
平 成 2 9 年 4 月 7 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4月26日（水）をかわきりに、合計9店

舗が新しくオープンいたします。東館“LUCUA”にはナチュラル＆オーガニックなライフスタイルを提案してくれる 「ビープル バイ コスメ

キッチン」が梅田初出店、西館“LUCUA 1100”には、日常生活に役立つ機能性を付加したオリジナル商品を展開するブランド

「ラコレ」のほか、梅田 蔦屋書店内にて4つの新しいショップがオープンいたします。 

と に新たに9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 B1F  ビープル バイ コスメキッチン  オーガニックコスメ・食品 
 “ナチュラル＆オーガニック”な 
   ライフスタイルを提案してくれる  
   ショップ 

梅田初 5/3（水・祝）オープン 

LUCUA 
1100 

6F 

 ベイフロー  レディス＆メンズ・生活雑貨 
 大人の女性、男性に向けたライフ 
 スタイルブランドが梅田初出店！ 

梅田初 6月オープン予定 

 ラコレ  生活雑貨・レディス＆メンズ 
 2017年春デビュー！あたりまえの 
 毎日を“ラク”にしてくれるライフ 
 スタイルブランド 

梅田初  6月オープン予定 

7F  レ・トワール・デュ・ソレイユ   バッグ・ファッション雑貨 
 歴史と伝統を守り続け、フランスの 
 重要無形文化財にも認定される 
 ブランド 

  4/26（水）オープン 

9F 

 アムリタ―ラハウス  オーガニックコスメ・食品 
 国産オーガニックコスメブランドの 
 直営店が西日本初出店！ 

西日本初 

5/1（月）オープン  エッセンス  アロマ・ヘアケア 
 ナチュラルアロマブランドが 
 関西初出店！ 

関西初 

 まかないこすめ  コスメ 
 金箔屋の「まかない」から生まれた 
  和コスメブランド！ 

梅田初 

 バーン・ハナ  リラクゼーション 
 深いやすらぎが堪能できるタイ式  
 トータルリラクゼーションサロン！ 

  7月オープン予定 

≪ Renewal Open 店舗一覧 ≫ 
  フロア 店名 業種 特徴 出店状況 オープン日 

LUCUA 
1100 

7F  DMOアーツ  アート・クリエイティブ雑貨 
 FM802 / FM COCOLOが 
 プロデュースするアートギャラリー 
 ＆ショップ！ 

4/26（水）オープン 
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≪ LUCUA 1100≫にオープンする店舗はこちらです↓ 

 大人の女性・男性に向けて、上品さ、清潔さ、ヘルシーさ、そして大人っぽさを兼
ね備えたファッション、生活雑貨を展開するライフスタイルブランド。コンセプト
は「きもちのいい自然の風と、最先端のトレンドの風」そんなふたつの心地よさを
感じられるような、健康的でスタイリッシュなライフスタイルを提案してくれる
ショップです。 

■大人の女性、男性に向けたライフスタイルブランドが梅田初出店！ 

ベイフロー    ※こちらの店舗は6月のオープン予定となります。     

【フロア】 6F ／ 【カテゴリ】 レディス＆メンズ・生活雑貨 

梅田初 

～ オープンフェア情報 ～ 
税込10,000円以上お買い上げの方に、「ブランドBOOK」をプレゼント。※数量限定、無くなり次第終了となります。  

 1860年にフランス最南端で誕生したテキスタイルブランド「レ・トワール・デュ・ソ
レイユ」は、生地の全てに名前と意味があり、フランスの風景やその土地に咲く花や
植物など、デザイナーが世界中を回り、目にした様々な美しい光景をストライプで表
現しているブランドです。昔ながらの手法で織られる生地は、風合いも豊かで、フラ
ンスでは重要無形文化財にも認定されています。その生地を使用し、バッグやファッ
ション雑貨、インテリア用品など展開するショップです。 

■歴史と伝統を守り続け、フランスの重要無形文化財にも認定されるブランド 

レ・トワール・デュ・ソレイユ   ※こちらの店舗は4/26（水）のオープン予定となります。     

【フロア】 7F ／ 【カテゴリ】 バッグ・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大阪限定の「ショルダーバッグ」税込4,212円を数量限定で販売！ 
※限定商品のご購入はお一人様2点まで。無くなり次第終了となります。  

≪ LUCUA ≫にオープンする店舗はこちらです↓ 

 「コスメキッチン」の姉妹ブランドである「ビープル バイ コスメキッチン」は、“可
愛くて気軽に買える”、“ナチュラル＆オーガニックで体に優しいもの”をキーワードに、
従来コスメキッチンで取り扱っていたオーガニックコスメに加え、 ロープライスなお菓子
やフード、ドリンクや雑貨、オリジナルアイテムまでを幅広く取り揃え、オーガニックが
より身近に人々の生活に密着するようなアイテムを提案してくれるショップです。 

■“ナチュラル＆オーガニック”なライフスタイルを提案してくれるショップ 

ビープル バイ コスメキッチン  ※こちらの店舗は5/3(水・祝)のオープン予定となります。  

【フロア】 B1F ／ 【カテゴリ】 オーガニックコスメ・食品 

～ オープンフェア情報 ～ 
オープンを記念し、マヌカハニーが400gも入った「ベストセラーフードキット」（税込5,400円）や、  
「ベストセラーコスメキット」（税込5,400円）を限定発売！ ※数量限定、無くなり次第終了となります。  

梅田初 

 2017年春にデビューしたライフスタイル提案型の新ブランド「ラコレ」は、コンセプ
トに「アレも、コレも、ラクに。」を掲げ、汗ジミ軽減や防汚の加工を施したアパレル
をはじめ、耐久性を強化した食器類、抗菌防臭機能を付けたラグなど、日常のちいさな
ストレスを軽減する機能＜ライフ・ファンクション＞を開発し、日常生活に役立つ機能
性を付加したオリジナル商品を展開するブランド。あたりまえの毎日をもっと心地よく
過ごすために、生活を「ラク」にするアイテムを提案してくれるショップです。 

■2017年春デビュー！あたりまえの毎日を“ラク”にしてくれるライフスタイルブランド 

ラコレ    ※こちらの店舗は6月のオープン予定となります。     

【フロア】 6F ／ 【カテゴリ】 生活雑貨・レディス＆メンズ 

梅田初 
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 2008年に誕生したMade in Japanのオーガニックブランド「アムリターラ」は、独自
の厳しい基準「10の約束」を守り、ノンケミカルの化粧品・食品・サプリメント・ス
イーツを展開するブランド。知識豊富なスタッフによる、スキンケア・食事法のカウ
ンセリングでお客様の美しさをサポートしてくれるショップです。 

■国産オーガニックコスメブランドの直営店が西日本初出店！ 

アムリタ―ラハウス  （蔦屋書店内にてオープン）  ※こちらの店舗は5/1（月）のオープン予定となります。     

【フロア】 9F ／ 【カテゴリ】 オーガニックコスメ・食品 

～ オープンフェア情報 ～ 
ここでしか手に入らないルクア大阪限定の「オープニングスキンケアセット」税込7,560円が登場のほか、 
税込8,640円以上お買い上げの方、先着100名様に「米粉のスイーツセット」をプレゼント。 ※数量限定、無く
なり次第終了となります。 ☆5/1（月）にはアムリタ―ラ代表 勝田 小百合さんによる無料セミナーも開催。  

西日本初 

 1992年にカナダのバンクーバーで誕生した「エッセンス」は、100%天然のエッセン
シャルオイル（精油）をはじめ、独自の配合で仕上げたアロマブレンドをフレグラン
スや、無香のヘアケア・ボディ製品に混ぜて使うなど、気分転換や、リラックスした
いときに、手にとりたくなる香りを展開するショップです。 

■ナチュラルアロマブランドが関西初出店！ 

エッセンス （蔦屋書店内にてオープン）  ※こちらの店舗は5/1（月）のオープン予定となります。     

【フロア】 9F ／ 【カテゴリ】 アロマ・ヘアケア 

～ オープンフェア情報 ～ 
税込3,000円以上お買い上げの方、先着100名様にエッセンスオリジナルの「トラベルポーチ」、税込10,000円以上お買い上げの方、 
先着50名様に「ポータブルディフューザー」をプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。  

関西初 

 石川県金沢市の金箔屋から生まれた自然由来の和コスメ「まかないこすめ」は金箔屋で働く
女性たちが自身の肌をダメージから守るために“まかない”（作業場）から生み出したコスメブラ
ンド。こんにゃく、和紙、絹などの和素材による和コスメに加えて関西初展開となる『私にだって
続けられる美用食』（美容ではなく、美用）も話題のショップです。 

■金箔屋の「まかない」から生まれた和コスメブランド！ 

まかないこすめ （蔦屋書店内にてオープン）  ※こちらの店舗は5/1（月）のオープン予定となります。     

【フロア】 9F ／ 【カテゴリ】 コスメ 

～ オープンフェア情報 ～ 
オープンを記念し、「お肌うるおう和コスメセット」や「体の中からきれいを目指す“美用食”セット」(各 
税込3,240円)が登場のほか、ルクア大阪限定の「四季折々 マッサージオイル(甘夏みかんの香り)」(税込
2,376円)も登場。※数量・期間限定、無くなり次第終了となります。  

梅田初 

 タイ王族に代々施されてきた深いリラクゼーションをもたらすタイ王宮式セラピーや、オイルトリート
メント、フットリフレクソロジーなど、知識、経験、技術を持ち合わせたセラピストが至上のリラックスを
施術してくれるショップです。 

■深いやすらぎが堪能できるタイ式トータルリラクゼーションサロン！ 

バーン・ハナ （蔦屋書店内にてオープン）  ※こちらの店舗は7月のオープン予定となります。     

【フロア】 9F ／ 【カテゴリ】 リラクゼーション 

 「アートを身近に、親しみやすく」をテーマに、ギャラリーでは国内外の若手アーティストの展
覧会を開催。併設のショップでは日常を豊かにするアイデアにあふれたクリエイティブ雑貨や
プリント作品を販売。日常の中で手軽にアートが楽しめるスペースです。 

■FM802 / FM COCOLOがプロデュースするアートギャラリー＆ショップ！ 

DMOアーツ   ※こちらの店舗は4/26（水）のオープン予定となります。     

【フロア】 7F ／ 【カテゴリ】 アート・クリエイティブ雑貨 

～ リニューアルオープン企画展 ～ 
4/26(水）～5/18 (木）の期間、chiaki kohara個展「サイコロと鍵」を開催。digmeout 人気女性アーティス
ト２年ぶりの個展。極彩色の世界観は、女の子なら一度は憧れるワンダーランド。草間彌生賞をはじめ数々
のアート賞も受賞しているchaki koharaの世界をお楽しみいただけます。  

≪ Renewal Open 店舗 ≫ 

≪ LUCUA 1100≫にオープンする店舗はこちらです↓ 


