
平 成 2 9 年 1 月 2 6 日 

J R 西 日 本 S C 開 発 株 式 会 社 

 JR西日本SC開発株式会社が運営するファッションビル“LUCUA osaka”は、2017年3月1日（水）を中心に合計20店舗が
新しくオープンいたします。西館“LUCUA 1100”には日本最大級の化粧品クチコミサイト”アットコスメ”がプロデュースする「アット
コスメストア」が梅田初出店のほか、東京・麻布十番で人気の“たまごサンド”を販売する「天のや」など、合計10店舗が新しくオー
プンし、東館“LUCUA”には人気通販サイト「ディーホリック」のリアル店舗が関西初出店のほか、シューズブランドの”コンバース”が
新たに展開するカジュアルウェアブランドの「コンバース トウキョウ」が西日本初出店など、合計10店舗が新しくオープンいたします。 

と に新たに20店舗がオープン ! 
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≪ New Open 店舗一覧 ≫ 

☆各店舗の詳細は2ページ目から記載しておりますのでご覧いただけますと幸いです。 

※オープン日は予定となり変更になる場合がございます。 

  フロア 店名 業種 特徴 出店状況 オープン日 

LUCUA 
1100 

2F 

 アットコスメストア   コスメ 
 日本最大級の化粧品クチコミサイトがプロデュース  
 するコスメショップ 

梅田初 3/24（金）オープン予定 

 シロ   コスメ 
 自然の素材をシンプルに配合したコスメティック 
 ブランド 

  3/1（水）オープン 

 天のや   たまごサンド 
 “ミシュランガイド2015”でビブグルマンに認定された 
 “たまごサンド”のショップ 

  

3月オープン予定 

 ポンポン × クリスピー   スイーツ 
 大阪の老舗銘菓店によるポップでキュートな 
 新コンセプトショップ 

全国初 

3F  ブリーフィング 
  バッグ・ 
  ファッション雑貨 

 根強い人気を持つ、バッグブランドのショップ 西日本初 

3/1（水）オープン 5F 

 エメ エクレ   レディス 
 パーティースタイルを発信するブランド “エメ” の 
 新業態 

全国初 

 ブルーム 
  アクセサリー・ 
  雑貨 

 高いクオリティーとシーンに合わせた豊富な商品を 
 展開するジュエリーブランド 

  

 リュッカ   アクセサリー 
 幅広いトレンドアイテムが楽しめるアクセサリー 
 ショップ 

梅田初  

7F  ウォルナット キャンパス ストア 
  ファッション雑貨・ 
  メンズ＆レディス 

 男女問わず気軽にファッションを楽しめるグッズが 
 揃うショップ 

全国初 

8F  フレイジ   バッグ・メンズ 
 国内や海外インポートブランドから厳選した高感度な 
 アイテムを扱うセレクトショップ 

  2/4（土）オープン 

LUCUA 

1F  コンバース トウキョウ   レディス＆メンズ 
 歴史あるシューズブランドが新たに展開する 
 カジュアルウェアショップ 

西日本初 

3/1（水）オープン 

2F  デクーヴェルト 
  アクセサリー・      
  ファッション雑貨 

 大人の女性に向けたヴィンテージセレクトショップ 西日本初 

4F 
 アルアバイル   レディス 

 遊び心を持った大人の女性に向けリアルクローズを  
 提案してくれるショップ 

  

 スクラップブック   ファッション雑貨  バッグ、アクセサリーを中心としたセレクトショップ 西日本初 

5F  アドレス   レディス 
 デイリーモードなスタイルを提案してくれる人気 
 セレクトショップ 

梅田初 

6F 
 ディーホリック 

 レディス・ 
  ファッション雑貨 

 絶大な人気を誇る通販サイトがリアル店舗としては 
 最大規模で出店 

関西初 

 パラビオン  レディス 
 “懐かしさ×旬”をミックスし、女の子が“かわいい”と 
 思えるアイテムを展開するショップ 

  

7F 

 アンバイ ジェネラル グッズ ストア  ファッション雑貨 
 バッグからはじまるスタイルを提案！こだわりの 
 詰まったセレクトショップ 

梅田初 

 チャンピオン  メンズ＆レディス 
 いつの時代も多くのファンから愛用され続けてきた 
 ブランド 

梅田初 

 モンキータイム ビューティ＆ユース  
 ユナイテッドアローズ 

 メンズ 
 ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズから 
 生まれたオリジナルレーベルのオンリーショップ 

関西初  4/1（土）オープン予定 
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≪ LUCUA 1100≫にオープンする10店舗はこちらです↓ 

 「ブリーフィング」は日本で企画されたものを厳しい基準と強いこだわりをもってア
メリカ、アジアにて製造されるバッグブランド。“耐久性のある機能美”を追求する
バッグは、ビジネス、スポーツ、トラベルなどあらゆるシーンで愛用され、バッグは
もちろん、アパレルやシューズ、ウィメンズコレクションや、ユニセックスシリーズ、
他ブランドとのコラボアイテムなど、幅広くライフスタイルを提案するショップです。 

■根強い人気を持つ、バッグブランドが西日本初出店！ 

ブリーフィング     

【フロア】 3F ／ 【カテゴリ】  バッグ・ファッション雑貨  

西日本初 

～ オープンフェア情報 ～ 
スキンケア、ボディケア、ヘアケア製品を展開するブランド「キールズ」とのコラボレーション。 
人気のハンドクリームとエッセンスミスト、「ブリーフィング」のポーチをセットにした限定商品 税込7,992円が登場。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 肌にのせるたびに、本質的な魅力が引き出されていくようなメイクアップアイテムや、素材にこだわり、
その力を最大限発揮できるシンプルな処方のスキンケアアイテム、心地よい香りだけを追求したボディ
ケア・フレグランスを提案するショップです。 

■自然の素材をシンプルに配合したコスメティックブランド！ 

シロ    
【フロア】 2F ／ 【カテゴリ】 コスメ 

～ オープンフェア情報 ～ 
オープンを記念して人気アイテムを詰め合わせた「オープン記念ハッピーバッグ」税込7,560円が登場。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。※ご購入はお一人様1点までとなります。 

 “試せる、出会える、運命コスメ”のコンセプト通り、店内ではほとんどの商品がお試しでき、
人それぞれの悩みに合わせたスキンケアからメイクまでのカウンセリングも行え、クチコミサイ
トならではの、アットコスメストア売れ筋ランキングコーナーもあり、“今”人気のアイテムがすぐ
にチェックでき、豊富なラインアップで毎日来ても新しい出会いや発見があるショップです。 

■日本最大級の化粧品クチコミサイトがプロデュースするコスメショップが梅田初出店！ 

アットコスメストア  ※こちらの店舗は3/24(金)のオープン予定となります。     

【フロア】 2F ／ 【カテゴリ】 コスメ 

梅田初 

～ オープンフェア情報 ～ 
商品をお買い上げの方、先着300名様にノベルティとして「コスメサンプルセット」をプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 創業八十年以上、東京・麻布十番にある「天のや」のお土産の代表格とされる“たまご
サンド”は、女将によるオリジナルレシピで、関西風の出汁をたっぷり使用した出汁巻
き玉子と、マスタードの利いたマヨネーズソースのハーモニーが素晴らしい一品。 
業界人の方々のおもたせとしても有名で、≪卵→産まれる≫ということで、“いい案が
生まれる”と企画会議などへのおもたせでも好まれている一品です。 

■“ミシュランガイド2015”でビブグルマンに認定された“たまごサンド”のショップ！ 

天のや （あまのや）    ※こちらの店舗は3月オープン予定となります。 

【フロア】 2F ／ 【カテゴリ】 たまごサンド 

 大阪の銘菓“栗おこし・岩おこし”の老舗「あみだ池大黒」による新コンセプトショッ
プが全国初出店。アメリカのお母さんのおやつの定番“ライスクリスピー・トリート”
（お米のシリアルとマシュマロを混ぜたもの）をポップでキュートにデザインした「マシュー＆ク
リスピー」と、一粒サイズの新食感スイーツ「pon pon Ja pon」が一緒になったスイー
ツショップ。大切な人へのプレゼントにもぴったりなショップです。 

■大阪の老舗銘菓店によるポップでキュートな新コンセプトショップが全国初出店！ 

ポンポン × クリスピー  ※こちらの店舗は3月オープン予定となります。 

【フロア】 2F ／ 【カテゴリ】 スイーツ 

全国初 
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≪ LUCUA 1100≫にオープンする10店舗はこちらです↓ 

 “私らしい私 ～ My story, My jewelry. ～”をテーマに、幅広い世代を対象に展開するジュエ
リーブランド。パール、ダイヤモンド、カラーストーンなどジュエリーの種類も豊富。家族をつな
ぐをテーマにした、リフォーム、セミオーダージュエリーも展開するショップです。 

■高いクオリティーとシーンに合わせた豊富な商品を展開するジュエリーブランド 

ブルーム 
【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 アクセサリー・雑貨 

～ オープンフェア情報 ～ 
税込864円以上お買い上げの方、先着100名様にノベルティとして「エアプランツ」をプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 大学のキャンバスストアで販売されているような素朴で気取らない、都会的でヒップな感覚が混
じり合った商品を展開。「インディスペンサブル」のバッグや「タイメックス」の時計など
カジュアルファッションに合うアイテムを展開するショップです。 

■男女問わず気軽にファッションを楽しめるグッズが揃うショップが全国初出店！ 

ウォルナット キャンパス ストア 
【フロア】 7F ／ 【カテゴリ】 ファッション雑貨・メンズ＆レディス 

全国初 

～ オープンフェア情報 ～ 
税込4,000円以上お買い上げの方、先着100名様にノベルティとして「オリジナルバンダナ」をプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 大人の洗練された男性に向けてこだわりのバッグや革小物、アパレルを展開するショップ。リアル
ハンドメイドのバッグブランド「ＨＭＡＥＮ」（アエナ）は日本一の品揃えを誇り、その他、「polpetta」
（ポルペッタ）、「quattro gatti」（クアトロガッティ）など、上質なアイテムを展開する
ショップです。 

■国内や海外インポートブランドから厳選した高感度なアイテムを扱うセレクトショップ 

フレイジ    ※こちらの店舗は2/4(土)のオープン予定となります。 

【フロア】 8F ／ 【カテゴリ】 バッグ・メンズ 

～ オープンフェア情報 ～ 
オープンを記念し、「HMAEN」（アエナ）より、ルクア イーレ限定バッグの受注会を開催のほか、 
「polpetta」（ポルペッタ）のパターンオーダー会を開催。  ※数量限定、無くなり次第終了となります。 

「エメ エクレ」は“Impressin Feminine～印象に残る女性らしい美しさ～”をテーマに
大人の女性に向けたパーティースタイルを発信するブランド。クラシカルの中にほど良
くトレンドを取り入れ、クールな中にも女性らしさを感じる事が出来るドレスラインを
ラインアップ。ドレススタイルにぴったりなバッグやシューズ、アクセサリーの品揃え
も豊富に提案してくれるショップです。 

■パーティースタイルを発信するブランド “エメ” の新業態が全国初出店！ 

エメ エクレ    
【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス 

全国初 

～ オープンフェア情報 ～ 
税込32,400円以上お買い上げの方、先着50名様にノベルティとして「アクセサリーケース」をプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 「リュッカ」とはスウェーデン語で“幸せ”という意味。ヘアアクセサリーからジュエリーまで幅広
いアイテムを展開し、あなただけのお気に入りを見つけ、気軽にオシャレを楽しめるショップです。 

■幅広いトレンドアイテムが楽しめるアクセサリーショップ 

リュッカ   

【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 アクセサリー 

～ オープンフェア情報 ～ 
ここでしか手に入らないルクア イーレ限定のアクセサリーが登場。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

梅田初 
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≪ LUCUA ≫にオープンする10店舗はこちらです↓ 

～ オープンフェア情報 ～ 
税込10,000円以上お買い上げの方、先着300名様にノベルティとして「オリジナルトートバッグ」をプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 ヴィンテージ時計を中心に扱う「ヒロブ」の元バイヤーがコンセプター兼バイヤーを務める
「デクーヴェルト」は老舗ラグジュアリーブランドのヴィンテージアクセサリー、バッグ、スカーフ
などを国内・世界中より掘り起こし、その美しさと価値を新提案してくれるショップです。 

■大人の女性に向けたヴィンテージセレクトショップが西日本初出店！ 

デクーヴェルト 
【フロア】 2F ／ 【カテゴリ】 アクセサリー・ファッション雑貨 

西日本初 

～ オープンフェア情報 ～ 
ここでしか手に入らないルクア限定色の「チェーンショルダーバッグ」税込16,740円が登場のほか、 
税込16,200円以上お買い上げの方、先着50名様に「オリジナルノベルティー カフェタンブラー」をプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 「“Traditional”と“Modern”歴史を感じられるものを今っぽく」をテーマに、 “モノ”の魅力を重視
し、バッグ、アクセサリー、シューズなどのファッション雑貨を展開するショップです。 

■バッグ、アクセサリーを中心としたセレクトショップが西日本初出店！ 

スクラップブック 
【フロア】 4F ／ 【カテゴリ】 ファッション雑貨 

西日本初 

 本物志向の大人の女性に向けて、上質な物作りにこだわり、時代に合わせて進化したスタンダー
ドアイテムを中心に、フェミニンスやエレガントスタイルの中に、マスキュリンのスパイスをバランス良
く構成させ、それぞれをミックスしたスタイリングが楽しめるショップです。 

■遊び心を持った大人の女性に向けリアルクローズを提案してくれるショップ 

アルアバイル 
【フロア】 4F ／ 【カテゴリ】 レディス 

 モード×ガーリーをコンセプトに、エッジのきいたオリジナルアイテムとインポートブランドを展開するセレ
クトショップ。“オシャレは人生を豊かにするもの”という思いのもと、個性を求める女性に向けて、他にはな
いデイリーモードなスタイルを提案してくれるショップです。 

■デイリーモードなスタイルを提案してくれる大阪 南船場の人気セレクトショップが梅田初出店！ 

アドレス 
【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス 

梅田初 

～ オープンフェア情報 ～ 
税込16,200円以上お買い上げの方、先着50名様に「オリジナルロゴ入りバスタオル」をプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 100年以上の歴史あるシューズブランド「コンバース」が手掛ける「コンバース トウキョウ」は、歴史
性と時代性を併せ持つスタイル、ベーシックでクリエイティブなライフスタイルをテーマとしたブラン
ド。シューズはもちろん、レディス＆メンズウェアやバッグ、アクセサリーなどのファッション雑貨を
展開するショップです。 

■歴史あるシューズブランドが新たに展開するカジュアルウェアショップが西日本初出店！ 

コンバース トウキョウ 
【フロア】 1F ／ 【カテゴリ】 レディス＆メンズ   

西日本初 

 人気通販サイト「ディーホリック」がリアル店舗としては最大規模で関西初出店。 常に変化し続ける
女性のライフスタイルに寄り添い、ベーシックを基盤にトレンドを取り入れたリアルクローズファッション
を提案するブランド。オンラインでの“BEST OF BEST”を取り揃えるため、毎日新作が入荷！サイトで
気になっていた商品を実際に手にとって楽しめるショップです。 

■絶大な人気を誇る通販サイト「ディーホリック」が関西初出店！ 

ディーホリック 
【フロア】 6F ／ 【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨 

関西初 

～ オープンフェア情報 ～ 
税込10,000円以上お買い上げの方、先着300名様にルクア限定「ノベルティバッグ」をプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 
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≪ LUCUA ≫にオープンする10店舗はこちらです↓ 

 「パラビオン」が展開するデザインのヒントはヴィンテージファブリック。どこか懐かしさのある、かわ
いさと、今取り入れたい旬なアイテムをミックスし、年齢問わず女の子が“かわいい”と思えるアイテム
を揃え、自分らしいスタイルを提案してくれるショップです。 

■“懐かしさ×旬”をミックスし、女の子が“かわいい”と思えるアイテムを展開するショップ 

パラビオン 
【フロア】 6F ／ 【カテゴリ】 レディス 

～ オープンフェア情報 ～ 
税込8,640円以上お買い上げの方、先着200名様にノベルティとして「シシュウ巾着バッグ」をプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 時代を超えて受け継がれるトラディショナルなアイテムに敬意を払ったモノ作りをベースに、ストリー
トの自由な発想とモードのクリエイティブな感性を取り入れ、日本独自のミックス感覚で個性や独自性
を表現したい男性に向けアパレルや服飾雑貨を展開するショップです。 

■ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズから生まれたオリジナルレーベルの 
  オンリーショップが関西初出店！ 

モンキータイム ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ   
※こちらの店舗は4/1(土)のオープン予定となります。  

【フロア】 7F ／ 【カテゴリ】 メンズ 

～ オープンフェア情報 ～ 
ブランドコラボアイテムをルクア限定で先行発売を実施予定。 

関西初 

■バッグからはじまるスタイルを提案！こだわりの詰まったセレクトショップが梅田初出店！ 
 バッグブランド「マスターピース」のデザイナーチームとＰＲで設立したブランドで、バッグからはじまる
スタイル提案をベースに、自分たちが本当にいいと思えるものを提供したいという思いから、「鞄も人も
中身が大事！」をコンセプトに、バッグはもちろん、キャンプ用品やスケートボードなどバッグとそのバッ
グに詰め込みたくなるような中身までを提案するショップです。 

アンバイ ジェネラル グッズ ストア 
【フロア】 7F ／ 【カテゴリ】 ファッション雑貨 

～ オープンフェア情報 ～ 
ここでしか手に入らないルクア限定の「防水デイパック」が登場のほか、税込10,000円以上お買い上げの方、
先着300名様に「オリジナル レザーコースター」を2枚セットでプレゼント。 ※数量限定、無くなり次第終了となります。 

梅田初 

 1919年、アメリカで誕生した「チャンピオン」が梅田初出店。キング・オブ・スウェットシャツと言われ
る不朽の名作“リバースウィーブ®”をはじめとするスウェットやＴシャツを中心に、カレッジテイスト溢
れるアイテムがラインアップ。男女問わずスウェットスタイルが楽しめるショップです。 

■いつの時代も多くのファンから愛用され続けてきたブランドが梅田初出店！ 

チャンピオン 
【フロア】 7F ／ 【カテゴリ】 メンズ＆レディス 

～ オープンフェア情報 ～ 
ここでしか手に入らないルクア限定の「Ｔシャツ」が登場のほか、税込8,000円以上お買い上げの方に 
「トートバッグ」、税込15,000円以上お買い上げの方に「マグカップ」をプレゼント。  
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

梅田初 


