆レディス/ルクア_7F
206-6151-1327

メンズ/ルクア_7F
206-6151-1331

バッグ/ルクア_7F
206-6151-1340

気品ある英国紳士を思わせる3ピーススーツ
は、
すっきりとした襟元のハイゴージやタイトな
フィッティングと、現代的なエッセンスが散りばめ
られている。3ピーススーツ
シャツ3,800円、
48,000円、
タイ5,500 円、
チーフ3,800
円／オンリー

ルードな存在感を放つスタジャンが主役。
ワッ
フルカッ
トソーやイージーパンツなど、
シンプルなア
イテムでヌケ感を与えるのが気分。
メルトン＆UKラ
ムレザースタジャン25,000
円、
C/N度詰めワッフルビッ
グロングTシャツ4,600円、
ポ
ンチジョッパーズ12,000円
／アーバンリサーチ

しなやかなシングルライダースと、
テーパードの
効いた美シルエットのデニムをコーディネート。
イ
ンナーのシャツがクリーンさを演出。
ソフトラムシ
ングルライダース28,500
円、
カラーシームスウィッチ
シャツ8,500円、
テーパード
スキニーデニム10,000 円
／ステュディオス

耐 久 性と防 水 性を兼ね備えた特 殊 素 材
X-PACと、滑らかな質感のステアレザーとのコン
ビは今季の限定モデル。アウトドアでも使える
高機能モデルながら、
オー
ルブラックによってモード
な雰囲気も与えている。
バックパック34,000円／マ
スターピース
※価格は消費税を含まない、
本体のみの価格です。

フレッドペリー

メンズ＆レディス/ルクア_7F
206-6151-1328

ポーカーフェイス

メガネ/ルクア_7F
206-6151-1346

業界初のブリッジとノーズパッドが
一体となった斬新なデザイン。
フレー
ムには軽量のチタンを用い、
ストレス
フリーな着け心地とともに存在感の
あるメタルの輝
きがノーブルな
ムードを添える。
MANRAY 38,000
円／アヤメ

知性を感じさせる
フルチタンの輝く一本。

ミリタリーの名作を
モダンにアップデート。

by ポーカーフェイス

by フレッドペリー

ボディーにM-51シェルパーカーの
初期型を再現した厚手のサテン地を
使用し、
ライナーにはチェッカーフラッ
グ柄のボアを搭載。
さらに細身のシル
エットへとモダ
ナイズされてい
る。モッズコート
40,000 円／フ
レッドペリー

フリークス ストア メンズ

メンズ/ルクア_7F
206-6151-1195

ブランドのアイコンでもあるリバース
ウィーブに、
ゴアテックス社の防風透
湿性の高い素材を搭載したハイスペッ
クなパーカー。冬場の頼もしい相棒と
なり得る一着。
別注ウインドス
トッパーパーカー
22,800円／チャ
ンピオン

ハイテク素材で進化した
アメカジの王道ウエア。
by フリークス ストア メンズ

for POP MEN

BE CAREFUL
TO DETAIL
その小さなこだわりが、
周囲の心ときめかせる。

抜群のクオリティーを誇る
最軽量級アウター。
by ビーバー

アディダス オリジナルス ショップ

メンズ＆レディス/ルクア_7F
206-6151-1197

カジュアルに使える
ミニマルな一本。
by ジャンクス

1990年代に人気を博したランニン
グシューズ＂チュブラー＂を復刻。足を
包み込む流線形のアッパーに上質ス
エードを使い、
モダンなデザインへと
改 良されてい
る。
チュブラーラ
ディアル15,200
円／アディダス
オリジナルス

ジャンクス

ビーバー

ミッドセンチュリー時代のアメリカか
ら着想を得たコレクションに新色が登
場。
フェイスとバンドをシンプルかつス
マートに仕上げたユニセックスな一本
は、
自分用だけ
でなくプレゼント
にも最 適 。時
計各 30,000 円
／トリワ

高い速乾性や撥水性を持つナイロ
ンと保温性に優れたフリースのコンビ
ジャケットは、520gと超軽量設計も魅
力的。寒くなるにつれて他との違いを
実感するはず。
ツイルフリース
ジャケット37,000
円／アンドワン
ダー

時計/ルクア_7F
206-6151-1351

メンズ＆レディス/ルクア_7F
206-6151-1330

現代に華々しくよみがえった
マニア垂涎のスニーカー。
by アディダス
オリジナルス ショップ

5F

ルクア

今なお心を鷲掴みにされる
レア度高めのスニーカー。
by スポーツ ラボ バイ アトモス

ディーゼル

レディス＆メンズ/ルクア_5F
206-6347-0390
ジャケットのラペルやポケット、
パン
ツのウエストなど随所にスプレー加工
を施すことで、
ヴィンテージ感を演出。
共に国内限定コレクション。
ジャケッ
ト77,000 円、パ
ンツ38,000 円、
ストライプシャ
ツ19,800 円／
ディーゼル

スポーツ ラボ
バイ アトモス

メンズ＆レディスシューズ/ルクア_5F
206-6151-1174

こなれた雰囲気を与える
日本限定アイテム。

（上から）不朽の名スニーカーに、
大胆にもカモフラ柄をあしらったエア
フォースワン ’
07 LV8 12,000円。国内
では
［アトモス］限定のスペシャルモ
デル、
ソックダー
トSEプレミアム
14,000 円／共
にナイキ スポー
ツウエア

by ディーゼル

MORE! MORE!!
アメリカンラグ シー

レディス＆メンズ/ルクア_2F
206-6485-7008

2F

ルクア

初となる別注はキルティング仕立て
のボンバージャケッ
ト。首周りや袖口の
リブを細めに修正し、
さらに裏地を配
色仕様にアレンジした別注モデル。
ジャケッ
ト29,000
円／トラディショ
ナル ウェザー
ウェア×アメリカ
ンラグシー

ルクア for POP MEN
アメリカで半世紀以上続く
格式高きシャツブランド。
by ジャーナル
スタンダード

今の気分にフィットする
街的ミリタリーアウター。
by アメリカンラグ シー

オトナ顔なコートには
ほど良い遊び心を。
by ビームス

ジャーナル スタンダード

ビームス

風合いの良いコッ
トンオックスフォード生地を
使用。
ジャケッ
トにもハマる米発インディビジュ
アライズドシャツだが、
＂スタンダードフィッ
ト＂は
タイ
トすぎない仕立てで
カジュアルに羽 織れ
る。ボタンダウンシャツ
24,000 円／インディビ
ジュアライズドシャツ

ブランドの代名詞といえるステンカラーコート
＂セルビー＂。通常、
ウールライナーは表地と同
色だが、
こちらは
［ビームス］
のエクスクルーシヴ
としてゴールデンイエ
ローを採用、
良いアクセ
ントに。
コート54,000円／
トラディショナル ウェ
ザーウェア×ビームス

レディス＆メンズ/ルクア_3F
206-6347-0294

レディス＆メンズ/ルクア_3F
206-6347-0490

3F

ルクア

BOOK SHOP

広く深い知識は男の器量。

セレクト書店

ショッピングを堪能したならば…。
次は、男磨きをいろいろ試そう。

装いのみならず、
マナーにだってこだわりたいし、知識だって深めたい。
ルクア大阪には、男を磨くべき扉が多数。
まずは体験！これ、大正解。

梅田 蔦屋書店

書籍/ルクア イーレ_9F
206-4799-1800 7：00～23：00
ワークスタイルやアートなど、
各ジャンルのコン
シェルジュが本棚を責任編集。手に取った一冊を
皮切りに、
次から次へと新たな本へ導いてくれる。
高さ8m の木がシンボルの
ガーデンラウンジやWi-Fi＆
電源完備の4thラウンジで、
コーヒーを片手に購入前の
本を読めるのも嬉しい。

AUDIO EQUIPMENT

CUSTOM ORDER
テーラーフィールズ

副店長 平川淳一さん

究極の音と聴き心地を求める。

梅田 蔦屋書店
バング&オルフセン

メンズ/ルクア イーレ_7F
206-6151-1433 10：00～21：00
プレミアムパターンオーダースーツが23,000円～
で実現するテーラーフィールズ。豊富な生地と3種
の仕立てメニューからそれぞれ1種選ぶことで価格
が決まる独自のオーダーシ
ステムを採用。
丁寧なカウン
セリングで初心者も楽しみ
ながらオーダーができる。納
期は約6週間。

アーバンリサーチ

メンズ/ルクア イーレ_8F／206-6151-1418 10：00～21：00

イセタン メンズスタイル ワイシャツ・カスタムシャツ・ネクタイ

メンズ/ルクア イーレ_8F／206-4301-3923 10：00～21：00

スタッフ 矢野恭平さん

足元までカンペキに仕上げる。

［アーバンリサーチ］
は国内外700種類以上ものシャツ生地を用意し、全幅の信頼を寄せる日本
のファクトリーにて生産。襟型やカフ型も豊富で、
20,000円～オーダー可能。一流ブランドの生地も
選べる
［イセタンメンズスタイル］
は10,000円～。ペイズリーなどの柄シャツが今季のイチ押しで、
スー
ツやタイを含む柄×柄の上級スタイルを提案。

HAIR & SPA SALON

靴磨き

ヘアカット

梅田 蔦屋書店
靴磨き専門店 バーニッシュ

メンズグルーミングサロン ヘアーズゼノン

靴磨き・革製品のケア/ルクア イーレ_9F
206-4256-6230 10：00～21：00

汚れ落としや栄養補給など最短メニューのク
イック800円の他、
ワックスコートが付いたシャイン
それらに鏡面磨きが加わるケア＆シャイ
1,300円、
ン2,300円が好評。選び方
や磨き方といった革靴にま
つわるイベントも、
［梅田 蔦
屋書店］
内にて月イチペー
スで実施中。

店長 大岡辰徳さん

シューズリペア

※価格は消費税を含まない、
本体のみの価格です。

ヘアサロン/ルクア_7F 206-6485-7723
（カットは～20：00、
カラーは～18：30、
10：00～21：00
パーマは～18：00最終受付）
4つのベーシックコースの他、仕事の合間や商
談前に最適な20分3,000円のクイックグルーミン
グはビジネスパーソンの強い味方。今秋よりアイ
ブロウデザイン3,000 円が
新登場。専用の器具で黄
金比率を測りながら、一人
ひとりに合った美しい眉形
に仕上げてくれる。

男だって髪も肌も清潔感が命。

スタッフ 廣見静香さん

トータルトリートメント

イセタン メンズスタイル
シューケア・リペア

靴修理/ルクア イーレ_8F
206-4301-3933 10：00～21：00
母体はシューケアクリームのメーカーゆえ、革
の種類ごとにクリームを厳選しては丁寧にケア。
リペアメニューも豊富で、
リフト
（かかとのソール）
の交換が2,200円～で、
わず
か30分でできるスピーディー
な仕事ぶり。知識豊富な
シューケアマイスターに気
軽に相談を!

店長 山下尚敏さん

シャツオーダーも。

オーディオ&ヴィジュアル/ルクア イーレ_9F
206-4256-8547 11：00～19：00
昨年 90 周年を迎えたデンマーク発ブランドの
大阪唯一の正規販売店は、
サウンドシステムを
中心としたファーストラインに加えてカジュアルな
「 B＆O PLAY 」
も充実。小型
Bluetoothスピーカー、Beo
Play A1 27,686円は600gの
軽さゆえ、
自宅に仕事場に
外遊びにと相当使える。

細部まで自分仕様に。

スーツオーダー

高品質スピーカー&ヘッドフォン

SHOE CARE

あれもできる
これもできる

梅田 蔦屋書店 シー ユー バイ ウカ

スタッフ 渡辺忍さん
（左）
スタッフ 木田一平さん
（右）

ネイル・ヘアカラー・ヘッドスパ/ルクア イーレ_9F
206-6147-7471 11：00～23：00
（施術内容によって受付時間が異なる）
ヘアカラー、
ヘッドセラピー、
ネイルの3本柱が
基本メニュー。炭酸パワークレンジング＋ハンド
マッサージなど、ヘアとネイルメニューの同時施
術で2,000 円 OFFの男性限
定コースもあり。組み合わ
せ自在ゆえに、時間や悩み
に合わせて男磨きに励み
たい。

スタッフ 松本梨穂さん

弾む歯応えと共に
濃厚な旨みが炸裂!

宮崎が全国に誇れる
郷土アテと焼酎で乾杯。

博多もつ鍋 おおやま

宮崎酒場 ゑびす

もつ鍋・ホルモン/ルクアダイニング_10F
206-6151-1411
絶品モツ鍋が名物。おすすめの
味噌味は、
10種類もの味噌をブレン
ドし、昆布とカツオダシ、特製ダレを
加えたスープに、
プリプリの国産牛
モツを投入。脂身からダシが溶け出
し、
そこに白ワイン&ゴマ油をあわせ、
さらに風味豊かに。
シズル感抜群の
ビジュアルで、
宴を盛り上げる。

同僚や友人とわいわい宴会したいなら

FOR PARTY

酢モツや馬刺し or 牛タンステーキ、
シメの麺などが付く宴会仕様の山
笠セット1 人前 2,980 円（ 2 人前～）。
味噌味の他、醤油味、水炊き風の3
種あり。

宮崎料理/バルチカ_B2F
206-6151-1540

宮崎で80 年以上続く小料理店
［万作］
の新業態で、
地元の焼酎中
心の銘酒と50種類超の一品が楽し
める。特に郷土料理の筆頭格、
やわ
らかジューシーな鶏のモモ焼きは必
食。ユズコショウや地元民が愛する
＂戸村の焼肉のタレ＂浸しの大根お
ろしとの絡みが酒を呼ぶ。
霧島鶏を使う宮崎鶏もも焼き990
円。宮崎産若鶏のチキン南蛮790円
（15：30～注文可）
は、定番のタルタ
ルがけムネ肉と、
しば漬けのタルタ
ルがけモモ肉が競演。

デキる男は、
シーンが映えるお店へとエスコートできるのだ。
本格フレンチを
グッとカジュアルに。

定番から創作まで、
豊富なバリエで魅了。

ビストロ ヴァリエ

スペイン料理＆バル
ローザ・ローハ

ビストロ/ルクアダイニング_10F
206-6485-7770

中之島の
［レストラン ヴァリエ］
の
味を継承。現代風にアレンジされた
メニューには日本の食材も多く使わ
れ、和と洋の見事な融合に出合え
る。
コースと並び、彼女とのシェアが
楽しいア･ラ･カルトも充実。多彩な
ワインやシャンパンと共に、華麗なる
マリアージュを。

スペインバル/ルクアダイニング_10F
206-6151-1384

意中のアノ子としっとり食事を楽しむなら

FOR DATE

牛 肉とキノコの 赤ワインリゾット
1,600円やフォアグラのフラン里芋と
ごぼうのヴルーテ1,500円など、根菜
を使った料理が登場。

［ホテルグランヴィア大阪］直営
店。アヒージョや魚介のエキスが詰
まった名物のパエリアなどスペイン
料理の王道を押さえつつ、今秋注
目はフレンチ出身のシェフ渾身のオ
リジナルパテ。6日間かけて肉の旨
みを凝縮し、
キノコの香りを加えた
逸品で、
ワインが進む。
パテ･アン･クルート～フォレスティ
エール風～ 1,389 円
（ 17：00 ～注文
可）
。小海老とキノコのアヒージョ787
円。
シーフードパエリア2,037円。

ライブ感に心躍る
四季の揚げたて天ぷら。

間違いない贅沢!
カウンター鮨で口福。

芦屋 天がゆ

鮨処 音羽

天ぷら専門店/ルクアダイニング_10F
206-6341-3002
薄い衣をまとった天ぷらは口あた
りが軽やかで、噛むほどに素材の旨
みがじんわり広がる。店内はカウン
ターオンリーで、板前がお客のペー
スに合わせて揚げたてを一品ずつ
提供。車エビ、アナゴ、アスパラと
いった定番に、秋はマツタケや銀
杏、
キノコ、
サンマなどがお目見え。
新鮮魚介のカルパッチョや天付き3
種盛りに、天ぷら10 品、
お粥 orご飯
などからなる梅乃献立 3,530 円の
他、豊富なコースを用意。

寿司/ルクアダイニング_10F
206-6485-7811

ここぞいう大事なシーンでキメたいなら

FOR SPECIAL DAY

瀬戸内海産をメインに毎日仕入
れるネタを小気味良く握ってくれる
鮨店。日替わりの造りや煮物といっ
た一品料理も抜群で、
これからの時
季だとサンマやカワハギが美味。
しっぽりテーブル席もいいけれど、特
別な日はぜひ、
ベテラン職人の技を
眺められるカウンター席で!
愛媛県産の鯛や北海道産のウニな
ど自慢のネタの握り11貫に、味噌汁
と茶碗蒸し、季節のデザートが付い
た大満足のセット、
椿2,593円。

LUCUA osaka NEWS
エストネーション

テーラーフィールズ

レディス＆メンズ/ルクア イーレ3F

メンズ/ルクア イーレ_7F

ESTカード登録キャンペーン

セレッソ大阪とのコラボキャンペーン

10月5日
（水）〜11月1日
（火）
ESTメンバーズカードを持っていない新規男
性メンバーを対象に、
お得なキャンペーンを実
施。商品を購入して1週間以内にWEB登録す
ると、通常500ポイント付与のところ、期間中に
限り1,000ポイント
（1,000円分）
を付与。
この機
会にビジネスからカジュアルまで幅広く揃った
秋冬アイテムをチェックして。

アーバンリサーチ

10月5日
（水）〜11月1日
（火）

セレッソ大阪公式スーツのサプライヤーを
務めるテーラーフィールズ。期間中、23,000円
以上のスーツを仕立てると、抽選で30名限定
で、
好きな選手のサインをスーツの裏地に入れ
てもらえる特別企画を開催。同チームの人気5
選手がセレクトした生地も期間限定で登場し
ているのでこちらもお見逃しなく。
※ジャケット単品購入の場合は対象外。

バブアー

メンズ/ルクア イーレ_8F

メンズ＆レディス/ルクア イーレ_8F

SUIT FAIR

OILEDジャケット
メンテナンスキャンペーン

10月5日
（水）〜11月1日
（火）

10月5日
（水）〜11月1日
（火）
期間中、URBAN RESEARCH Tailorのスーツ、
ジャケット、
パンツを購入すると、一部のお直し
メニューを無 料で受け付け。また、U R B A N
（税込）
以上
RESEARCH Tailorの商品を55,000円
購入すれば、
レジにてスペシャルプライスに。
詳しくはスタッフまで。

期間中、
ディス
OILEDジャケットを購入すると、
カウントチケットをプレゼント。
ラヴァレックス社
のクリーニング＋リプルーフサービスを、通常
の半額にあたる6,000円
（税込み）
の特別価格
で利用できる。

ユニバーサルランゲージ メジャーズ

ビームス

オーダースーツフェア

KIJIMA TAKAYUKI
Limited Time Store

メンズ/ルクア イーレ_8F

10月5日
（水）〜23日
（日）

レディス＆メンズ/ルクア_3F

10月14日
（金）〜23日
（日）
期間中、
オーダースーツを注文すると、
オリ
ジナルネクタイをプレゼント
（なくなり次第終
了）
。スーツは、
「エルメネジルド ゼニア」や「ロ
ロ・ピアーナ」
などイタリア生地を中心とした各
国の生地をラインアップ。デザインバリエも豊
富ゆえ、
自分に似合う1着を見つけて。

MSPC プロダクト

シンプルながらも時代性を感じさせるデザイ
ンや素材遣いで、
ファッション好きを虜にする
「 KIJIMA TAKAYUKI
（キジマ タカユキ）」。別注の
ベレー帽を始めとした圧巻のコレクションを展
開する、
メンズ・ウィメンズ合同イベントを開催
する。

フリークス ストア メンズ

バッグ/ルクア_7F

メンズ/ルクア_7F

MSPC PRODUCT直営店
限定商品発売＆ノベルティーフェア

カナダグース
モアバリエーション

10月5日
（水）〜（ノベルティーはなくなり次第終了）

10月5日
（水）〜11月1日
（火）

本誌掲載のバックパックをはじめ、3WAY 仕
様のバックパックとボディーバッグの全3型が、
直営店限定商品としてお目見え。迷彩
（写真）
とオールブラックの2 色展開をする。発売を記
念して、限定商品購入でノベルティー
（ポー
チ）
を先着20名にプレゼント。

カナダ北東部にてスタートしたカナダグー
ス。厳密なプロダクトコントロールで、
メイド イン
カナダにこだわり続けている。
この度、冬のア
ウタージャケットの定番として君臨しつつある
同ブランドのモアバリエーションフェアを開催。
この機会にそのクオリティーに触れて。

その他メンズ取扱店の、期間限定フェア情報はルクア大阪公式HPでチェック!
http://www.lucua.jp/mens1610/

※価格は消費税を含まない、
本体のみの価格です。

約50店舗実施

デキる男は買い物も上手に。

LUCUAメンバーズカード

118店舗

メンズ入会キャンペーン

1

メンズだけの入会特典、
あります。
下記対象店舗でLUCUAメンバーズカードへご入会いただくと、税込5,000円
をプレゼント!
購入ごとに「LUCUA 1100&LUCUA メンズお買い物券500円分」

キャンペーン対象
店舗にて
税込5,000円以上の
ご購入＆
LUCUAメンバーズ
カードへご入会

引換券とレシートを
特設ブースに
持っていくと
お買い物券をゲット！

ショップスタッフより、
「お買い物券引換券」
をお渡し

※レシートの合算は同日、同店舗のみ可能です。
（税込）
を頂戴いたします。年会費は無料です。
※LUCUAメンバーズカードへの入会費として200円
※お買い物券のお渡しは、
お一人様10枚までとさせていただきます。
（水）
～平成28年12月31日
（土）
です。
※お買い物券有効期間は平成28年10月5日
※お買い物券は、券裏面記載のキャンペーン対象店舗でのみお使いいただけます。

2

｜期間｜

（水）
～
10月5日
（火）
11月1日

お連れ様紹介特典、
あります。
1.のメンズ入会キャンペーンにお連れ様をご紹介いただくと、
ご紹介者様にLUCUAメンバーズカードのポイント500ポイントをプレゼント!

LUCUAメンバーズ
カードのご提示
＋
LUCUAメンバーズカード
メンズ入会キャンペーンへ
ご参加いただける
男性のお連れ様をご紹介

男性のお連れ様が
LUCUAメンバーズカード
メンズ入会
キャンペーンへ
ご参加

ショップスタッフより、
ご紹介者様へ
「500ポイント
プレゼント券」
を
お渡し

「500ポイント
プレゼント券」
を
特設ブースに持っていき、
LUCUAメンバーズカードを
ご提示いただくと、
11/11（金）に
500ポイントをプレゼント！

※対象店舗へ、
ご紹介者様とお連れ様がご一緒にご来店された場合のみ対象となります。
（金）
に自動的に付与させていただきます。
※500ポイントは11/11
※ポイント付与のため、会員番号の登録を行いますので、必ず特設ブースまでお越しください。

■実施期間：10月5日
（水）
〜11月1日
（火） ■特設ブース：ルクア イーレ8F エスカレーター横 10：00 〜 21：00

※最終日のみ21：15まで

LUCUAメンバーズカード メンズ入会キャンペーン 対象店舗一覧
［ルクア イーレ］ 9F 梅田 蔦屋書店 アップル オーソライズド リセラー
（情報家電販売）
／アップル正規サービスプロバイダ
（情報家電修理）
／ウエディング デザイン ラボ
（オリジナルウエディングのトータ
（書籍）
／靴磨き専門店 バーニッシュ
（靴磨き・革製品のケア）
／シーユー バイ ウカ
（ネイル・ヘアカラー・ヘッドスパ）
／JTB
（旅行相談）
／ツタヤ モバイル
（携帯電話・スマートフォン
ルサポート）
／梅田 蔦屋書店
（オーディオ&ヴィジュアル）
／ル・ガラージュ
（カフェ） 8F イセタン メンズスタイル サムソナイト
（トラベルバッグ）
／ジャケット・セーター・シャツ・パンツ・シーズン雑貨
（メン
アクセサリー）
／バング&オルフセン
（メガネ）
／プロテカ
（トラベル
ズ）
／シューケア・リペア
（靴修理）
／ジュエリー
（アクセサリー）
／紳士鞄・傘・フレグランス・ライター
（メンズ）
／紳士靴
（メンズシューズ）
／肌着・靴下・ナイトウエア
（メンズ）
／ 999.9
（バッグ・ファッション雑貨）
／オンリープレミオ
（メンズ）
／クインクラシコ
（メンズシューズ）
／ク
バッグ）
／レザーグッズ
（財布小物）
／ワイシャツ・カスタムシャツ・ネクタイ
（メンズ）
／アーバンリサーチ
（メンズ）
／m0851
（メンズ・ファッション雑貨）
／ザ・ノース・フェイス マン
（メンズ）
／ダーナヴィエ
（メンズ）
／デンハム
（メンズ）
／ナイジェル･ケーボン アーミー･ジム
（メンズ＆
ロ
（メンズ）
／ザ・ウォッチショップ
（時計）
／ザ コモン テンポ
（メンズ）
／マーガレット・ハウエル
（メンズ）
／ユニバーサルランゲージ メジャーズ
（メンズ） 7F お直しコンシェルジュ ビック・ママ
（洋服お直し）
／カネコオプチカル
レディス）
／バブアー
（メンズ＆レディス）
／45R
（レディス＆メンズ）
／ジャーナル スタンダード レリューム
（レディス＆メンズ）
／スカーゲン
（バッグ・ファッション雑貨）
／WSI
金子眼鏡
（メガネ）
／ザ・ダファー・オブ・セントジョージ
（レディス＆メンズ）
／シップス デイズ
（時計）
／テーラーフィールズ
（メンズ）
／マンハッタン ポーテージ
（バッグ・ファッション雑貨）
／ユナイテッドトウキョウ
（レディス＆メンズ）
／ル ジュン
（レディス＆メンズ・キッズ） 6F オールドネイビー
（レディス＆メ
（レディス＆メンズ・生活雑貨）
／フォーエバー21
（レディス＆メンズ） 5F オーバーライド/カオリノモリ
（帽子・ファッション雑貨）
／シップス ブルーストア
（レディス＆メンズ）
／
ンズ・キッズ＆ベビー）
／コロニー 2139
（レディス＆メンズ）
／フラボア
（レディス＆メンズ・雑貨）
／ル ティロワドゥドレステリア
（レディス＆メンズ・生活雑貨） 4F イセ
ジンズ
（メガネ）
／ツールズ
（バッグ・ファッション雑貨）
／ナノユニバース ライブラリ
（レディス＆メンズ・ファッション雑貨）
／イセタン クローゼット / ジーンズ
（レディス＆メンズ）
／シフォン
（レディス＆メンズ・ファッション雑貨）
／セオリー
（レディス＆メンズ）
／トーガ
タン クローゼット アンダーカバー
ヴイ．
エー ストア
（レディス＆メンズ）
／トリコ・コム デ ギャルソン/コム デ ギャルソン･ポケット
（レディス＆メンズ・ファッション雑貨）
／バンヤードストーム
（レディス＆メンズ）
／ビューティフル ピープル
（レディス＆メンズ）
（レディス＆メンズ）
／マッキントッシュ フィロソフィー
（レディス＆メンズ）
／ミントデザインズ
（レディス＆メンズ・ファッション雑貨） 3F エストネー
／ブラックレーベル・クレストブリッジ
（メンズ）
／ポロ ラルフ ローレン
（レディス＆メンズ）
／マルティニーク ルコント
（レディス＆メンズ）
／ユナイテッド ヌード
（レディス＆メンズシューズ）
ション
（レディス＆メンズ）
／トラディショナル ウェザーウェア
［ルクア］7F アーバンリサーチストア
（メンズ＆レディス）
／アディダス オリジナルス ショップ
（メンズ＆レディス）
／ヴォーギッシュ
（メンズ）
／ウォッシュ
（レディス＆メンズシューズ）
／SWC
（アクセサリー）
／MSPC プロ
（ファッション雑貨）
／
ダクト
（バッグ）
／オンリー
（メンズ＆レディス）
／グラニフ
（メンズ＆レディス）
／コレクターズ
（ファッション雑貨）
／コレクティブ ユニオンステーション
（メンズ）
／コンチネンタル リズム セクション
（メンズ）
／ティーケー タケオキクチ
（メンズ）
／ビーバー
（メンズ＆レディス）
／フープ ディドゥ
（メンズシューズ）
／フリークス ストア メンズ
（メンズ）
／フレッドペリー
（メンズ＆レ
ジャンクス
（時計）
／ステュディオス メンズ
ディス）
／ポーカーフェイス
（メガネ）
／メンズグルーミングサロン ヘアーズゼノン
（ヘアサロン）
／ルイス
（メンズ）
／レアセル
（メンズ） 6F

心斎橋リフォーム
（洋服お直し）
／フレディ＆グロスター
（レディス＆メン

／スポーツ ラボ バイ アトモス
（メンズ＆レディスシューズ）
／スリーピー・スリーピー
（レディス＆メンズインナー）
／ゾフ プラス
（メガネ）
／ディーゼル
ズ） 5F サマンサタバサ ターミナル （
7 バッグ・ファッション雑貨）
（レディス＆メンズ）
／ハルタ
（レディス＆メンズシューズ）
／ヒステリックグラマー
（レディス＆メンズ） 4F MHL（レディ
．
ス＆メンズ）
／トゥモローランド
（レディス＆
（レディス＆メンズ）
／ナノ・ユニバースグラウンドフロアー
（レディス＆メンズ） 3F カシラ
（帽子）
／ジャーナル スタンダード
（レディス＆メンズ）
／ジラフ
（ネクタイ）
／ビームス
（レディス＆メンズ）
／ヒロブ
（時計）
／メルシーボークー、
メンズ）
／ルドーム エディフィス エ イエナ
（レディス＆メンズ）
／221リステア
（レディス＆メンズ）
／ミッドウエスト
（レディス＆メンズ） 1F トラベルショップ ミレスト
（トラベル雑貨）
（レディス＆メンズ） 2F アメリカンラグ シー

ルクア大阪

※一部営業時間が異なる店舗がございます。

ルクア イーレ／
ルクア
梅田

大阪市北区梅田3-1-3 206-6151-1111
（大代表）
B2F-9F／ショッピングフロア 10：00～21：00
B2F／バルチカ 11：00～24：00
10F／ルクアダイニング 11：00～23：00

地下鉄
阪急
御堂筋線
ヨドバシカメラ 梅田

阪

大

JR

阪急
大丸 百貨店
阪神梅田

PARKING INFORMATION
税込 5,000 円以上
（当日合算可）
のご購入で駐車料金が 2 時間無料に!
大阪ステーションシティ駐車場
（約600台）
他、提携駐車場にて
取材・文／堀川佳男 黄田駿

椎木伶奈

写真／コーダマサヒロ 井上雅央

中村光明

スタイリング／漣健次 イラスト／山内庸資
※価格は消費税を含まない、
本体のみの価格です。

