
 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、2018年8月末にオープンした19店舗に続き、
2018年9月26日(水)から、11月までに合計14店舗が新しくオープンいたします。 
 西日本初出店となる注目のファッションブランドはもちろん、ヨガ・ランニングのウェアブランドが登場のほか、ハンドドリップ日本
チャンピオンと国内入賞焙煎士による最高レベルの技術を有するコーヒーショップや、25時間以上熟成させる極太剛麺の“大
阪讃岐うどん”を展開する飲食店など、カフェやレストランも充実し、お客様のライフスタイルにあわせた幅広いショップが続々オー
プンいたします。 

と に14店舗がNew Open!! 

≪ New Open 店舗一覧 ≫ 

※オープン日は予定となり変更になる場合がございます。 

2 0 1 8年 9月 1 8日 

JR西日本SC開発株式会社 

☆各店舗の詳細は2ページ目から記載しております。 

～アフタヌーンティーの新業態カフェ～ 
「アフタヌーンティー・ラブアンドテーブル」 

～今秋デビューの新ブランド～ 
「パブリック トウキョウ」 

～カナダ発の人気アスレティックウェアブランド～ 
「ルルレモン」 

オープン日 店名 業種 特徴 出店状況

8F サンワコーヒーワークス 珈琲豆・カフェ ﾊﾝﾄﾞﾄﾞﾘｯﾌﾟ日本ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝと国内入賞焙煎士によるｺｰﾋｰｼｮｯﾌﾟ 梅田初

8F フリースピリッツ バッグ・財布・メンズ雑貨 男性へのプレゼントにぴったりな、こだわりのレザーアイテムの販売店 大阪初

B1F メーカーズシャツ鎌倉 ﾒﾝｽﾞ&ﾚﾃﾞｨｽｼｬﾂ･ﾈｸﾀｲ 1993年創業“鎌倉”生まれのシャツ専門店

B1F アルビオン ドレッサー コスメ 「アルビオン」が提案するセレクトコスメショップ 梅田初

5F エムピー ストア レディス＆メンズ 「マッキントッシュ フィロソフィー」が新たに提案するライフスタイルストア 西日本初

5F ジュエッテ アクセサリー それぞれの個性をより輝かせてくれるアクセサリーを展開

5F ﾄﾗﾃﾞｨｼｮﾅﾙ ｳｪｻﾞｰｳｪｱ レディス＆メンズ 英国マッキントッシュ社のデイリーウェアブランド

5F パブリック トウキョウ レディス＆メンズ 「TOKYO BASE」から今秋デビューの新ブランドが登場 西日本初

10/12（金）
LUCUA
（ﾙｸｱ）

2F ロク レディス・ファッション雑貨 上品な大人の女性のカジュアルスタイルを提案する人気ブランド 西日本初

10/29（月）
LUCUA DINING
（ﾙｸｱﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ）

10F 極楽うどんTKU うどん 国産小麦100％・極太剛麺の“大阪讃岐うどん”のお店 関西初

10/31（水） 2F ルルレモン スポーツライフスタイル ｶﾅﾀﾞ発の人気ｱｽﾚﾃｨｯｸｳｪｱﾌﾞﾗﾝﾄﾞの“ｽﾄｱ”業態が関西初出店 梅田初

11/8（木） B1F ﾆｯｸｽ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ ﾒｲｸｱｯﾌﾟ コスメ 世界80ヶ国以上で展開する人気コスメブランド 西日本初

11/18（日） B1F メゾンカイザー ベーカリー・カフェ フランスの伝統的な製法で作る人気ベーカリー 梅田初

11/21（水） 5F ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰ･ﾗﾌﾞｱﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ カフェ アフタヌーンティーの新業態カフェ 西日本初

LUCUA
（ﾙｸｱ）

館／フロア

9/26（水）

一挙に
8店舗が

New
OPEN!!

LUCUA 1100
（ﾙｸｱ ｲｰﾚ）

LUCUA
（ﾙｸｱ）



 9/26（水）にオープンする8店舗はこちら↓ 

西日本初 【フロア】  ルクア  2F  
【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨 

ロク 

■上品な大人の女性のカジュアルスタイルを提案す
る人気ブランドが西日本初出店！ 

 “SPORTS” “MILITARY” “ETHNIC” “MARINE” 
“WORK” “SCHOOL”の6つの普遍的なエレメントを
スタイリングの軸に、オリジナルはもちろん、カジュア
ルなヴィンテージウェアを展開。半歩先のスタイリン
グを提案するショップです。 

■ 10/12（金）オープン↓ 

梅田初 大阪初 【フロア】  ルクア イーレ 8F 
【カテゴリ】 珈琲豆・カフェ 

  サンワコーヒーワークス 

■ハンドドリップ日本チャンピオンと国内入賞焙煎士 
による最高品質のコーヒーに出会えるショップ！ 
 大阪・天満に1959年に創業。コーヒー豆
の抽出技術日本一、焙煎技術国内入賞の
最高レベルの技術を有するコーヒーショッ
プ。自家焙煎コーヒー豆の品揃えのほか、
コーヒーカクテルも展開するショップです。 

【フロア】  ルクア イーレ 8F 
【カテゴリ】 バッグ・財布・メンズ雑貨 

フリースピリッツ 

■男性へのプレゼントにぴったりな、こだわりのレザー
アイテムを展開するショップ！ 
 おしゃれで機能的、価格もお手頃なレ
ザーアイテムを厳選して展開。名入れも
可能でプレゼントにも最適。日本最高峰
の職人達によるオーダーメイドも可能な
ショップです。 

【フロア】  ルクア B1F 
【カテゴリ】 メンズ＆レディスシャツ・ネクタイ 

  メーカーズシャツ鎌倉 

■1993年創業“鎌倉”生まれのシャツ専門店！ 

 世界最高レベルの国内工場でつくるMADE 
IN JAPAN。高品質、適正価格にこだわり、最
高のクオリティの上質なドレスシャツやカジュ
アルシャツを提案するショップです。 

梅田初 【フロア】  ルクア  B１F  
【カテゴリ】 コスメ 

アルビオン ドレッサー 

■「アルビオン」が提案するセレクトコスメショップが
梅田初出店！ 

 「キレイを自由に」をコンセプトに、「アルビオ
ン」がセレクトした、こだわりのコスメと雑貨を
取り揃えるショップ。美のプロフェッショナルで
あるビューティーアテンダントが、あなたの“キ
レイ”をお手伝いしてくれるショップです。 

西日本初 【フロア】  ルクア 5F 
【カテゴリ】 レディス＆メンズ 

  エムピー ストア 

■「マッキントッシュ フィロソフィー」のライフスタイルス
トアが西日本初出店！ 

 日常を楽しく彩るロゴグッズや雑貨アイテムを
展開。ここでしか手に入らないグレーラベルの
「マッキントッシュ  フィロソフィー」や、ユニセッ
クスウェア、インポートアイテムも加え、“今”の
ブリティッシュライフを提案するショップです。 

【フロア】  ルクア  5F  
【カテゴリ】 アクセサリー 

ジュエッテ 

■それぞれの個性をより輝かせてくれる 
アクセサリーを展開するショップ！ 

 トレンドを取り入れながらも自分自身のスタ
イルに沿ったファッションに敏感な女性へ向
けたアクセサリーを展開。特別な日だけでな
く、いつもオシャレを楽しみたい。そんな願い
を叶えてくれるショップです。 

【フロア】  ルクア 5F 
【カテゴリ】 レディス＆メンズ 

  トラディショナル ウェザーウェア 

■英国マッキントッシュ社のデイリーウェアブランド！ 

 ゴム引きコートで有名な「マッキントッシュ」のデイ
リーウェアブランドとして誕生。英国の伝統と旬なエッ
センスを見事に融合させ、ベーシックなウェアを中心
としたコレクションを展開。英国の伝統と今の気分を
感じさせるスタイルを提案するショップです。 

西日本初 【フロア】  ルクア  5F  
【カテゴリ】 レディス＆メンズ 

パブリック トウキョウ 

■人気ブランドを発信し続ける「TOKYO BASE」か
ら今秋デビューの新ブランドが登場！ 

 「ｽﾃｭﾃﾞｨｵｽ」､「ﾕﾅｲﾃｯﾄﾞﾄｳｷｮｳ」など人気
ブランドを発信し続ける「TOKYO  BASE」の
新ブランド。高品質にこだわり、今までにな
いトウキョウ ハイエンドカジュアルファッショ
ンを提案するショップです。 

梅田初 【フロア】  ルクアダイニング  10F 
【カテゴリ】 うどん 

  極楽うどんTKU 

■国産小麦100％・極太剛麺の“大阪讃岐うどん”が
梅田初出店！ 
 麺は国産小麦100％を使用し、熟成時間
は25時間以上。店内で毎日製麺する極太
剛麺に、4種類の削節を調合した出汁。化
学調味料や保存料を使用しない食材で作
り上げる“大阪讃岐うどん”のお店です。 

■ 10/29（月）オープン↓ 



 
 

以上、合計14店舗が“ルクア大阪”にオープンいたします!! 
 

■ 11/21（水）オープン↓ 

西日本初 【フロア】  ルクア 5F 
【カテゴリ】 カフェ 

  ｱﾌﾀﾇｰﾝﾃｨｰ･ﾗﾌﾞｱﾝﾄﾞﾃｰﾌﾞﾙ 

■アフタヌーンティーの新業態カフェが西日本初出店！ 

“Eat Pretty – 可愛くいこう！”をコンセプ
トに、気分で選べるバリエーション豊富な
サラダやパスタ、スイーツなど、美味しく
てフォトジェニックなメニューでその日の
“元気”と“可愛い”を届けてくれるお店で
す。 

≪施設情報≫   ・名称      「LUCUA osaka」（ルクア大阪） [ 東館「LUCUA」（ルクア） ／  西館「LUCUA 1100」（ルクア イーレ）] 

          ・所在地        〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ℡：06-6151-1111（大代表） 

          ・店舗数       402店舗 （LUCUA：206店舗／LUCUA 1100：196店舗）※表に記載の全店舗がオープンした時点での店舗数 

西日本初 【フロア】  ルクア B1F 
【カテゴリ】 コスメ 

  ﾆｯｸｽ ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ ﾒｲｸｱｯﾌﾟ 

■世界80ヶ国以上で展開する人気コスメブランドが
西日本初登場！ 
 「すべての人にメイクを通じて自分らし
さを自由に表現してほしい」というコンセ
プトのメイクアップブランド。手頃な価格と
約1000点にも及ぶ豊富な製品数が特徴
で、直営店としては、東京・表参道に次
いで日本2号店となるコスメショップです。 

■ 11/8（木）オープン↓ 

梅田初 【フロア】  ルクア B1F  
【カテゴリ】 ベーカリー・カフェ 

メゾンカイザー 

■フランスの伝統的な製法で作る人気ベーカリーが
梅田初出店！ 
 オリジナルの小麦粉に国産発酵バター
と自然発酵種による長時間低温発酵と
いうフランスの伝統的技法で作られたパ
ンを通して「パンのある幸せな食卓」、
「パンのある新しい生活スタイル」を提案
するお店です。 

■ 11/18（日）オープン↓ 

関西初 【フロア】  ルクア 2F 
【カテゴリ】 スポーツライフスタイル 

  ルルレモン 

■カナダ発の人気アスレティックウェアブランド
の“ストア”業態が関西初出店！ 

 ヨガを始めランニング、トレーニングに
使える高機能でスタイリッシュなアスレ
ティックウェアを展開。誰もが心も体も健
やかな人生を送ることを応援してくれる
ショップです。 

■ 10/31（水）オープン↓ 


