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Luida
201 9 Junibancho,Wakayama-shi,Wakayama-ken 640-8158Japan

Tel:073-488-7440

membership
 ルイーダは、さまざまな業種の会員メンバーが利用しています。フォトグラファーや、クリエイター、
サービス・飲食業オーナー、ライター・・・会員それぞれが、自分のクリエイティビティやビジネ
スを追求。時にはメンバー同士が協業し、新しいプロジェクトが発生することもあります。このタ
ブロイド紙はそうして誕生しました。ルイーダには、ビジネスチャンスがあります。ルイーダは、
プラットホームとして、皆さまをさまざまな角度からサポートいたします。

member　¥50000/month



 クラウドソーシングやクラウド
ファンディングなどが定着しア
イデアさえあれば個人で何でも
できる時代になりました。仕事
のカタチは、大きく変わろうと
しています。そしてオフィスの
カタチも‥‥。
 今、海外で人気のあるシェアオ
フィスやコワーキングスペース
は、 共有スペースを充実させてい
ます。ミーティングしやすい空
間だけでなく、こだわりのコー
ヒーや食事なども提供し、利用者
は「コミュニティ」という、そ
の高い付加価値に満足していま
す。ルイーダは、信頼で結ばれ
た人間関係こそが「本当のコミュ
ニティ」であると 考えます。あ
なたが求めている情報やビジネ
スの成功の種が、「本当のコミュ
ニティ」の中に見つかるかもし
れません。大きな長机で、メン
バーが交わす何気ない会話にも、
それぞれの専門分野の知識が垣
間見え、感性を刺激します。

October,2017

Luida cafe
曜日によってカフェのお店が替わる

営業時間 10:00~17:00 OPEN!!

Luida おすすめ BGM

 LUIDA には、素敵な音楽があります。
全曲 Hydeout Production の楽曲の元ネタで構成された特大ヒッ
ト MIX シリーズ「Modal Source」。珠玉の Hydeout 名曲達の元ネ
タ、インスパイア元の楽曲達をおしゃれに MIX した名シリーズ。
LUIDA のステキな空間でオシャレな JAZZ をどうぞ。

ルイーダが提案する、新しいオフィスのカタチ

 シェアオフィス「ルイーダ」は、和歌山市駅から徒歩約 10 分、
和歌山城や官公庁にほど近いエリア、十二番丁のモダンなリヴァー
ジュビルの 2 階にあります。同ビルに入居しているのは、デザイン、
不動産を手掛ける会社や、司法書士や弁護士の事務所など。「ルイー
ダ」と協力関係にある各社や専門家、そしてメンバーたちが、スター
トアップをする皆様のご相談に心良く応じます。リヴァージュビ
ル全てが、皆様おひとりおひとりのインキュレーション施設です。 

お城近くのリヴァージュビル 2 階

TUE : おしゃ cafe
おしゃまさんのこだわりカフェでひと休み。

てんさい糖と豆乳のやさしいなめらかプリンを。

Food
おからとトマトのリゾット             ¥500
スープセット                               ¥500
火ようびプリン　　　　　　　　　 ¥250
プリンケーキ　　　　　　　          ¥300
火ようのプリンパフェ　　　          ¥500
おしゃセット　　　　                   ¥550
プリンシェイク　　　　　　　       ¥300

Drink
ほっとコーヒー　　　　　　　　    ¥350
アイスコーヒー                       　       ¥350
ルイボスティー（H/I）                   ¥350   
マテ茶（H/I）                               ¥350
酢っきりドリンク
ライムミント / ざくろ / ブルーベリー                　　
                                                 ¥300
オレンジジュース　　　　　　　　 ¥300
マンゴージュース　　　　　　　　 ¥300

WED : W place
広がるパン×和菓子の世界。エミとアリのキュートなカフェ。

素朴なたまごのピザとフワフワのシフォンケーキが絶品。

Food
たまごのピザトースト　　　　　    ¥250
本日のトースト      　　　　　       ¥250~
　　　　　　（店内で焼き上げたパンなど）

Sweet
しあわせシフォンケーキ                ¥350

（チョコ / キャラメル / つぶあん）
日替わりスイーツ             　　      ¥150~

Drink
珈琲（H/I）　　　　　　　　　  　 ¥400
紅茶（H/I）                                        ¥400
ホットカフェオレ                         ¥500   
アイスカフェオレ                         ¥400
オレンジジュース                         ¥300

イベント月はおススメドリンクをご用意し
ます。

THU : hontana
紀美野・ホンタナのナチュラルな焼き菓子がここで買える。

           体にうれしい、畑で採れた季節野菜のお弁当を。

Food
キッシュプレート　　　　　　　    ¥600
野菜たっぷりお弁当      　　          ¥500
                               （ドリンク＋ ¥200）
季節の野菜のキッシュ                   ¥320
焼き菓子いろいろ                  　　 ¥160~

Drink
コーヒー（H/C）　　　　　　　　   ¥400
カフェオレ（H/C）                             ¥400
紀美野みかん 100% ジュース　　     ¥300

FRI : a table etoile
 フランスの母さんの味を届けて。手作りホワイトソースの

クロックムッシュはノスタルジックな味わい。

Food
クロックムッシュ　　　　　　　    ¥700
卵とミートソースのオープンサンド 　 ¥700
                

おやつ
スコーン・マフィン・クッキー         etc.
おやつプレート                          　¥700

Drink
オリジナルブレンドコーヒー（H/I）¥450
カフェインレスコーヒー                     ¥450
カフェオレ（H/I） 　　                　¥500   
抹茶オレ・ほうじ茶オレ　　　    　 ¥500
紅茶（H/I）　　　　　　　　　　     ¥450
みかんソーダ　　                      　 ¥500
ジンジャエール　　　　                 ¥500
ストロベリーソーダ　　                 ¥500
梅ソーダ　　　　　　　                 ¥500

SAT : Rasa sayang
そこはリトルマレーシア。留学生ルフィくんとお しゃべりしよう。
異国情緒たっぷり、チキンカレー、カヤトース トがやみつきに。

Food
カヤトースト　　　　　　　　　    ¥300
ロティ・ジャラ          
チキンカレー＆ロティ・ジャラ 2 本 ¥500
                                 一本追加＋ ¥100
ロティ・ジャラはマレーシア語のロティ

（パン）ジャラ（網）から名を得る。
パンに穴があいており、魚網に似ている。
一般にマレーシアカレーと共に食べられ
る。

Drink
コーヒー（H/C）　　　　　　　　   ¥200
ティー（H/C）　　　　　　                   ¥200
レモンティー（H/C）                     ¥200   
麦茶（H/C）　　                           ¥200
ココア（H/C）　                           ¥200
カルピス　　　　　　　                ¥200

MON : Kuma Club Cafe
名前の由来は『くまくらぶ』というお菓子教室。
そのパティシエの卵が作る、おすすめカヌレ。

ルイーダイベント情報

２０１７年６月１８日
和歌武者 国際交流パーティー
２０１７年８月１０日 ~ １２日
StartupWeekendWakayama
２０１７年１０月１９日
女性起業家応援プロジェクト
 LED 関西 セミナー＆交流会 in 和歌山
ルイーダは、様々なイベントの舞台としても
活用されています。

  ルイーダの入り口で、まず目に飛び込んでくるのは、巨大本棚。これはただの本棚ではあ
りません。ひとつひとつのスペースがアートギャラリーになっており、あなたの作品を展
示したり、販売したりすることができます。訪れた人の心に留まり、生活を彩る作品をお
待ちしております。日常にアートを…それもルイーダが目指していることのひとつです。
そして、日替わりカフェ。ルイーダのカフェは、曜日ごとにオーナーが替わります。それ
ぞれのカフェオーナーの、こだわりサービスを日替わりでお楽しみいただけます。ルイー
ダのクリエイティブな空気と、隣接の日替わりカフェから漂うコーヒー の香りが、あなた
のビジネスパフォーマンスの向上をサポートします。

ルイーダで、リラクゼーション

 ルイーダでは、予約制でコースは最短１０分
からヒーリング整体をご利用いただけます。
ビジネスの合間にココロとカラダのバランス
を整えてみてはいかがでしょう？
東洋心理学とレイキによるヒーリングマッ
サージ。
Instagram  Amazing_grace_maria
Facebook @hananote2006
華乃手

Food
煮込みハンバーグセット　　　　    ¥850

Sweet
カヌレ（2 個）                         　　¥300
カヌレセット                          　　¥650

（コーヒーか紅茶のどちらかセット）
ワッフル　　　　　　　　　　　　 ¥500

Drink
コーヒー（H/I）                             ¥400
カフェオレ（H/I） 　　 　               ¥400   
ストレートティー　　　　　　    　 ¥400
ミルクティー　　　　　　　　　　  ¥400
チャイティー　                             ¥400
ルイボスティ　  　　　                  ¥400
今月のフレーバードティー              ¥450
アールグレイ　　　　　                 ¥400

1F 入り口にてお弁当（¥500）を販売しています。


