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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”に合計1７店舗が新しくオープンいたします。西館
“LUCUA 1100”にはロンドン発の最先端ファッションネイルブランド「ネイルズ インク」が、2017年3月のブランドデビューの話題の
ブランド「エトレトウキョウ」が登場のほか、東館“LUCUA”では90年代の息吹を感じさせるデニムコレクションを展開する「トミー 
ジーンズ」が、世界規模で店舗展開するヨーロッパを代表するデニムブランド「ジースター ロゥ」がオープンいたします。 

と に新たに１７店舗がオープン ! 

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

LUCUA
1100 
(ルクア   
 イーレ) 

3F  ネイルズ インク  ネイル・コスメ 
海外セレブに愛される最先端ファッションネイルブランドの直営
店が西日本初出店！ 

西日本初  

3/1(木) 

3F  マーコートデザインアイ  レディス＆メンズ 
シンプルで洗練された大人の女性、男性に向けたセレクト
ショップが大阪初出店！ 

大阪初 

5F 
 ドットアンドストライプス  
  チャイルド ウーマン パーリッシィ 

 レディス・ファッション雑貨 
シンプルな中にも個性が光る洋服を展開する人気の2ブランド
が一挙に揃うショップ！ 

関西初  

5F  エトレトウキョウ  レディス・ファッション雑貨 
EC発 インフルエンサーが手掛ける2017年3月デビューのブラ
ンドが関西初出店！ 

関西初 

5F  シロイ  レディス・ファッション雑貨 
大人の女性をターゲットにしたブランド「CIROI」(シロイ)が
OPEN！ 

関西初 

7F  テネリータ  オーガニックコットンタオル・雑貨 本物のオーガニックコットンにこだわり続けるブランド！   

7F  ラグタグ  レディス＆メンズ 人気商品が幅広く揃うユーズドセレクトショップ！ 4/7(土) 

8F  プルーム ショップ  生活雑貨 
これまでにない、新しいたばこのスタイルを体感できるショップ
が関西初出店！ 

関西初 2/5(月) 

 
LUCUA 

(ルクア) 
 

1F  ボンフェット  ステーショナリー・雑貨 
女性らしい華やかなステーショナリーやファッション雑貨をセレ
クトするショップ！ 

関西初 

3/1(木) 

4F  ノジェス  アクセサリー・ファッション雑貨 
クラシカルモダンの中に洗練された上品さが薫るアクセサリー
ブランド 

5F  トミー ジーンズ  レディス＆メンズ 
「トミーヒルフィガー」のデニムブランド「トミージーンズ」が梅田
初登場！ 

梅田初 

5F  コート・エ・シエル  バッグ 
ファッション性と実用性が融合したフランス・パリ発のバッグブ
ランド！ 

梅田初  

6F  フリーズマート  レディス 
キーワードは「リラックス＆オシャレ」リアルクローズを展開する
ショップが梅田初出店！ 

梅田初 

6F  ジェイダ  レディス 
マークスタイラーが展開するカジュアルで色気のあるスタイル
を提案するブランド！ 

7F  ジースター ロゥ  メンズ  
1989年オランダにて誕生したヨーロッパを代表するデニムブラ
ンド！ 

7F  アダム エ ロぺ オム  メンズ 
人気アパレルショップ「アダム エ ロぺ」のメンズショップが登
場！ 

9F  トラベルメイト  トラベル雑貨 
機能性を重視したキャリーケースをはじめ旅に必要なトラベル
グッズのセレクトショップ！ 

西日本初 
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☆各店舗の詳細は2ページ目から記載しております。 

※オープン日は予定となり変更になる場合がございます。 



≪ LUCUA 1100≫にオープンする8店舗はこちらです↓ 

 幅広い世代に向け、メンズ＆ウィメンズのカジュアルからビジネスまでオリジナル商品を中心に展
開し、キッズ＆ベビーや雑貨、更にコスメやビューティ雑貨まで幅広く、多彩なラインナップで現代の
ファッションとライフスタイルを提案するショップです。 

 ■ファミリー3世代が楽しめるファッションとライフスタイルを提案してくれるショップ！  

ビーミング ライフストア by ビームス        

【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス＆メンズ＆キッズ＆生活雑貨 
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オリジナルレディスブランド「mizuiro ind」や「MidiUmi」と、メンズブランド「MIDIUMISOLID」を 
中心に、国内外のブランドをミックスしたレディス＆メンズのセレクトショップです。 

■シンプルで洗練された大人の女性、男性に向けたセレクトショップが大阪初出店！ 

マーコートデザインアイ        

【フロア】 3F ／ 【カテゴリ】 レディス＆メンズ 

大阪初 

 「ノート エ シロンス」、「ビュルデサボン」など30以上のオリジナルブランドを展開するアパレルメーカー
「アンビテックス」の人気ブランド「ドットアンドストライプス チャイルドウーマン」と「パーリッシィ」の2ブラン
ドが一挙に揃うショップです。 

■シンプルな中にも個性が光る洋服を展開する人気の2ブランドが一挙に揃うショップ！ 

ドットアンドストライプス チャイルドウーマン パーリッシィ   

【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨 

関西初 

 「spice of a day」のメッセージのもと、日常に旬やトレンドを取り入れ、彩りのある生
活を演出する、心地よいライフスタイルを提案するライフスタイルブランド。ダイニング
やキッチン、リビング、バス、ステーショナリーからウェアまで幅広いアイテムを提案し
てくれるショップです。 

■きょうも新しい「spice of a day」を提案してくれるライフスタイルショップ！ 

アフタヌーンティー・リビング       

【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 生活雑貨 

 ファッション性の高いカラー展開はもちろん、最速5分の速乾性に加え、健康な爪へと導いてくれるロ
ンドン発のファッションネイルブランド。約20分で爪のお手入れ、カラーリングを施術する人気No.1メ
ニュー「エクスプレスサービス」（HAND ¥2,484（税込））や、2ヵ月間何度でも「エクスプレスサービス」を受け
れる「アンリミテッドサービス」 （HAND ¥12,960（税込））などのネイルケア＆カラーサービスも充実。 

■海外セレブに愛される最先端ファッションネイルブランドの直営店が西日本初出店！ 

ネイルズ インク           

【フロア】 3F ／ 【カテゴリ】 ネイル・コスメ 

西日本初 

 ブランドクリエイティブディレクターを務めるのは2016年に開催された次世代インフルエンサーオー
ディションのグランプリを受賞し、ファッションインフルエンサーとして絶大な人気を得る「JUNNA」さん。
ファッションを中心に、ライフスタイル、トラベル、ビューティーと幅広いアイテムを展開するブランドです。 

■EC発 インフルエンサーが手掛ける2017年3月デビューのブランドが関西初出店！ 

エトレトウキョウ        

【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨 

関西初 

 2016年デビューのブランド「シロイ」は、シンプルをベースに、リッチなこだわりを品質やディティール
で魅せ、力強く生き抜く女性のシティスタイルを提案するレディスファッションブランドです。キーアイテ
ムの白いシャツからインスピレーションされた他には無い一癖あるアイテムが豊富。 

■大人の女性をターゲットにしたブランド「CIROI」(シロイ)がOPEN！ 

シロイ        

【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨 

関西初 

 “ゆたか”であること“上質”であること、そしてそれが“いつも”であること。それがテネリータが考える
理想の暮らしです。国際認証を取得したオーガニックコットンを中心に、天然繊維と向き合い、一つ一
つ丁寧に届けたい。今治産タオルをはじめ、日本の産地のモノ作りを大切にし、安心で心地よい暮ら
しを提案するショップです。 

■本物のオーガニックコットンにこだわり続けるブランド！ 

テネリータ        

【フロア】 7F ／ 【カテゴリ】 オーガニックコットンタオル・雑貨 

 国内有名ブランドから、海外のデザイナーズブランドまで、人気商品が幅広く揃うユーズドセレクト
ショップ。メンズ、ウィメンズ、キッズのアイテムを、お求めやすい価格で展開します。 

■人気商品が幅広く揃うユーズドセレクトショップ！ 

ラグタグ    ※こちらの店舗は4/7(土)のオープンを予定しております。   

【フロア】7F ／ 【カテゴリ】 レディス＆メンズ 



≪ LUCUA ≫にオープンする9店舗はこちらです↓ 
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 話題の低温加熱式たばこ「プルーム・テック」の専門店。店内では、スターターキットや専用
アクセサリーの販売など、「プルーム・テック」を体感いただけるショップです。 

■これまでにない、新しいたばこのスタイルを体感できるショップが関西初出店！ 

プルーム ショップ      ※こちらの店舗は2/5(月)のオープンを予定しております。  

【フロア】 8F ／ 【カテゴリ】 生活雑貨 

関西初 

 「ノジェス」のアクセサリーは、トレンドを追求しながらも繊細でどこかあたたかみを感じ
るデザインが人気。本質的な美しさを失わない女性に向けて、アクセサリーやファッション雑
貨を展開するショップです。 

■クラシカルモダンの中に洗練された上品さが薫るアクセサリーブランド 

ノジェス    

【フロア】 4F ／ 【カテゴリ】 アクセサリー・ファッション雑貨 

 クラシックアメリカンデニムスタイルに現代のエッジを加えたストリートムード漂うデニム
コレクション。若々しく現代的なエネルギーを感じるアイテムを展開するショップです。 

■「トミー ヒルフィガー」のデニムブランド「トミー ジーンズ」が梅田初登場！ 

トミー  ジーンズ   

【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス＆メンズ 

梅田初 

 「大人かわいい」をテーマに大人の女性の為のステーショナリーや、ギフトにもぴったりな
ファッション雑貨をセレクト。トレンドと機能性を重視したアイテムが揃うショップです。 

■女性らしい華やかなステーショナリーやファッション雑貨をセレクトするショップ！ 

ボンフェット  
【フロア】 1F ／ 【カテゴリ】 ステーショナリー・雑貨 

関西初 

“TOKYO”のトレンドをリアルクローズに発信する次世代セレクトストア。リラックス感を
ベースに、“今の時代”を程よくトッピングし、提案してくれるショップです。 

■キーワードは「リラックス＆オシャレ」リアルクローズを展開するショップが梅田初出店！ 

フリーズマート  
【フロア】 6F ／ 【カテゴリ】 レディス 

 人間工学に基づいた商品設計と自然界のデザインを取り入れ、斬新なデザインを生み出し、多
くのクリエーターから支持を得る「コート・エ・シエル」。先進的なバッグやバックパック、
バッグアクセサリーなどを展開するショップです。 

■ファッション性と実用性が融合したフランス・パリ発のバッグブランド！ 

コート・エ・シエル     

【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 バッグ 

梅田初 

 アメリカ西海岸の空気感がある女の子のような、カジュアルな中にも女性らしい体のライ
ンを露出させ、色気のある女性のスタイルを提案してくれるショップです。 

■マークスタイラーが展開するカジュアルで色気のあるスタイルを提案するブランド！ 

ジェイダ    

【フロア】 6F ／ 【カテゴリ】 レディス 

梅田初 



 ヨーロッパを中心に、世界各国からセレクトされたインポートブランドから新進
気鋭のドメスティックブランド、トレンドをほどよく取り入れ強い個性を持ったオ
リジナルアイテムまで幅広く展開するセレクトショップです。 

■人気アパレルショップ「アダム エ ロぺ」のメンズショップが登場！ 

アダム エ ロぺ オム    

【フロア】 7F ／ 【カテゴリ】 メンズ 

 スーツケースやパスポートケース、キャリアカバーや整理パックなど、オリジナルデザイン
や国内外の有名ブランドをセレクトし、旅の楽しさ＆利便さ提供してくれるショップです。 

■機能性を重視したキャリーケースをはじめ旅に必要なトラベルグッズのセレクトショップ！ 

トラベルメイト    

【フロア】 9F ／ 【カテゴリ】 トラベル雑貨 

西日本初 

 1996年に業界初の3D（立体裁断）デニム“エルウッド”を発表し、多くのデニム愛好者から
支持され続けるデニムブランド。3Dデニムはもちろん、ベーシックからルーズ、ロゥデニム（未

加工デニム）からストレッチなど圧倒的なデニムバリエーションを展開するショップです。 

■1989年オランダにて誕生したヨーロッパを代表するデニムブランド！ 

ジースター ロゥ    

【フロア】 7F ／ 【カテゴリ】 メンズ 

4/4 


