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ルクア大阪（ルクア イーレ／ルクア）　NU茶屋町／NU茶屋町プラス　なんばパークス　なんばCITY　ミント神戸　クレフィ三宮　ピオレ姫路







☎06-6151-1111（大代表）
大阪市北区梅田3-1-3
ショッピング　午前10時～午後9時
（12/31は～午後6時、1/2は午前9時半～午
後9時半）
レストラン　午前11時～午前0時（B2）、午前
11時～午後11時（10F）
（12/31は～午後6時）
※営業時間は一部店舗によって異なる
不定休（1/1は休み）
http://www.lucua.jp

ルクア大阪
（ルクア イーレ・ルクア）
1月2日（月・休）～ 1月12日（木）

※価格、商品のデザイン・仕様は変更になる場合があります。
※商品は数に限りがありますので、売り切れの際はご了承ください。
※バーゲン開催期間などは店舗により異なる場合があります。
　詳しくは店舗にお問い合わせください。
※価格は消費税を含まない、本体のみの価格です。

オーストラリアのハミルトンで育てられた、最
高級の子羊ウールを使用。詰まり気味のク
ルーネックやラグランスリーブが今季らしい。
（ジャーナル スタンダード）／ルクア3F ジャー
ナル スタンダード（レディース）
☎06-6347-0296

この冬ヘビロテ確実のリブニット

12,000円→20%OFF～

ボディーは毛足が短い光沢のあるフェイク
ファー、アームはカルガンラムとチベットラム
のファーをあしらったコート。アームを取り外
せば半袖ジレになるスグレモノ。（パリンカ）
／ルクア イーレ3F パリンカ
☎06-6151-1496

存在感抜群のMIXファーデザイン

59,000円→30%OFF

ボトルネックやパフスリーブ、深めのスリットな
ど、トレンドの要素をしっかりと網羅。リボンで
ウエストマークすれば、身長が低い人でもバ
ランスがとりやすい。（パリンカ）／ルクア 
イーレ3F パリンカ
☎06-6151-1496

ゴム編み仕立てのニットワンピ

13,000円→30%OFF

ポーランドのファクトリーブランドが手掛ける、
保温性と吸湿性に優れたメリノウール100％
のベスト。（コールドブレーカー）／ルクア イー
レ4F イセタン クローゼット / ジーンズ
☎06-4301-3818

アウトドアからタウンユースまで

15,000円→20%OFF～

ライトグレーのフォックスファーを取
り外すと、ノーカラーでまた違った
大人な印象に。腰で切り替えたラ
インにはスタイルアップ効果が。
（エストネーション）／ルクア イーレ
3F エストネーション
☎06-4799-1750

上品リッチな
ファー付きコート

78,000円→30%OFF
裾にかけてプリーツを太くすること
で、腰周りをカバーしながらふわっ
と軽やかなシルエットを実現。フラ
ワープリントで春を先取って。（ロー
リーズファーム）／ルクア6F ロー
リーズファームエト
☎06-6151-1301

変化をつけた
プリーツがお見事

4,900円→3,900円

ハリとツヤのあるコットンバーバ
リー生地の表面に撥水加工と花
粉ガード加工を施されたトレンチは、
梅雨時期までヘビーユーズできる。
（ユナイテッドトウキョウ）／ルクア 
イーレ7F ユナイテッド トウキョウ
☎06-6151-1440

機能性抜群の
定番コート

27,600円→30%OFF

愛嬌たっぷりのフェザープルオー
バーはチクチクしないやわらかな肌
当たり。どんなボトムにもハマるう
え、プライスもキュートな優等生。
（ローリーズファーム）／ルクア6F 
ローリーズファームエト
☎06-6151-1301

ふわふわ素材の
愛されニット

3,900円→3,000円

編み目のような型押しを表面全体
に施したレザーバッグは、A4サイ
ズがすっぽりと納まるのでビジネス
シーンでも大活躍。（ユナイテッド
アローズ）／ルクア1F ユナイテッ
ドアローズ ウィメンズストア
☎06-6347-0155

シンプルながら
表情のあるトート

22,000円→40%OFF

さらっとした素材感で、アウターを
羽織ってもボトムにインしてもゴワ
つかず、スタイリング時に困らない
逸品。（ユナイテッドトウキョウ）／
ルクア イーレ7F ユナイテッド トウ
キョウ
☎06-6151-1440

ストレスフリーな
デイリーニット

10,800円→30%OFF

アッパーに施したスリットやアンク
ル丈は脚長効果も期待大。バッ
クジップで着脱しやすく、足もとが
一気にあか抜ける。（ユナイテッド
アローズ）／ルクア1F ユナイテッ
ドアローズ ウィメンズストア
☎06-6347-0155

華奢ヒールで魅せる
美脚ブーティ

28,000円→40%OFF

バックにタックを入れて動きを出し
た、オールシーズン使えるロング丈
のシャツワンピに、冬は袖口のス
タッズがアクセントのハイネック
ニットを合わせて。（ナノ･ユニバー
ス）／ルクア イーレ5F ナノユニ
バース ライブラリ
☎06-6151-1473

シャツワンピを
冬らしくレイヤード

バックタックシャツワンピース 11,000円

→20%OFF～
タートルニットプルオーバー 7,500円

→20%OFF～

顔周りをすっきりと見せるボート
ネックや立体的な丸みをもたせた
パフスリーブなどさりげなく美しいシ
ルエットにこだわった、着心地も抜
群のカシミア混ニット。（イエナ）
／ルクア4F ル ドーム エディフィ
ス エ イエナ
☎06-6347-0995

ディテールへの
こだわりが満載

17,000円→30%OFF～

密度が高く肉厚なダブルモッサ素
材を使用したショートコート。ボタ
ンを留めてフードの首もとを立てる
と、ボリューミーなショールカラー
風にも。（ジャーナル スタンダード）
／ルクア3F ジャーナル スタン
ダード（レディース）
☎06-6347-0296

ジャケット感覚で
さっと羽織って

30,000円→20%OFF～

流行に左右されないシンプルかつ
スタンダードなコートは、フードを取
り外して女性らしい丸襟を主役に
すればきれいめに早変わり。（アー
バンリサーチ）／ルクア7F アーバ
ンリサーチストア
☎06-6151-1327

2way仕様で
着回し力も文句ナシ!

27,000円→20%OFF～

  

洗練されたアイテムを
惜しみなく放出

・
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／

　

／

　

／



☎06-6151-1111（大代表）
大阪市北区梅田3-1-3
ショッピング　午前10時～午後9時
（12/31は～午後6時、1/2は午前9時半～午
後9時半）
レストラン　午前11時～午前0時（B2）、午前
11時～午後11時（10F）
（12/31は～午後6時）
※営業時間は一部店舗によって異なる
不定休（1/1は休み）
http://www.lucua.jp

ルクア大阪
（ルクア イーレ・ルクア）
1月2日（月・休）～ 1月12日（木）

※価格、商品のデザイン・仕様は変更になる場合があります。
※商品は数に限りがありますので、売り切れの際はご了承ください。
※バーゲン開催期間などは店舗により異なる場合があります。
　詳しくは店舗にお問い合わせください。
※価格は消費税を含まない、本体のみの価格です。

オーストラリアのハミルトンで育てられた、最
高級の子羊ウールを使用。詰まり気味のク
ルーネックやラグランスリーブが今季らしい。
（ジャーナル スタンダード）／ルクア3F ジャー
ナル スタンダード（レディース）
☎06-6347-0296

この冬ヘビロテ確実のリブニット

12,000円→20%OFF～

ボディーは毛足が短い光沢のあるフェイク
ファー、アームはカルガンラムとチベットラム
のファーをあしらったコート。アームを取り外
せば半袖ジレになるスグレモノ。（パリンカ）
／ルクア イーレ3F パリンカ
☎06-6151-1496

存在感抜群のMIXファーデザイン

59,000円→30%OFF

ボトルネックやパフスリーブ、深めのスリットな
ど、トレンドの要素をしっかりと網羅。リボンで
ウエストマークすれば、身長が低い人でもバ
ランスがとりやすい。（パリンカ）／ルクア 
イーレ3F パリンカ
☎06-6151-1496

ゴム編み仕立てのニットワンピ

13,000円→30%OFF

ポーランドのファクトリーブランドが手掛ける、
保温性と吸湿性に優れたメリノウール100％
のベスト。（コールドブレーカー）／ルクア イー
レ4F イセタン クローゼット / ジーンズ
☎06-4301-3818

アウトドアからタウンユースまで

15,000円→20%OFF～

ライトグレーのフォックスファーを取
り外すと、ノーカラーでまた違った
大人な印象に。腰で切り替えたラ
インにはスタイルアップ効果が。
（エストネーション）／ルクア イーレ
3F エストネーション
☎06-4799-1750

上品リッチな
ファー付きコート

78,000円→30%OFF
裾にかけてプリーツを太くすること
で、腰周りをカバーしながらふわっ
と軽やかなシルエットを実現。フラ
ワープリントで春を先取って。（ロー
リーズファーム）／ルクア6F ロー
リーズファームエト
☎06-6151-1301

変化をつけた
プリーツがお見事

4,900円→3,900円

ハリとツヤのあるコットンバーバ
リー生地の表面に撥水加工と花
粉ガード加工を施されたトレンチは、
梅雨時期までヘビーユーズできる。
（ユナイテッドトウキョウ）／ルクア 
イーレ7F ユナイテッド トウキョウ
☎06-6151-1440

機能性抜群の
定番コート

27,600円→30%OFF

愛嬌たっぷりのフェザープルオー
バーはチクチクしないやわらかな肌
当たり。どんなボトムにもハマるう
え、プライスもキュートな優等生。
（ローリーズファーム）／ルクア6F 
ローリーズファームエト
☎06-6151-1301

ふわふわ素材の
愛されニット

3,900円→3,000円

編み目のような型押しを表面全体
に施したレザーバッグは、A4サイ
ズがすっぽりと納まるのでビジネス
シーンでも大活躍。（ユナイテッド
アローズ）／ルクア1F ユナイテッ
ドアローズ ウィメンズストア
☎06-6347-0155

シンプルながら
表情のあるトート

22,000円→40%OFF

さらっとした素材感で、アウターを
羽織ってもボトムにインしてもゴワ
つかず、スタイリング時に困らない
逸品。（ユナイテッドトウキョウ）／
ルクア イーレ7F ユナイテッド トウ
キョウ
☎06-6151-1440

ストレスフリーな
デイリーニット

10,800円→30%OFF

アッパーに施したスリットやアンク
ル丈は脚長効果も期待大。バッ
クジップで着脱しやすく、足もとが
一気にあか抜ける。（ユナイテッド
アローズ）／ルクア1F ユナイテッ
ドアローズ ウィメンズストア
☎06-6347-0155

華奢ヒールで魅せる
美脚ブーティ

28,000円→40%OFF

バックにタックを入れて動きを出し
た、オールシーズン使えるロング丈
のシャツワンピに、冬は袖口のス
タッズがアクセントのハイネック
ニットを合わせて。（ナノ･ユニバー
ス）／ルクア イーレ5F ナノユニ
バース ライブラリ
☎06-6151-1473

シャツワンピを
冬らしくレイヤード

バックタックシャツワンピース 11,000円

→20%OFF～
タートルニットプルオーバー 7,500円

→20%OFF～

顔周りをすっきりと見せるボート
ネックや立体的な丸みをもたせた
パフスリーブなどさりげなく美しいシ
ルエットにこだわった、着心地も抜
群のカシミア混ニット。（イエナ）
／ルクア4F ル ドーム エディフィ
ス エ イエナ
☎06-6347-0995

ディテールへの
こだわりが満載

17,000円→30%OFF～

密度が高く肉厚なダブルモッサ素
材を使用したショートコート。ボタ
ンを留めてフードの首もとを立てる
と、ボリューミーなショールカラー
風にも。（ジャーナル スタンダード）
／ルクア3F ジャーナル スタン
ダード（レディース）
☎06-6347-0296

ジャケット感覚で
さっと羽織って

30,000円→20%OFF～

流行に左右されないシンプルかつ
スタンダードなコートは、フードを取
り外して女性らしい丸襟を主役に
すればきれいめに早変わり。（アー
バンリサーチ）／ルクア7F アーバ
ンリサーチストア
☎06-6151-1327

2way仕様で
着回し力も文句ナシ!

27,000円→20%OFF～

  

洗練されたアイテムを
惜しみなく放出

・
／
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／











☎06-6644-2960
大阪市中央区難波5-1-60
ショッピング　午前10時～午後9時
（12/31は～午後6時、1/2は午前9時半～）
レストラン　午前10時～午後10時
（12/31は～午後6時）
※営業時間は一部店舗によって異なる
不定休（1/1は休み）
http://www.nambacity.com

なんばCITY
1月2日（月・休）～ 1月15日（日）

※価格、商品のデザイン・仕様は変更になる場合があります。
※商品は数に限りがありますので、売り切れの際はご了承ください。
※バーゲン開催期間などは店舗により異なる場合があります。詳しくは店舗にお問い合わせください。
※価格は消費税を含まない、本体のみの価格です。

旬のエッセンスを効かせた
ウエアが大充実

☎06-6644-7100
大阪市浪速区難波中2-10-70
ショッピング　午前11時～午後9時
レストラン　午前11時～午後11時
（12/31は～午後6時、1/2は午前9時半～）
※営業時間は一部店舗によって異なる
不定休（1/1は休み）
http://www.nambaparks.com

なんばパークス
1月2日（月・休）～ 1月15日（日）

おしゃれ度を加速させる
優良ラインアップ

ウールの縦糸にフェザーヤーンなどさまざまな
素材をMIXさせた、別注ツイードが存在感を
放つニットワンピース。お呼ばれからデートま
で活躍すること間違いナシ。（ドレステリア）
／ 2F ドレステリア
☎06-4394-8003

フォーマルにも使えそうな上品ワンピ

36,000円→30%OFF

日本人の足の形にフィットするよう作られたカ
ウレザーのサイドゴアブーツ。ミニマムデザイ
ンだからこそ、色味のあるタイツやソックスと
の組み合わせを楽しんで。（フリークス スト
ア）／ 4F フリークス ストア
☎06-6633-8118

長時間でも疲れにくい3cmヒール

13,500円→20%OFF

温かみのあるアラン柄のニットは、背中の途
中からふんわりとしたシャツ生地に切り替えら
れ、二つの表情が楽しめるユニークなデザイ
ン。（アーバンリサーチ ドアーズ）／ Tテラス
2F アーバンリサーチ ドアーズ
☎06-6648-6202

バックシャンな異素材コンビ

9,000円→30%OFF

重くなりがちな冬のコーデに軽さを、
メンズライクな着こなしに女性らし
さをプラスしてくれる、コットン×ア
クリルのMIX糸で編み合わされた
ニットバッグ。（フリークス ストア）
／ 4F フリークス ストア
☎06-6633-8118

スタイリングの
ハズシに大活躍

8,800円→20%OFF

やわらかなモールヤーンでざっくり
編まれた肌触り抜群のプルオー
バー。ゆったりとした首もとは肌見
せによる抜け感はもちろん、シャツ
やタートルとの重ね着もお手のも
の。（カージュ）／ 3F カージュ
☎06-4396-6786

レイヤード自在の
モコモコニット

11,000円→40%OFF

特殊な糸によりインディゴライクに
仕上げられたニットプルオーバー。
ざっくりとした編み地やゆったりとし
たシルエットがこなれ感たっぷり。
（ミディウミ）／ 3F マーコート
☎06-6599-8851

インディゴライクな
風合い

10,800円→30%OFF

ボリューミーなニットの上などにも
着られるよう、少しワイドなシルエッ
トに。繊維の細いウールで軽く、
高級感のある仕上がりに。（アー
バンリサーチ ドアーズ）／ Tテラス
2F アーバンリサーチ ドアーズ
☎06-6648-6202

着膨れ知らずの
シンプルアウター

25,000円→30%OFF

取り外せるボアのライナー付きでロ
ングシーズン着用できるフードコート
は、デニムやチノパンといったカ
ジュアルなスタイリングにぴったり。
ヒップをカバーしてくれる丈感も絶
妙。（カージュ）／ 3F カージュ
☎06-4396-6786

フードまで続く
ライナーがツボ

25,900円→40%OFF

両畦編みで出した立体感やロングスリーブが今っぽ
いニット。オーバーサイズでも丈感をジャストにするこ
とで、ワイドパンツやデニムなどのボトムとも好相性。
（ラグナムーン）／本館１F ラグナムーン
☎06-6636-1760

鮮度抜群のバルキーニットを投入

14,000円→30%OFF

絶妙なビッグシルエットの肩落ちスリーブニットに、
ケーブル編みを施した袖でディテールを効かせて。こ
の一枚でトレンドのルーズなシルエットが叶う。（ケー
ビーエフ）／南館1F ケービーエフ
☎06-6684-9220

袖のボリューム感がたまらない！

6,500円→30%OFF

リーンシルエットのスーパーロング丈がモードな気分。
バックスタイルには長いベンツを施しているので、歩
く姿もかっこよくキマる。（アダム エ ロペ）／本館
B1 アダム エ ロペ
☎06-6644-2422

ハンサム顔のロングコートに注目

45,000円→30%OFF

上質なモール糸で織り上げたツイード生地を使用し、
裾が長めのフリンジに加工されたタイトスカート。
フォークロア要素をさり気なく取り入れて人と差をつ
けよう。（ラグナムーン）／本館１F ラグナムーン
☎06-6636-1760

いつもの装いがワンランクアップ

15,000円→30%OFF

ショートブーツとバランスがとりやすいミディ丈
のワイドパンツ。ストレッチを効かせつつ、セ
ンタープレスできちんと感もほど良くキープ。
（スピック アンド スパン）／本館1F スピック 
アンド スパン
☎06-6644-2787

ウールタッチの伸縮素材を使用

14,000円→20%OFF

大きく開いたネックデザインが特徴
のダブルボタンコートに、ボリュー
ムのあるファーティペットをセット。
取り外しできるので、シーンに応じ
て華やかさをプラスして。（ケービー
エフ）／南館1F ケービーエフ
☎06-6684-9220

TPOに合わせて
使い分けられる一着

15,800円→30%OFF

羽織るだけですっきりとした印象にシフト
できる美しいシルエットが魅力のコートは、
シンプルかつ上品な仕上がりで、女性ら
しさを引き立ててくれる一着。（スライ）
／本館B1 シェルター
☎06-6630-8690

定番チェスターを
アップグレード

15,970円→20%OFF～

上質なウール素材を二重織りにす
ることで、軽さと暖かさを両立。
すっきりとしたラインなので、前の
ボタンを開けても美しいシルエット
に。（スピック アンド スパン）／
本館1F スピック アンド スパン
☎06-6644-2787

美フォルムな
ノーカラーコート

34,000円→30%OFF



☎06-6644-2960
大阪市中央区難波5-1-60
ショッピング　午前10時～午後9時
（12/31は～午後6時、1/2は午前9時半～）
レストラン　午前10時～午後10時
（12/31は～午後6時）
※営業時間は一部店舗によって異なる
不定休（1/1は休み）
http://www.nambacity.com

なんばCITY
1月2日（月・休）～ 1月15日（日）

※価格、商品のデザイン・仕様は変更になる場合があります。
※商品は数に限りがありますので、売り切れの際はご了承ください。
※バーゲン開催期間などは店舗により異なる場合があります。詳しくは店舗にお問い合わせください。
※価格は消費税を含まない、本体のみの価格です。

旬のエッセンスを効かせた
ウエアが大充実

☎06-6644-7100
大阪市浪速区難波中2-10-70
ショッピング　午前11時～午後9時
レストラン　午前11時～午後11時
（12/31は～午後6時、1/2は午前9時半～）
※営業時間は一部店舗によって異なる
不定休（1/1は休み）
http://www.nambaparks.com

なんばパークス
1月2日（月・休）～ 1月15日（日）

おしゃれ度を加速させる
優良ラインアップ

ウールの縦糸にフェザーヤーンなどさまざまな
素材をMIXさせた、別注ツイードが存在感を
放つニットワンピース。お呼ばれからデートま
で活躍すること間違いナシ。（ドレステリア）
／ 2F ドレステリア
☎06-4394-8003

フォーマルにも使えそうな上品ワンピ

36,000円→30%OFF

日本人の足の形にフィットするよう作られたカ
ウレザーのサイドゴアブーツ。ミニマムデザイ
ンだからこそ、色味のあるタイツやソックスと
の組み合わせを楽しんで。（フリークス スト
ア）／ 4F フリークス ストア
☎06-6633-8118

長時間でも疲れにくい3cmヒール

13,500円→20%OFF

温かみのあるアラン柄のニットは、背中の途
中からふんわりとしたシャツ生地に切り替えら
れ、二つの表情が楽しめるユニークなデザイ
ン。（アーバンリサーチ ドアーズ）／ Tテラス
2F アーバンリサーチ ドアーズ
☎06-6648-6202

バックシャンな異素材コンビ

9,000円→30%OFF

重くなりがちな冬のコーデに軽さを、
メンズライクな着こなしに女性らし
さをプラスしてくれる、コットン×ア
クリルのMIX糸で編み合わされた
ニットバッグ。（フリークス ストア）
／ 4F フリークス ストア
☎06-6633-8118

スタイリングの
ハズシに大活躍

8,800円→20%OFF

やわらかなモールヤーンでざっくり
編まれた肌触り抜群のプルオー
バー。ゆったりとした首もとは肌見
せによる抜け感はもちろん、シャツ
やタートルとの重ね着もお手のも
の。（カージュ）／ 3F カージュ
☎06-4396-6786

レイヤード自在の
モコモコニット

11,000円→40%OFF

特殊な糸によりインディゴライクに
仕上げられたニットプルオーバー。
ざっくりとした編み地やゆったりとし
たシルエットがこなれ感たっぷり。
（ミディウミ）／ 3F マーコート
☎06-6599-8851

インディゴライクな
風合い

10,800円→30%OFF

ボリューミーなニットの上などにも
着られるよう、少しワイドなシルエッ
トに。繊維の細いウールで軽く、
高級感のある仕上がりに。（アー
バンリサーチ ドアーズ）／ Tテラス
2F アーバンリサーチ ドアーズ
☎06-6648-6202

着膨れ知らずの
シンプルアウター

25,000円→30%OFF

取り外せるボアのライナー付きでロ
ングシーズン着用できるフードコート
は、デニムやチノパンといったカ
ジュアルなスタイリングにぴったり。
ヒップをカバーしてくれる丈感も絶
妙。（カージュ）／ 3F カージュ
☎06-4396-6786

フードまで続く
ライナーがツボ

25,900円→40%OFF

両畦編みで出した立体感やロングスリーブが今っぽ
いニット。オーバーサイズでも丈感をジャストにするこ
とで、ワイドパンツやデニムなどのボトムとも好相性。
（ラグナムーン）／本館１F ラグナムーン
☎06-6636-1760

鮮度抜群のバルキーニットを投入

14,000円→30%OFF

絶妙なビッグシルエットの肩落ちスリーブニットに、
ケーブル編みを施した袖でディテールを効かせて。こ
の一枚でトレンドのルーズなシルエットが叶う。（ケー
ビーエフ）／南館1F ケービーエフ
☎06-6684-9220

袖のボリューム感がたまらない！

6,500円→30%OFF

リーンシルエットのスーパーロング丈がモードな気分。
バックスタイルには長いベンツを施しているので、歩
く姿もかっこよくキマる。（アダム エ ロペ）／本館
B1 アダム エ ロペ
☎06-6644-2422

ハンサム顔のロングコートに注目

45,000円→30%OFF

上質なモール糸で織り上げたツイード生地を使用し、
裾が長めのフリンジに加工されたタイトスカート。
フォークロア要素をさり気なく取り入れて人と差をつ
けよう。（ラグナムーン）／本館１F ラグナムーン
☎06-6636-1760

いつもの装いがワンランクアップ

15,000円→30%OFF

ショートブーツとバランスがとりやすいミディ丈
のワイドパンツ。ストレッチを効かせつつ、セ
ンタープレスできちんと感もほど良くキープ。
（スピック アンド スパン）／本館1F スピック 
アンド スパン
☎06-6644-2787

ウールタッチの伸縮素材を使用

14,000円→20%OFF

大きく開いたネックデザインが特徴
のダブルボタンコートに、ボリュー
ムのあるファーティペットをセット。
取り外しできるので、シーンに応じ
て華やかさをプラスして。（ケービー
エフ）／南館1F ケービーエフ
☎06-6684-9220

TPOに合わせて
使い分けられる一着

15,800円→30%OFF

羽織るだけですっきりとした印象にシフト
できる美しいシルエットが魅力のコートは、
シンプルかつ上品な仕上がりで、女性ら
しさを引き立ててくれる一着。（スライ）
／本館B1 シェルター
☎06-6630-8690

定番チェスターを
アップグレード

15,970円→20%OFF～

上質なウール素材を二重織りにす
ることで、軽さと暖かさを両立。
すっきりとしたラインなので、前の
ボタンを開けても美しいシルエット
に。（スピック アンド スパン）／
本館1F スピック アンド スパン
☎06-6644-2787

美フォルムな
ノーカラーコート

34,000円→30%OFF





※価格、商品のデザイン・仕様は変更になる場合があります。
※商品は数に限りがありますので、売り切れの際はご了承ください。
※バーゲン開催期間などは店舗により異なる場合があります。
　詳しくは店舗にお問い合わせください。
※価格は消費税を含まない、本体のみの価格です。

ワンピース×ヒールで女性らしく、
ワイドパンツ×スニーカーでマニッ
シュに。ざっくり羽織れるビッグ
チェックのコートは、スタイリング次
第で見え方が変わる。（ロッソ）／
3F アーバンリサーチ ロッソ
☎078-230-4710

軽さも魅力の
チェスターコート

36,000円→30%OFF

アッパーにハラコとスタッズをあし
らったローファーは、メンズライクな
がらもポインテッドトゥでドレッシー
なたたずまいに。（シガーソン モリ
ソン）／ 4F ジョンブルプライベー
トラボ クラス・ユナイト
☎078-252-2315

クールに仕上げる
ハンサムな一足

55,000円→50%OFF

ハリのあるしなやかなナイロン素材のロングト
レンチ。ダルメシアン柄のライナー付き＆フー
ドも取り外し可で春先まで使える一着。（ダ
ルデベール）／ 4F ジョンブルプライベートラ
ボ クラス・ユナイト
☎078-252-2315

こなれ見えするドライなカーキ

34,000円→60%OFF

ウエストをひもで調節できるスキニータイプの
ストレッチパンツは、カジュアル過ぎない細畝
コーデュロイならではの上品な光沢感が好印
象。（フレームワーク）／ 2F スピック＆スパ
ン / フレームワーク
☎078-291-5105

毎年人気のイージーコールパンツ

11,000円→30%OFF～

大人気のニットワンピースが今季らしいカラー
で再登場。トレンドのネップ素材でニュアン
スが与えられたアイシーなブルーが、冬の街
並みに品良く映える。（イエナ）／3F ル ドー
ム エディフィス エ イエナ
☎078-291-4572

きれい色の大人なフレアワンピ

16,500円→30%OFF～
腰位置高めのギャザーやフロントのスリットデ
ザインなど、春夏のシーズントレンドをいち早く
取り入れたひざ下丈スカートはマストバイ。ビ
ビッドなローズピンクもまた新鮮！（アーガ）／
2F アーガ
☎078-232-4002

ハイウエストの最先端ディテール

13,889円→20%OFF～

ストレッチが効いて体にほど良くフィットする、
重ね着しやすい薄手のリブタートル。太さの
違うマルチボーダーをアウターやトップスから
チラ見せしてスタイリングに抜け感を。（アー
ガ）／ 2F アーガ
☎078-232-4002

ピッチも配色も絶妙なリブニット

12,038円→30%OFF～

 / 

☎078-265-3700
神戸市中央区雲井通7-1-1
ショッピング　午前11時～午後9時
（12/31は～午後7時、1/2・3は午前10時～）
レストラン　午前11時～午後11時
（12/31は～午後7時）
※営業時間は一部店舗によって異なる
不定休（1/1は休み）
http://mint-kobe.jp

ミント神戸
1月2日（月・休）～ 1月9日（月・祝）

着映えしそうな

リアルクローズがいっぱい





※価格、商品のデザイン・仕様は変更になる場合があります。
※商品は数に限りがありますので、売り切れの際はご了承ください。
※バーゲン開催期間などは店舗により異なる場合があります。
　詳しくは店舗にお問い合わせください。
※価格は消費税を含まない、本体のみの価格です。

古着のノルディックセーターをカッ
トしてリメイクした、世界にひとつ
だけの心躍るアイテム。ビンテー
ジの風合いはそのまま残し、ビッグ
シルエットで今風に。（ナナナナ
サーカ）／ B1・1F ビームス
☎078-335-2720

ユーズドニットを
今っぽく再構築

32,000円→30%OFF～

顔映りを良くする大胆なフラワー柄のカット
ワークと細かいスパンコールの刺しゅうが秀
逸。バックボタンの開け閉めによってカーディ
ガンにもなる2wayアイテム。（ミヤオ）／
B1・1F ビームス
☎078-335-2720

インパクト大のワザありトップス

36,000円→30%OFF～

首周りだけでなく、フロントのジップも隠して
すっきりと仕上げられたコート。ボアの毛足
の長さを強調したモコモコ感がたまらない。
（アーバンリサーチドアーズ）／ 3F アーバン
リサーチドアーズ
☎078-335-8556

ノーカラーをボアでカジュアルに

18,000円→30%OFF

サイドにスリット入りでボトムともレイヤードしや
すい、ボトルネックのシンプルニット。ベルト
でブラウジングすればシルエットの変化も楽し
める。（アーバンリサーチドアーズ）／3F アー
バンリサーチドアーズ
☎078-335-8556

即買い必須のゆるニットワンピ

10,000円→30%OFF

女性の足もとをすっきり美しく見せるように作
られた“ピュアブーストX”のデザインを踏襲し、
クッション性の高いバウンスフォームを採用し
たランニングシューズ。（アディダス）／ 4F 
アディダス ブランドコアストア
☎078-335-1030

ジョガー必見の女性専用モデル

8,690円→6,000円

この冬もトレンドのオフショルダーをふんわりと
したブークレ素材でかわいく。アウターを上か
ら着てもズレにくい、計算し尽くされた肩ライ
ンがうれしい。（ルージュ・ヴィフ）／ 2F ルト
リオ アバハウス
☎078-335-1022

色っぽくもかわいい欲ばりニット

14,000円→20%OFF

ツヤのある上質ウールに特殊な糸を使って霜
降調の柄を表現した、きちんと感のあるノー
ラペルコート。Iラインシルエットを生かしてス
タイルアップも狙って。（シップス）／ 2F シッ
プス
☎078-331-2241

ノーラペルで顔周りをすっきりと

37,000円→30%OFF

甘くなり過ぎないタイトめなシルエットとひざ下
丈で大人顔のプリーツスカート。ボリュームの
あるニットやコートとも相性が良く、オンもオフ
もシーンを問わず使いやすい。（シップス）／
2F シップス
☎078-331-2241

一枚あると便利な上品細プリーツ

16,000円→40%OFF

☎078-335-1003
神戸市中央区三宮町1-4-3
ショッピング　午前11時～午後9時
レストラン　午前11時～午後11時
※営業時間は一部店舗によって異なる
不定休（12/31・１/１は休み）
http://www.clefy.jp

クレフィ三宮
1月2日（月・休）～ 1月9日（月・祝）

ファッショニスタも納得の
豊富な品揃え





※価格、商品のデザイン・仕様は変更になる場合があります。
※商品は数に限りがありますので、売り切れの際はご了承ください。
※バーゲン開催期間などは店舗により異なる場合があります。
　詳しくは店舗にお問い合わせください。
※価格は消費税を含まない、本体のみの価格です。

1983年に誕生したトレーニング
シューズ“キャンパス”の復刻モデ
ルは、ライニングの色をアッパーよ
り濃くして経年変化も表現。（ア
ディダス オリジナルス）／本館4F 
アディダス オリジナルスショップ
☎079-223-4555

シンプルで飽きない
不屈の名作

14,000円→30%OFF

昨シーズンから引き続き根強い人
気を誇るムートンコートは、パンツ
もスカートもコーデしやすいミドル
丈が正解。フードや袖口のボ
リューム感もかわいい。（ミスティッ
ク）／ヤング館1F ミスティック
☎079-226-6567

最良バランスを
叶えるムートン

14,000円→30%OFF
伸縮性のある素材で作られたドル
マンスリーブのトップスとタイトス
カートは、それぞれ単品でも使いや
すいワードローブの救世主。（カ
プリシューレマージュ）／本館2F 
カプリシューレマージュ
☎079-223-2621

コーデ幅が広がる
万能セットアップ

プルオーバー 8,000円
スカート 8,900円

→20%OFF

保温性に優れたヤクウールのMIX糸でやわら
かな肌触りに仕上げられたVネックニットで、
ほど良い肌見せ感のある大人のカジュアルス
タイルを目指して。（カプリシューレマージュ）
／本館2F カプリシューレマージュ
☎079-223-2621

表情豊かなニットプルオーバー

9,000円→20%OFF

バックに施したタックスリットでAラインのフェ
ミニンなシルエットを実現。襟もとのビジュー
ブローチやラウンドカラーがレトロな雰囲気を
醸し出す。（ルビーリベット）／本館2F ビシェ
ス オペーク
☎079-223-2061

ドレスにも合わせやすいコート

29,000円→30%OFF～

首周りにゆとりのあるリラクシングなオフタート
ルのチュニック。ウエストマークでメリハリを
出しつつ、ヒップラインは隠せるのがうれしい。
（アーバンリサーチ）／本館1F アーバンリ
サーチ
☎079-223-1300

同色のニットリボンがアクセント

11,000円→40%OFF

取り外せばティペットとしても使えるフォックス
ファーをあしらったストール。ファーに付いた
クリップでコートやトップスに固定すればポン
チョ風の着こなしに。（ラボーリ）／本館2F 
ビシェス オペーク
☎079-223-2061

3way仕様の優秀チェックストール

14,000円→30%OFF～

細かくランダムにプリーツを入れたシフォン素
材のスカートは、ふんわりとした印象ながらも
広がり過ぎず、冬の装いに軽やかさをプラス
してくれる。（アーバンリサーチ）／本館1F 
アーバンリサーチ
☎079-223-1300

女っぽさを際立たせる揺れ感が◎

12,000円→40%OFF

☎079-226-0123
姫路市駅前町188-1
ショッピング　午前10時～午後9時
（おみやげ館は午前8時半～午後8時）
レストラン　午前1０時～午後10時
※営業時間は一部店舗によって異なる
不定休（12/31・１/１は休み）
http://www.piole-himeji.jp

ピオレ姫路
1月2日（月・休）～ 1月9日（月・祝）

カジュアルからフェミニンまで
ジャンルレスに



大阪・神戸・京都  百貨店からアウトレットまで

●あべのハルカス近鉄本店 ☎06-6624-1111
→ 1/2～17　近鉄のクリアランスセール

●大阪髙島屋 ☎06-6631-1101
→ 1/2～　WINTER 2017 タカシマヤクリアランス

●近鉄百貨店 上本町店 ☎06-6775-1111
→ 1/2～17　近鉄のクリアランスセール

●京阪百貨店 モール京橋店 ☎06-6355-1313
→ １２/２1～1/4　リニューアル前の超超・売り尽くしセール第2弾
→ 1/5～31　リニューアル前の超超超・売り尽くしセール第3弾

●大丸梅田店 ☎06-6343-1231
→ 1/2～　大丸のクリアランスセール

●大丸心斎橋店 ☎06-6271-1231
→ 1/2～　大丸のクリアランスセール

●阪急うめだ本店 ☎06-6361-1381
→ 1/2～　阪急のクリアランス

●阪神梅田本店 ☎06-6345-1201
→ 1/2～17　阪神 冬のクリアランス

●大阪南港ATCタウンアウトレット マーレ
　 ☎06-6615-5555
→ 1/1～9　ワハハ！ マーレ福笑い市

●岸和田カンカンベイサイドモール
　 ☎072-436-9955
→ 1/1～15　ウィンターバーゲン

●三井アウトレットパーク 大阪鶴見
　 ☎06-6915-3939
→ 12/26～12/31　歳末セール
→ 1/1～9　新春サプライズ

●りんくうプレミアム・アウトレット
　 ☎072-458-4600
→ 1/20～29　プレミアム・アウトレット バーゲン

●神戸三田プレミアム・アウトレット
　 ☎078-983-3450
→ 1/20～29　プレミアム・アウトレット バーゲン

●三井アウトレットパーク マリンピア神戸
　 ☎078-709-4466
→ 1/１～9　新春サプライズ！

●あべのキューズモール ☎06-6556-7000
→ 1/2～15　 BANG！ BANG！ BARGAIN

●ALBi ☎06-6346-7600
→ 1/2～12　ALBi 冬バーゲン

●and ☎06-6625-2800
→ 1/2～17　 Hoop×and 冬のバーゲン

●イーマ ☎06-4796-6377
→ 1/2～15　イーズセール

●上本町ＹＵＦＵＲＡ ☎06-6775-2056
→ 1/2～17　上本町YUFURA 冬のバーゲン

●梅田ロフト ☎06-6359-0111
→ １２/26～1/15　イエローバザー

●EST ☎06-6371-8001
→ 1/2～　EST PINK BARGAIN

●KUZUHA MALL ☎072-866-3300
→ 1/1～　WINTER SALE

●グランフロント大阪 ショップ＆レストラン
　 ☎06-6372-6300
→ 1/2～9　OSAMPO BARGAIN 2017 WINTER

●クリスタ長堀 ☎06-6282-2100
→ 1/2～15　CRYSTA BARGAIN

●京阪シティモール ☎06-6944-5088
→ 1/2～1/9　WINTER BARGAIN

●京阪モール ☎06-6353-2525
→ １２/21～1/4　第2弾 リニューアル前の超超・売り尽くしセール
→ 1/5～31　第3弾 リニューアル前の超超超・売り尽くしセール

●心斎橋オーパ ☎06-6244-2121
→ 1/1～29　Oh! BARGAIN

●心斎橋BIGSTEP ☎06-6258-5000
→ 1/2～9　BIGSTEP 2017 THE WINTER BARGAIN（仮）

●ディアモール大阪・ディアモール フィオレ
　 ☎06-6348-8931
→ 1/2～9　ディアモール ウィンターバーゲン

●天王寺ミオ ☎06-6770-1000
→ 1/1～12　 MIO BARGAIN

●なんばウォーク ☎06-6643-1641
→ 1/2～17　BARGAIN NAMBAWAN

●なんばCITY ☎06-6644-2960
→ 1/2～15　CITY BIG BARGAIN

●なんばパークス ☎06-6644-7100
→ 1/2～15　PARKS GRAND BARGAIN

●なんばマルイ ☎06-6634-0101
→ 1/2～　スパークリングセール

●NU chayamachi ・ NU chayamachiプラス
　 ☎06-6373-7371
→ 1/2～9　NU Winter Bargain

●ハービスPLAZA／ハービスPLAZA ENT
　 ☎06-6343-7500
→ 1/2～9　ハービス冬のクリアランス

●阪急三番街 ☎06-6371-3303
→ 1/2～9　Bon Rouge 三番街のバーゲン

●ヒルトンプラザ イースト・ヒルトンプラザ ウエスト
　 ☎06-6342-0002
→ 1/2～9　ヒルトンプラザのクリアランスセール

●Hoop ☎06-6626-2500
→ 1/2～17　Hoop×and 冬のバーゲン

●ブリーゼブリーゼ ☎06-6343-1633
→ 1/2～9　BREEZÉ BREEZÉ NEW YEAR BARGAIN

●HEP FIVE  ☎06-6313-0501
→ 1/6～9　FIVE HEP UP BARGAIN

●ホワイティうめだ ☎06-6312-5511
→ 1/2～9　Whity BARGAIN

●淀屋橋odona http://www.odona.jp/
→ 1/2～9　オドナのウインターセール

●ルクア大阪（ルクア イーレ ・ ルクア）
　 ☎06-6151-1111
→ 1/2～12　ルクア イーレ＆ルクア バーゲン

●あまがさきキューズモール ☎06-6493-5583
→ 1/１～ 15　BANG！ BANG！ BARGAIN

●クレフィ三宮 ☎078-335-1003
→ 1/2～9　Clefy BARGAIN

●神戸国際会館 SOL ☎078-230-3199
→ 1/2～9　SOL SALE

●神戸ハーバーランドｕｍｉｅ ☎078-382-7100
→ 12/26～1/9　umie WINTER SALE

●神戸BAL ☎078-391-0501
→ 1/2～　BAL Winter Sale 2017

●神戸マルイ ☎078-334-0101
→ 1/2～　スパークリングセール

●三宮オーパ ☎078-291-2121
→ 1/1～9　Oh! BARGAIN

●三宮VIVRE ☎078-391-6631
→ 1/1～9　VIVRE情熱バーゲン

●阪急西宮ガーデンズ ☎0798-68-6666
→ 1/1～9　GARDENS BARGAIN

●ピオレ明石 ☎078-911-1115
→ 1/2～9　冬のバーゲン

●ピオレ姫路 ☎079-226-0123
→ 1/2～9　冬のバーゲン

●プレンティ ☎078-992-0001
→ 1/1～15　プレンティバーゲン

●ミント神戸 ☎078-265-3700
→ 1/2～9　ミント ブリリアント バーゲン

●三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園
　 ☎0798-44-4321
→ 12/1～1/29　売り尽くしバーゲン

●川西阪急 ☎072-757-1231
→ １/２～　川西阪急 冬のクリアランス

●そごう神戸店 ☎078-221-4181
→ １/1～　そごう冬市

●そごう西神店 ☎078-992-2111
→ １/1～16　そごう冬市

●大丸芦屋店 ☎0797-34-2111
→ 1/2～　大丸のクリアランスセール

●大丸神戸店 ☎078-331-8121
→ 1/2～　大丸のクリアランスセール

●大丸須磨店 ☎078-791-3111
→ 1/2～　大丸のクリアランスセール

●宝塚阪急 ☎0797-81-1233
→ 1/2～　宝塚阪急 冬のクリアランス

●西宮阪急 ☎0798-62-1381
→ 1/１～　西宮阪急 冬のクリアランス

●河原町オーパ ☎075-255-8111
→ 1/１～9　Oh! BARGAIN

●京都駅ビル専門店街 ザ・キューブ 
　 ☎075-371-2134
→ 1/１～１２　ザ・キューブ BARGAIN

●京都BAL ☎075-223-0501
→ 1/2～　 BAL Winter Sale 2017

●京都駅前地下街ポルタ ☎075-365-7528
→ 1/1～12　 ポルタの冬バーゲン

●京都マルイ ☎075-257-0101
→ 1/2～　スパークリングセール

●ゼスト御池地下街 ☎075-253-3100
→ 1/2～29　新春フェア Zest the Bargain

●ミーナ京都 ☎075-222-8470
→ 1/2～15　 mina BARGAIN

●MOMOテラス ☎075-611-6300
→ 1/1～9　MOMOテラス Winter SALE

●LAQUE四条烏丸 ☎075-213-1010
→ 1/2～15　LAQUE Sale 

●京都髙島屋 ☎075-221-8811
→ 1/2～　WINTER 2017 タカシマヤクリアランス

●ジェイアール京都伊勢丹 ☎075-352-1111
→ 1/11～　冬のクリアランスセール

●大丸京都店 ☎075-211-8111
→ 1/２～　大丸のクリアランスセール

●藤井大丸 ☎075-221-8181
→ 1/２～9　冬のコーナーバーゲン

※価格は変更になる場合があります。※商品は数に限りがありますので、売り切れの際はご了承ください。

※バーゲン開催期間などは店舗により異なる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

6770-1000
BARGAIN
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