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LUCUA 1100 1F

LUCUA 1100 5F

LUCUA 1100 9F

LUCUA 1100 3F

ジュエッテ
［アクセサリー］

アシンメトリーなデザインが印象的。チャームはスタイ
ルに合わせて取り外しOKの2WAYスタイル。
-----
クリスマス限定「Wrap」ペアクリップ 15,000円　
※数量限定　※クリスマス専用ケース付き（数量限定）

LUCUA 5F

イセタン シーズナル セレクション
手作市場
［ハンドメイド雑貨］

すべて一点物のハンドメイド。日本画の絵具で描か
れた、奥深く豊かな色彩を気軽に身につけて。
-----
〈ニオ〉ブローチ 3,500円

カナル 
プロデュースド バイ ヨンドシー
［アクセサリー］
人気の限定ジュエリーは、女性の魅力を引き出す宝石を
使用。石や地金の表情でつける人にきらめきを添える。
-----
ネックレス 左：20,000円（K10PG・フェルスパー・アメジス
ト・トパーズ／40cm）、右：20,000円（K10YG・フェルス
パー・トパーズ／40cm）　※共にクリスマス専用ケース付き

LUCUA 5F

エテ
［アクセサリー］

可憐な美しさで指先を飾るリング。しなやかな曲線を
描くゴールドに、淡いカラーの天然石を散りばめて。
-----
2019 クリスマス限定「orb」二連リング 34,000円（K10YG
ほか）　※クリスマス専用ケース付き（数量限定）

LUCUA 4F

シネマ 
アッシュ・ペー・フランス
［アクセサリー・ファッション雑貨］

ダイヤモンドが上品に輝くアシンメトリーピアスは、星
を散りばめたクリスマスらしいデザイン。
-----
〈ボヘム〉ピアス 22,500円（K10YG・ダイヤモンド）

イセタン アーバンマーケット
ディプティック
［フレグランス］

幸運、保護、調和を願うラッキーチャームが描かれた、洗練された
3種の香りのキャンドルセット。美しいボックス入りで。
-----
キャンドルコフレ 70g×3種（パン プロテクトゥール、フローラ フォルトゥー
ナ、アンブル フェリシテ）14,500円

LUCUA 1100 2F

LUCUA 1100 2F

LUCUA 1100 3F

サマンサタバサプチチョイス 
デジタルストア
［財布小物］

発売するたびに完売続出、エレガントなデザインで人気のジュ
エルバーシリーズが、クリスマス限定で登場。
-----
折財布 16,000円、キーケース 12,000円　
※クリスマス限定　

梅田 蔦屋書店
マザーハウス
［バッグ・ファッション雑貨］
12色のグラデーションレザーを使用した、スリムなロングウォ
レット。
-----
イロドリ エル スタイル ロング ウォレット 各16,000円

トラディショナル ウェザーウェア
［レディス＆メンズ］

肌触りの良い大判サイズ。着こなしのポイントになるブロック
チェックで、13色とカラー豊富にスタンバイ。
-----
ブランケットマフラー 24,500円

LUCUA 5F

LUCUA 1F

ラリン
［コスメ］

“スターダストの香り”のホリデー限定コレクション。香りと潤い
に包まれて、とっておきの聖夜を。
-----
Best Wishes スペシャルセット［内容：バスアンドボディバブル 
500g、スパークリング ボディスクラブ 240g、チューブ ボディクリーム 
200g、スパークリング ボディミスト 100mL、ハンドクリーム 100g］
9,900円（BOX、スポンジは別売り）　

ジェラート ピケ
［レディス］

ふわもこの“ジェラート”素材で、幸せな着心地。袖のアイスクリーム
ワンポイントで遊び心をプラス。
-----
ロゴ プルオーバー 5,800円

LUCUA 4F

ラブラリー バイ フェイラー
［生活雑貨］

コレクターも多いハンカチに、ラブラリーの人気キャラクター
「オールドテディ」の新柄が登場。
-----
ハローテディ ハンカチ 2,200円

ジューシーロック
［アクセサリー］

光を反射してキラキラ輝くチェーンがアクセントに。ネックレスはス
ライドボールで長さ調整も可能。
-----
左から、ピアス 11,800円（K10YG）、ピアス13,800円（K10YG・
K10WG）、 ネックレス 17,900円（K10YG／52cm・調節可能）、ネック
レス 19,800円（K10YG・K10WG／52cm・調節可能）

お守りにしたいジュエリー＆アクセサリー

※価格は消費税抜きの表示です。※品数に限りがございますので、品切れの際はご了承ください。※仕様・デザイン・価格の変更があることがございます。※印刷の特性上、実際の商品の色と異なる場合がございます。

愛用したくなるかわいいもの

クリスマスにほしいもの



ディーゼル
［メンズ＆レディス］

ストールをドッキングしたボリュームのあるニット
コート。サイドのフリンジもドラマティック。
-----
ニットコート 55,000円

ランバン オン ブルー
［レディス］

バランスがとりやすいミドル丈。ウエストマーク
で、女性らしいメリハリあるシルエットを演出。
-----
ダウンコート 46,000円

ローリーズファームエト
［レディス］

どんなアイテムとも相性良くスタイリングできる
ライトグレーのロングコートは、一枚あると便利！
-----
ノーカラーコート 13,000円

シェルター ラボ
［レディス］

淡いミルクティー色が新鮮。ノーカラーですっき
りとした印象のコクーン型で、女性らしく。
-----
ノーカラーコート 14,800円

スピック＆スパン
［レディス］

長く愛用できる軽くて暖かな上質素材。優雅な衿
もととダブル仕立てのロング丈が品よく華やか。
-----
Wフェイスビッグカラーコート 43,000円

アンデミュウ
［レディス］

キャメル×サックスブルーで、洗練された色合わ
せ。リバーシブルで着回し力絶大。
-----
ガウンコート 13,800円

タンデイ オーク
［レディス・ファッション雑貨］

シンプルでナチュラル。大きめの衿がほんのりレ
トロな表情を作り出すオーバーサイズのコート。
-----
〈オオカミとフクロウ〉フクロウとアラカシのビューロ 
29,000円

ローズ バッド
［レディス］

寒い季節の必須アイテム。カラフルに瞬く星の刺しゅ
うに心ときめく、レディなグローブ。
-----
〈ヴィンセント プラディアー〉手袋 5,500円

ジル バイ ジルスチュアート
［レディス・ファッション雑貨］

大人かわいく仕上げたストールが、今年も入荷。スカー
レットはリアル店舗でしか買えない新色！
-----
リアル店別注ストール 5,400円

ヴィド ポッシュ ドゥ セピカ
［レディス・ファッション雑貨］

なめらかな肌触りで豪華映えするエコファー。幅が細め
なので収まりが良く、うれしい小顔効果も。
-----
ティペット 7,900円

ベーシック アンド アクセント
［生活雑貨］

1837年創業の伝統ある英国のファクトリーから。美
しい柄と、子羊の毛を使った上質な一枚。
-----
〈ブロンテ〉ストール 各8,500円 アダム エ ロペ　ファム

［レディス］

モヘアシャギー素材が冬らしい表情を醸し出す。
コクーンシルエットがモードなテイストをプラス。
-----
ノーカラーコート 29,000円

ファビオ ルスコーニ
［レディスシューズ］

エレガントなポインテッドトゥのブーツに、
ゴールドのスタッズでラグジュアリーな足
もとを演出。
-----
ブーツ 48,000円

ウォッシュ
［レディス&メンズシューズ］

西日本ではココだけ！ 広島発の人気ブランド
から、カンガルーレザーのサイドゴアスニー
カーが新着。
-----
〈スピングル ムーヴ〉ウォッシュ別注復刻カラー 
スニーカー 21,000円

オデット エ オディール
［レディスシューズ］

足もとを軽やかに見せる上品なモカカ
ラーの定番ブーツ。今年は旬のミドル丈で
登場。
-----
ブーツ 26,000円

※価格は消費税抜きの表示です。※品数に限りがございますので、品切れの際はご了承ください。※仕様・デザイン・価格の変更があることがございます。※印刷の特性上、実際の商品の色と異なる場合がございます。

オメカシ
［レディス］

リラックスした着心地のニットワンピー
スは、センターのスリットでスタイル
アップ効果も加味。ダークゴールドの
巾着トートやストレッチブーツで、旬の
テイストを香らせつつ、美しい毛並み
のエコファージャケットで大人のドレス
カジュアルが完成。
-----
ジャケット19,000円、ワンピース 9,800
円、ピアス参考商品、〈ロロル〉バッグ 
9,000円、〈ツル〉ニーハイブーツ 29,000円

ジャーナル スタンダード
［レディス&メンズ］

鮮やかな発色のタートルニットに、リーフ柄
のジャカードパンツでアクセントをプラス。
ファーバッグを冬らしいアクセントに、アイボ
リーの上質なノーカラーコートとチャンキー
ヒールのブーティで、きれいにまとめて。
-----
Vネックコート 35,000円、ニット 13,000円、
テーパードパンツ 19,000円、〈バグマティ〉ファー
巾着バッグ 8,500円、〈モヒ〉ブーツ 19,800円

B1F-9F: ショッピングフロア 10:00～21:00
B2F: バルチカ 11:00～24:00
 ルクアフードホール 10:00～23:00
10F: ルクアダイニング 11:00～23:00



マットな質感が大人っぽいK18イエローゴー
ルドアームに繊細なミルグレインを職人が手作
業で施し、王道の立て爪にひねりを利かせた
アンティークテイスト漂うエンゲージリング。大
切な人を守る「柵」をイメージしたシリーズ、セ
ルカ。枠代のみ84,000円～（イノーヴェ）
Tテラス3F ビジュピコ ☎06-6643-6088

女性ならだれもが一度は憧れるオーソドックス
なエンゲージリング。プラチナと6本の立て爪
でシンプルにダイヤモンドの美しさを引き立て
るだけでなく、光をたくさん取り入れられるよう
石座に透かしを仕込んでより輝きを際立たせ
た「シリウス」0.2ct～195,000円～（アイプリモ）
3F アイプリモ ☎06-6648-8871

身に着けるタトゥーのようなジュエリーを展開す
るフランスのブランド。古代ギリシャの哲学者、
プラトンの著書の一節が刻まれた無骨な円柱
ペンダント「P28 Reflet－反射－」は、永遠の
名品としてデザイナー没後も支持され続けて
いる。26,000円（セルジュ・トラヴァル）
2F H.P.DECO 好奇心の小部屋 NO.1 
☎06-6649-5700

好奇心の小部屋 NO.1

着用したときに石座の地金が正面から見えな
いよう設計することで、スワロフスキージルコニ
アの輝きを最大限まで引き出すネックレス
11,900円。同じ輝きと肌にやさしいファインス
テンレススティールを用いたピアス14,900円
（共にプチコレクション）
4F ブレス ☎06-6537-9447

毎年好評で売り切れ必至のプレミアムなクリス
マス限定ジュエリー。首が細く見える華奢な
10Kチェーンに0.02ctのダイヤモンドを5粒連ね
たネックレスは、さまざまな角度から光を集めて
キラキラと輝きを放ち、デコルテや顔まわりを華
やかに演出する。9,800円（アネモネ）
3F アネモネ ☎06-6649-6767

フランス語で甘いデザートという意味のアント
ルメシリーズ。甘い幸せが永遠に続くようにと
願いがこめられたリングは、凹凸でニュアンス
をつけたイエローゴールドに13粒ものダイヤモ
ンドをセッティングし、ビンテージライクなムード
を醸す。36,000円（シエナ ロゼ）
3F シエナ ロゼ ☎06-4395-5773

丸みを帯びた着け心地の良いシルバーリング
に星型の彫りを施し、その中にゴールドの5本
爪で留めた小さなダイヤモンドをセッティング。
カジュアルな装いにも合わせやすいデザイン
に、さり気ない輝きで上品さと特別感を取り入
れたスターリング50,000円（イー・エム）
3F イー・エム ☎06-6556-6071

肌なじみの良いピンクゴールドを用いてゆるく
カーブをかけた華奢なアームラインに、計
0.04ctのダイヤモンドが3粒並ぶ優美で洗練
されたデザイン。主張しすぎず、どんなシーン
にも、どんなスタイリングとも合わせやすいので
普段遣いできるリング20,000円（トレセンテ）
Tテラス3F トレセンテ ☎06-6641-3888

太陽の力と月の輝きを、バイカラーの天然石で
表したDay＆Nightシリーズのネックレス。チャ
ンスを引き寄せるブルートパーズと恋愛成就を
サポートするアメジストが、互いの輝きを引き立
たせ、小ぶりながらもさり気なく主張する
「shizuku petit」33,000円（マザーハウス）
3F マザーハウス ☎06-4394-8005

結び目の表側に口、裏側に十の形が現れる
ことから、漢字の「叶」を連想して呼ばれてい
る縁起の良い“叶結び”がモチーフ。日本の
伝統をピンクゴールドとダイヤモンドを用いて
表現し、身に着ける人の願いがかなうようにと
想いをこめたペンダント97,000円（ニワカ）
2F 俄(NIWAKA) ☎06-6636-6556

光を身に纏うように“オーラのような光の重なり”
をイメージしてダイヤモンドや淡水パール、天
然石を贅沢に使用したクリスマス限定のコレ
クション。数量限定の専用BOXで特別感を。
ネックレス32,000円（エテ）
3F エテ ☎06-6634-3007
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※俄（NIWAKA）とビジュピコの商品は対象外

10倍
対象商品

toku

キャンペーン詳細は次のページに！

※掲載価格は、税抜き価格で記載しています。詳しくは各店舗にご確認ください。



※チックタックの商品は対象外

10倍
対象商品

＜レディス＞メタリックな輝きを放つストーン
を埋め込み、ピンクゴールドの針とロゴだ
けをセットしたミニマムなφ37mmの
「DZ5598」27,500円、＜メンズ＞カットクリ
スタルによるミリタリールックをピンクゴールド
で昇華させたφ45mmの「DZ4 5 2 4」
34,000円（共にディーゼル）
4F ディーゼル ☎06-6635-0730

スポーティーかつエレガントなコレクション
「ICE steel」の中でも、人気急上昇中の
オールステンレスモデル。上品なローズゴー
ルドの艶めきも加わって、高級感漂う仕上
がりに。＜レディス＞φ43mmのミディアム、
＜メンズ＞φ48mmのラージ各22,000円（共
にアイスウォッチ）
3F アイスウォッチ ☎06-6632-2552

男女問わず人気のロングセラーモデルを、
肌なじみのいいピンクゴールドと洗練感漂
うネイビーというチックタックだけの大人配
色でオーダー。サムシリーズのペアモデル
＜レディス＞φ32mmの「FCST707」、＜メ
ンズ＞φ40mmの「FCRT707」各27,000円
（共にアニエスベー）
4F チックタック ☎06-6634-3260

今年で30周年を迎えた本格ミリタリーウォッ
チブランド。黒一色にこだわったブラックア
ウトシリーズは、25年間昼夜問わず自己発
光するLLTカプセルを搭載し、暗闇での視
認性も抜群。＜レディス＞φ39mmの
「0301.BO.L」33,000円、＜メンズ＞φ45mm
の「3501.BO」43,000円（共にルミノックス）
4F ルミノックス ☎06-6636-0771

ポリカーボネイト製のビッグフェイスに、着
け心地が良くて軽い同色のシリコンストラッ
プを合わせたカラバリ豊富なユニセックス
モデル。ポップなカラーリングも、艶消しの
マットな質感がスポーツクラシカルなムード
を醸し出すφ38mmの「PROCESS_SPI」
各9,000円（共にニクソン×アディダス）
4F アディダス オリジナルス ショップ 
☎06-4394-7515

環境に配慮した素材を用いてハンドメイド
で仕上げる、スペイン発のファッションウォッ
チブランド。ステンレスベルトとナチュラル
素材のMIXが新鮮な＜レディス＞竹製
ケースφ33mmの「プラノ669」17,000円、
＜メンズ＞竹製ケースφ39mmの「プラノ
683」18,000円（共にマム）
3F エイチエムエス ウォッチ ストア 
☎06-6648-8651

゜ ”
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※掲載価格は、税抜き価格で記載しています。詳しくは各店舗にご確認ください。

～

対象商品ミナピタポイント

10倍キャンペーン
前ページ掲載のジュエリーと当ページ掲載のウォッチの
対象商品を購入すると、ミナピタポイントが10倍に！

※ミナピタクレジットカードの2倍特典および会員特典は10倍の対象外です
※「mpクレジットポイント」はポイント10倍の対象外です

※一部対象外の店舗がございます

なんばパークスおすすめのクリス
マスギフトはwebでも展開中。
ファッションライターのオススメポ
イントやweb読者限定でプレゼン
トが当たるキャンペーンも！

プレゼントが当たるキャンペーンも
Webでもチェック！



2F｜ドゥーズィエム クラス
☎078-221-4441

ぬくぬく小物からアクセまで…
二人で探すプレゼント

手もとを華やかに見せる
存在感のある天然石リング

Deuxième Classe

Photo / Koda Masahiro   Text /Amami Mariko

3F｜ル ドーム エディフィス エ イエナ
☎078-291-4572

シンプルなリブ編みの
カシミヤグローブ

Le Dôme ÉDIFICE et IÉNA

3F｜ル ドーム エディフィス エ イエナ
☎078-291-4572

シックなペイズリー柄が
大人な印象のビッグトート

Le Dôme ÉDIFICE et IÉNA

3F｜アーバンリサーチ ロッソ
☎078-230-4710

冬の着こなしが華やぐ
オレンジのストール

URBAN RESEARCH ROSSO

3F｜アーバンリサーチ ロッソ
☎078-230-4710

どんなコーディネートにも
羽織れる万能な一枚

URBAN RESEARCH ROSSO

4F｜フレッドペリー 
☎078-855-3876

一枚で様になる
チェック柄の主役級アウター

FRED PERRY

4F｜チックタック
☎078-271-1310

同じ時間とデザインを
時計で共有して

TiCTAC

ミント神戸 ☎078-265-3700

神戸市中央区雲井通7-1-1　ショッピング11：00～21：00　レストラン 11：00～23：00　※営業時間は一部店舗により異なる　不定休　http://mint-kobe.jp

※掲載価格は税込み価格で記載しています。
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取材・文／原田麻衣子　撮影／井ひろみ

1｜心斎橋・なんばの中心という好立地にリニューアルしたばかりの美しい部屋。同プラン

は1日3室限定、2名1室1泊2食付き64,224円～。2｜6月末に生まれ変わったレストラン

「TERRACE & DINING ZERO」は高級感漂うフロアも魅力。ディナーコースは全10品。

シャンパンと合わせたいスターターから、サリエット風味のグリーンピースのムース。中にはタ

ラバガニが。3｜キャビアやトリュフを贅沢に味わえる、キャビア・ア・ラ・クレーム。味はもちろ

ん、盛り付けやもてなしにもシェフのこだわりが光る。

A大阪市中央区心斎橋筋2-5-15
IN 15:00 OUT 12:00

☎06-6213-8281

クロスホテル大阪
https://www.crosshotel.com/osaka/

※価格は消費税、サービス料を含む、総額表示です。
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なんば 地下鉄千日前線

近鉄難波線大阪難波

道頓堀川

大切なひとと、特別なひとときを

AD



1｜「オクッテ」で封をしたボックス（右）と、油性ペンでメッセージなどを記入できる「マスキング

エイド」（左）。集めても楽しい。2｜1枚ずつ個装されたマスキングテープは、ばんそうこうさなが

ら。ラッピングに使ったり、メッセージカードを貼って。1柄15枚入440円。3｜「無地のテープだ

と素っ気ない…」「梱包時にまっすぐ貼るのが難しい…」というお悩みを解決！透明地のOPP

テープにはセンターデザインが施されており、封をする際、絵柄に合わせて貼ればまっすぐ簡単

キレイにペタッ。4｜テープの長さはたっぷり30m！デコレーションに使っても◎。1巻495円。

を記入できる「マスキング

ープは、ばんそうこうさなが

取材・文／太田真弓　撮影／関 愉宇太

1｜ピュアセリシン™配合のボディクリーム、ボディタオ

ル、軽石、お風呂の中で使えるバスピローがセットになっ

たお得なクリスマスバスタイムキット9,460円。ギフトにし

ても喜ばれそう。12月25日（水）までの期間限定販売。2

｜バスミルクの香りはyuruyuru、powapowa、hirahira、

gorogoro、uraura。気分にあわせて香りをチョイス。3｜

この冬、新芽のようなフレッシュな香りsoyosoyoが登

場。バスミルク20㎖286円（左）。しっとり感が持続する

ハンドクリーム35g1,540円（右）。4｜スカルプエッセン

ス120㎖5,280円（左）、ヘアオイル50㎖3,520円

（右）などヘアケアアイテムも充実。5｜ローションやミル

クからセラムやマスクなどのプラスケアまですべてにピュ

アセリシン™を配合。

1｜思わず集めたくなる愛らしさ。右上のエッグポーチ1,540円は、間口が広く自立するの

で卓上での使い勝手も◎。2｜大好評の上から押すだけで「立つ」ペンケース。ペンが約

15本入る収納力も魅力。スタンドペンケース1,540円。3｜手のりサイズのミニポーチに

は、リップや目薬、文房具など小物を入れて。寝ころびポーチ1,100円。4｜肌寒い季節の

強い味方、電子レンジで温めて使えるシリコンゴム製の湯たんぽ。プニプニの感触が体に

優しくフィットし、ほっこりあったか。湯たんぽの本体は口が広いので洗いやすく清潔さを保

てるのもポイント。肌触りの良い動物カバー付き。シリコン湯たんぽ4,070円。

肌本来の働きを守り、補い、バリア機能を助け、

うるおいをキープする繭の成分“セリシン”。ディ

アマユコのアイテムには、高純度で精製された

天然保湿成分ピュアセリシン™を配合。肌に浸

透しやすく、すっとなじむやさしい使用感が人気

に。そんなディアマユコから、いつものバスタイム

が極上のリラックス時間に変わるクリスマスキッ

トが登場！他にもショップにはピュアセリシン™

を配合したビューティーアイテム、バスアイテム、

生活雑貨など思わず試したくなる様 な々製品が

ラインアップ。今回は、来店先着100名に試して

みたい商品のサンプル2種をプレゼント。冬のス

キンケアの強い味方であるピュアセリシン™の

効果を自分の肌で実感してみて。

プレゼントの包装やフリマアプリを使った商品の梱包に…遊び

心たっぷりのアイテムがライオン事務器から登場！センターデザ

インテープ「オクッテ」と「マスキングエイド」は若手社員で構成

された商品企画チーム「夢工房プロジェクト」の企画商品。梱包

する側は使いやすく、受け取った側は嬉しい、アイデア満載の

アイテムだ。楽しみながら使ってみよう。

ピュアセリシン™の効果を実感
特別なクリスマスキットが登場！

ユニークなデザインテープにわくわく
貼ってかわいい便利アイテム

コロンとしたフォルムがかわいいシリコン素材の動物シリーズ「SMART FIT 

PuniLabo（プニラボ）」。柔らかい素材で、使い勝手の良い機能が満載のアイテ

ムは、小さな子どもから大人まで幅広い層に大人気！机上やバッグの中からのぞ

く動物たちの表情に和むユーザーも多いのだそう。汚れた際には水洗いできる

のもうれしい。ぜひ手にとって動物たちの表情に癒されて。

プレゼントにもオススメ!
ヒーリング効果抜群のプニラボシリーズ

髙島屋京都店
A京都市下京区四条通河原町西入ル真町52 
京都髙島屋1Ｆ
B10:00～20:00　C無休（施設に準ずる）　G可
H阪急河原町駅から直結

髙島屋大阪店
A大阪市中央区難波5-1-5 大阪髙島屋1Ｆ
B10:00～20:00　C無休（施設に準ずる）　G可
H各線難波駅から直結

※「ピュアセリシン™」とは、セーレン株式会社が世界初の技術により抽出精製した高純度セリシンです。　 　※価格は消費税を含む、総額表示です。

☎0120-115-177

ライオン事務器 お客様相談室
https://www.lion-jimuki.co.jp

ディアマユコ
https://dearmayuko.co.jp

☎0120-074416
B9:00～12:00、13:00～17:00
C土・日・祝・年末年始

LIHIT LAB. お客様相談窓口
https://www.lihit-lab.com

☎06-6946-3931（大阪）　☎03-5820-2031（東京）
B9:00～17:00
C土・日・祝・年末年始

河原町
阪急京都線
藤井
大丸

四条通

寺
町
通

御
幸
町
通

河
原
町
通

みずほBK

南海
なんば

なんば
マルイ

な
ん
ば

なんば
グランド
花月なんば

CITY地下鉄
御堂筋線

※価格は消費税を含む、総額表示です。




