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惜しまれつつ閉館する「アウトドアのアルビ」の想いを引き継いで…
「ルクア大阪」にはじめてできるアウトドアゾーン

「 LUCUA OUTDOOR from ALBi 」
のオープンが９月１８日(金)に決定！
“おうちキャンプ”から“本格アウトドア”まで、素敵なアウトドアライフをお届けします！

JR西日本SC開発株式会社(大阪市北区梅田)が運営する大阪駅直結のファッションビル“ルクア大阪”は、『そとあそびしよう』をテーマに
ルクア大阪として初のアウトドアゾーンとなる「LUCUA OUTDOOR from ALBi」 (ルクア アウトドア フロム アルビ)を9月18日(金)にオープン
いたします。
80年以上の歴史を持つアウトドアブーツブランドの「ダナー」が直営店として日本初出店、オールメイドイン広島の焚火ギアブランド「野
良道具製作所」が関西初出店するほか、大阪駅の改良工事に伴い、惜しまれつつも営業を終了するショッピングセンター 「アウトドアの
アルビ」から人気の８店舗が移転し、合計で10ブランドが「LUCUA OUTDOOR from ALBi」にオープンいたします。
「スノーピーク」と「フォックスファイヤー」 は、“キャンプフィッシング”をコンセプトに全国初のコラボショップとして登場！
アウトドアを愛する方にも、アウトドア経験のない方にも『そとあそび』の楽しさや、アウトドアの『魅力や文化』を発信し、素敵なアウトド
アライフをお届けできるようなアウトドアゾーンを皆さんと一緒に楽しみながら育てていくことができれば嬉しく思います。

LUCUA OUTDOOR
from ALBi
《 概要 》

【名称】
LUCUA OUTDOOR from ALBi
【HP】
https://www.lucua.jp/outdoor
【Instagram】 https://www.instagram.com/lucua_outdoor/
【住所】
大阪市北区梅田3-1-3 ルクア イーレ 6F
【オープン日】 2020年9月18日(金)
【営業時間】 10:30～20:30
【店舗数】
10店舗
【面積】
約470坪 ／（約1,560㎡）
【定休日】
不定休

《 FLOOR MAP 》

《 コンセプト 》
梅田エリアにおけるアウトドアカルチャーのけん引役として、
多くのアウトドア愛好者の皆様から支持を得ていた「アウト
ドアのアルビ」の魅力に加え、もっと多くの人にアウトドアの
魅力や文化、そとあそびの楽しさ、素晴らしさを届けたい。
そしてもっと身近に、もっと手軽に、アウトドアを生活の一部
に取り入れて頂きたいという想いのもと、お客様同士やス
タッフが交流できるような場を展開し、アウトドア経験のない
方にも楽しんでいただける、新しい体験価値を加えたアウト
ドアゾーンを提案いたします。

POINT 1
《 全国初！「スノーピーク」と「フォックスファイヤー」のコラボショップが登場！ 》
「キャンプフィッシング」をコンセプトにした「スノーピーク」と「フォックスファイヤー」のコラボショップでは、
「スノーピーク」のアウトドアギア、ウェア、「フォックスファイヤー」のアウトドアウェアはもちろん、共同開発したフィッシング製品を
展開し、「キャンプフィッシング」シーンを提案。
キャンプと釣りの経験が豊富なスタッフが常駐し、新たなアウトドアライフを提案します！

《共同開発商品》
フライフィッシングを始めようとする方に向けた
エントリーパックが登場！エントリーパックのフ
ライロッドはフライキャスティングの際に「ライン
の乗り(投げているラインの重さを感じること)」
を体感出来るアクションに設定されています。
価格 ：¥44,000-.(税込)

POINT ２
《 アウトドアのお悩みをみんなでシェア！そしてみんなでアドバイス！ 》
身近に、「アウトドアのプロ」がいないと、なかなか始めにくいアウトドア…。
まず何から揃えればいいの？子供が一緒でも安心のキャンプ場は？
トレンドの＃おうちキャンプや＃ベランピングにぴったりなアイテムって？
家でも使える便利なアウトドアグッズってあるの？など、
そんなお悩みにスタッフやアウトドアの先輩であるアウトドア愛好者が
回答できるQAボードをフロアに設置！
お悩みや回答は公式インスタ(https://www.instagram.com/lucua_outdoor/)でも
シェアし、アウトドアを愛する方、アウトドア経験のない方も一緒になって、
『そとあそび』の楽しさや、アウトドアの『魅力や文化』を発信します。
公式インスタでは、みなさんのアウトドアライフも発信！
ぜひ、＃ルクアアウトドア を付けて投稿してくださいね！
あなたのアウトドアライフをリポストで紹介させてください。

↑フロアに設置されるQAボード

POINT ３
《 全10ショップを一挙公開！オープンを記念した限定アイテムも登場！！ 》
登山、キャンプ、フィッシング、バックパッキング、トレッキング、スキーといったアクティビティから、アウトドアウェアを街で着こな
すタウンユースに至るまで、個性豊かな１０の専門店が多彩なアウトドアシーンを提案します！
（※限定アイテムやノベルティは数量限定／無くなり次第終了となります。／価格はすべて税込みです。）

日本初！

関西初！

DANNER

野良道具製作所

■ポートランド発！80年以上の歴史を誇る言わずと知 ■頑丈で使いやすく、そして使っていて楽しい道具を。
れたアウトドアブーツブランドの直営店が日本初登場！ 自分が本当に使いたいと思えるもの 、使っていて楽し
いと思えるもの「だけ」を作る。オールメイドイン広島の
アウトドアブーツの中でも最高品質として世界中を魅了し続けて
いるアウトドアブーツメーカー。
ガレージブランド！
40年前に靴企業として初めてゴアテックスを使用したアウトドア
ブーツを製造。「軽量」で「快適」でありながら、１足、１足を厳選さ
れた素材で、時間をかけて丹念に手作業で作り上げるシューズを
展開するショップです。

頑丈でないものは道具にあらず。「質実剛健」がアイデンティティ
の広島発の焚き火ギアブランド。野良ストーブや野良ばさみ、桜型
焚き火台「野桜」などユニークな発想で個性的なキャンプギアを作
るメーカーで、焚き火好き、アウトドア好きに向けて、心踊る焚き火
ギアを展開するショップです。

■限定アイテム：「DANNER LIGHT REVIVAL」
８０年代初頭のダナーライトを５年ぶりに復刻。世界で２０足のみ、
ルクア イーレ店で限定販売！(¥64,900-.)
■利用シーン：タウンユース/キャンプ/登山

■限定アイテム：「お一人様焚き火セット」
野良ストーブ、野良スティック、野良ばさみ、野良ブラスターコンパ
クトの４点が揃うセットが販売！(¥27,500-.)
■利用シーン：焚き火/キャンプ

全国初！「スノーピーク」と「フォックスファイヤー」のコラボショップ！

Snow Peak
■ハイスペックで独創的なプロダクトを生み出し続け、
「NOASOBI」を世界へ発信するアウトドアブランド！

Foxfire
■フライフィッシングをコンセプトに、4つのフィッシング
ベストから始まった日本のアウトドアブランド！

新潟・三条市から 「人生に、野遊びを。」をテーマに、 「自然の
中で豊かで贅沢な時間を過ごすアウトドアの楽しみ方」を世界に
発信するライフバリューブランド。当店では、キャンプ×フィッシン
グをメインに、「Foxfire」との共同開発商品も展開し、新たなアウト
ドアライフを提案してくれるショップです。

フライフィッシングのパイオニアとして活動し、生み出された4つの
フィッシングベストから誕生した「Foxfire」は、自然との融和・共生を
テーマに、フィールドの体験から得た知恵をものづくりに反映させ、
フライフィッシング・トレッキングなどのクロージングやギアを展開す
るショップ。フライフィッシング体験、フィッシングツアー、フォトツ
アーなどの参加型のアクティビティも開催するショップです。

■限定ノベルティ：「ダブルネーム限定シェラカップ」
スノーピーク、フォックスファイヤーにて3万円以上（合算可）の購
入者に先着でプレゼント！
■利用シーン：キャンプ/フィッシング/ホーム/ピクニック/登山

■限定アイテム：「HANDMADE LANDING NET」
オープン記念限定商品として柄部分にFoxfireのロゴが刻印された
渓流釣り用のランディングネット。(¥33,000-.)
■利用シーン：フィッシング/キャンプ/トレッキング/フォトシュー
ティング

FJALLRAVEN by 3NITY

PeakPerformance

■深い森に魅せられた１４歳の少年の思いから始まっ
たスウェーデン王室御用達の国民的アウトドアブラン
ドを筆頭にサスティナブルブランドを展開！

■湖に囲まれた美しく静かな街の山小屋からスキー
を愛する３人のスキーヤーによって誕生したスウェー
デン発のスポーツファッションブランド！

少年時代から山の中で過ごすアウトドアライフに夢中だった創業者
の「オッケ・ノルディン」の、もっと優れたアウトドア用品を持ちたいと
いう強い意欲と創造力から始まった「FJALLRAVEN(フェールラーベン)」は、
世界中の人々に愛され続けているKANKEN(カンケン)リュックをはじめ、
世界が認めたサスティナブルブランドを展開するショップです。

「機能性が優れているのはもちろんのこと、シンプルでクール、
華美ではないけど退屈なデザインでもない。そんなウェア。」
3人のスキーヤーのアイデアから生まれた「PeakPerformance」は、
ルーツであるスキーウェアはもちろん、アウトドア、ゴルフ、ランニン
グ、トレーニング、カジュアルなど、様々なシーンに適応した高機能
ウェアを提供し、北欧最高峰ブランドとして支持されるショップです。

■ノベルティ：「ノベルティ抽選会」
11,000円以上お買い上げの方に「ノベルティ」をプレゼント。
■利用シーン：キャンプ/山登り/通勤/通学/タウンユース

■おススメアイテム：「Vislight C Jacket」
防水透湿素材のGORE-TEX®C-KNITをベースに背面の一部に
ストレッチ生地を用いて動きやすさも追及した１着。(¥70,400-.)
■利用シーン：スキー/トレーニング/ランニング/登山/ゴルフ

A&F COUNTRY

KEEN

■一生の友となり得るような世界中の優れたアウトド
アグッズを輸入販売し、日本のアウトドア業界をけん
引してきたセレクトショップ！

■アメリカ・ポートランド発！アウトドアからタウンまで
快適な履き心地とおしゃれな足元を実現してくれるア
ウトドア・フットウェアブランド！

“自然を敬い自然と共に生きる”をテーマに、バックパック、アウトドア
ウェア、 シューズ、ナイフ、キャンプギアなどを道具と称して展開。
たとえ壊れようとも、 直しながら、使い続けられる道具たち。 世界中
からそんな一生の友となり得る道具たちを提案するショップです。

アウトサイド＝「ソト」を、天候も季節も問わず、働き、遊び、行動す
る。その足もとを優れた機能で守り支える、ファッション性を兼ね備
えたサンダルやシューズなどをレディス、メンズ、キッズまでフルライ
ンナップで展開するショップです。

■限定アイテム：「KAVU」 BOA JACKET／BOA GLOVE
「KAVU」のボアジャケット、ボアグローブがオープン記念限定の配
色に。(BOA JACKET¥20,900-.／BOA GLOVE¥3,850-.)
■利用シーン：バッグパック/ウェア/シューズ/キャンプギア

■限定ノベルティ：「ステンレスカップ」
KEENのシューズをお買い上げの方、先着200名様に大阪店限定
オリジナルステンレスカップをプレゼント。
■利用シーン：キャンプ/川遊び/フェス/屋根のないところすべて

Schoffel

mont-bell

■ドイツ警察のオフィシャルウェアにも採用される高
い品質と機能性が評価されるヨーロッパのアウトドア
ブランド！

■日本・大阪で誕生した言わずと知れた日本を代表
する総合アウトドアブランド！

「外に出よう、自然の中へ」をコンセプトに、ハイキングやトレッキ
ング、スキーなどの本格的なアウトドアウェアだけでなく、
キャンプをテーマにした、身近に自然を楽しむウェアやグッズを展
開。自然を感じ、自然と関わるヨーロッパ流のライフスタイルを提
案するショップです。

■限定アイテム：「Fishing Vest」
多機能なフィッシングベストを強度の高いコーデュラナイロンでア
レンジした５０着限定モデル。(¥10,780-.)
■利用シーン：ハイキング/キャンプ

“Function is Beauty”(機能美)と“Light & Fast”(軽量と迅速)をコンセ
プトに世界で愛される登山用品やアウトドアグッズを開発し、これ
からアウトドアを始めたい方や、最新のアウトドアウェア・ギアをお
探しの方までサポートしてくれるショップです。

■おススメアイテム：「ムーンライトテント４型」
月明りの中でも設営できるテントとして登場した名作「ムーンライト」
が約４０年ぶりにリニューアル！（４人用／¥76,780-.）
■利用シーン：キャンプ/トレッキングベース

■「LUCUA OUTDOOR from ALBi」 開業へ向けて開発担当者の想い
世界のアウトドアファンにとって憧れの存在とも言えるシアトルの
アウトドアショップ「REI Co-op」。
アウトドアに携わる者なら誰もが「こんなショップを作ってみたい」と思うでしょう。
私もその一人でした。
しかし、REIを訪れて感じたのは、圧倒的な彼我の差でした。
ルクア大阪に計画しているアウトドアゾーンではこんな環境は作れないし
規模感も違いすぎる。とてもじゃないがREIの真似はできない。
今まで日本にないようなアウトドアゾーンを作りたくて、その参考になればと思って
はるばるシアトルまで来たけど、無駄足だったかな…そう思った時、
店内の一画に表記されたある文章が目に留まりました。
ビートジェネレーションの旗手ジャック・ケルアックの小説「ON THE ROAD」の
一節です。
「決まった目的地なんてない。どこへ行ったっていいんだ。だから走り続けようぜ。星空の下を。」
そうか、目的地はなくていいんだ。
ストイックに山の頂上を目指すのも、途中で道端の花を愛でるのも、疲れて一休みするのも同じアウトドアじゃないか。
山の頂上を目指したり本気でキャンプするのと同じ位、寄り道しながら自分のペースでアウトドアを楽しむことができるアウトドアゾーンを
目指せばいいんだ。
シアトルで感じたそんな思いを日本に持ち帰ってできたのが「LUCUA OUTDOOR from ALBi」です。
アルビ時代からのアウトドア愛好者のお客様も、アウトドア初めてのルクア大阪のお客様も、一緒に楽しめるゾーンを目指しています。
規模ではREIにかなわないけど、きっとここにしかない良さがあると思っています。
皆さんと一緒に楽しみながら育てていくことができたら嬉しく思います。
LUCUA OUTDOOR from ALBi 開発担当
福本 一成
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