2 0 1 9 年 1 月 3 0 日
JR西日本SC開発株式会社

に新たに17店舗がNew Open!

と

JR西日本SC開発株式会社(大阪市北区梅田)が運営するファッションビル“LUCUA osaka”は、2019年3月1日(金)をかわきり
に、合計17店舗が新しくオープンいたします。
人気カフェ店「ロッカ＆フレンズ」の”コーヒーとワッフル“に特化した新業態「ロッカアンドフレンズ コーヒー フロー」や、日本の空気
に合うようにと作られた香りを展開する「オゥパラディ」のギフトをメインにした「カドー オゥパラディ」が全国初登場するほか、女性を
より美しく魅せるジーンズブランド「サムシング」や、機能性とデザイン性を兼ね備えた補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク」な
ど、春にぴったりな新しいお店が続々オープンいたします。

コーヒーとワッフルをメインにした全国初の
新業態「ロッカアンドフレンズ コーヒー フロー」

「オゥパラディ」のギフトをメインにしたショップ
「カドー オゥパラディ」

女性をより美しく魅せる、
女性の為のジーンズブランド
「サムシング」

≪ 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。

オープン日

館／フロア

LU CU A 1100
（ﾙｸｱ ｲｰ ﾚ）

3/1 ( 金)

LU CU A
（ﾙｸｱ）

バルチカ

4/6 ( 土)
5/30 ( 木)
6/17 ( 月)

店名

業種

特徴

出店状況

2 F ハイ チーズ

チーズケーキ

チーズ好きが作るチーズケーキ専門店

全国初

2 F カド― オゥパラディ

コスメ・生活雑貨

ギフトに特化した“オゥパラディ”の新業態

全国初

5 F タリーズコーヒー

スペシャルティ コーヒーショップ

人気コーヒーショップのスイーツにもこだわったお店

7 F ノップドゥノッド

レディス・ファッション雑貨

シンプルで凛々しい大人ナチュラルブランド

西日本初

7 F サムシング

レディス

女性をより美しく魅せる、女性の為のジーンズブランド

全国初※1

8 F グランヴィルストア

メンズ＆レディス

ワークウェアをベースに大人の男女が楽しむ為のカジュアルウェアを展開

9 F アルフレッド ティー ルーム

ティールーム

セレブリティも足繁く通うLA発のティーブランド

4 F ブラデリスニューヨーク

レディスインナー

運命の１着に出会える補整下着ブランド

5 F ハートダンス フォーシーズンズ アート

アクセサリー・ファッション雑貨

オリジナルからインポートまでを幅広く取り揃えるアクセサリーショップ

6 F アルシーヴ

レディス

カジュアルに女性らしいファッションを楽しめるファッションブランド

6 F ジェミカ

アクセサリー・ファッション雑貨

スタイリングのアクセントになるようなアクセサリーやファッション雑貨を展開

6 F シーミーバイナイスクラップ

レディス

人気ブランド「ナイスクラップ」から生まれたオトナブランド

西日本初

6 F サロンバイチコ

レディス

特別な日に身に着けたいアイテムに出会えるショップ

西日本初

うなぎ 串焼き いづも

うなぎ・串焼き料理

リーズナブルにうなぎが楽しめるうなぎ居酒屋

全国初

ロッカアンドフレンズ コーヒー フロー

コーヒー・ワッフル・焼菓子

人気カフェ店「ロッカ＆フレンズ」の新業態が全国初登場

全国初

イソップ

コスメ

メルボルン発の上質なスキンケアブランド

中国名菜 陳麻婆豆腐

中華四川料理

「麻婆豆腐」発祥の、あの人気店が関西初出店

B2F

LU CU A
B1F
（ﾙｸｱ）
LU CU A 1100
3F
（ﾙｸｱ ｲｰ ﾚ）
ルク ア
10
F
ダイニング

関西初
西日本初

関西初

関西初
※1 専門店として

☆各店舗の詳細は2ページ目から記載しております。
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3/1(金)にオープンする店舗はこちら↓

ハイ チーズ
【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 チーズケーキ

カド― オゥパラディ
全国初

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 コスメ・生活雑貨

全国初

■チーズ好きが作るチーズケーキ専門店！

■ギフトに特化した“オゥパラディ”の新業態！

北海道産生乳を100％使用したクリーム
チーズで作った濃厚なチーズテリーヌ「hicheese：ハイチーズ！」や宝石の様にカラフ
ルでとろける口当たりの新食感レアチーズ
「cuicui：キュイキュイ」などチーズを愛する
シェフのこだわりチーズケーキ専門店。

天然香料を使用し、日本の空気や
日本人が好む香り、日本人の肌に合う
ようにと作られた香水を展開する“オゥ
パラディ”のギフトに特化した新業態。
プチギフトから大切な人へのギフトを
展開。

タリーズコーヒー

ノップドゥノッド

【フロア】 ルクア イーレ 5F
【カテゴリ】 スペシャルティ コーヒーショップ

【フロア】 ルクア イーレ 7F
【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨

西日本初

■人気コーヒーショップのスイーツにもこだわったお店！ ■シンプルで凛々しい大人ナチュラル
ブランド！
世界各国より厳選した豆を使用し、国
内で焙煎したコーヒーやエスプレッソは
もちろん、季節ごとのスペシャルティドリ
ンクや、お店で手作りする数量限定のス
イーツを展開するお店。

2018年デビューの新ブランド。扱いやすい天然
素材を中心にセレクトし仕立て上げられた洋服は、
小さなディテールへの心遣いを忘れない、リラッ
クスしたフォルムで、シンプルかつ凛々しい大人
ナチュラルブランド。

サムシング
【フロア】 ルクア イーレ 7F
【カテゴリ】 レディス

グランヴィルストア
全国初
※専門店として

【フロア】 ルクア イーレ 8F
【カテゴリ】 メンズ＆レディス

関西初

■女性をより美しく魅せる、女性の為の
ジーンズブランド！

■ワークウェアをベースに大人の男女が楽しむ為の
カジュアルウェアを展開！

“女の子はかならずきれいになる”をコンセプト
に、女性の為のジーンズブランドとして誕生。専
用のシルエット、パターンを研究し、ボディライン
を意識した使用や工夫をジーンズの設計に採用
し、体形に綺麗にフィットするジーンズを展開。

オリジナルブランド「ＡＤＩＴＩＯＮＡＬ」を
中心に、ブランドディレクターである城島
禎氏が国内外からセレクトしたアイテムを
展開。機能的で、独創的、シーンを問わ
ず着こなせるウェアを展開するブランド。

アルフレッド ティー ルーム

ブラデリスニューヨーク

【フロア】 ルクア イーレ 9F
【カテゴリ】 ティールーム

西日本初

【フロア】 ルクア 4F
【カテゴリ】 レディスインナー

■セレブリティも足繁く通うLA発のティーブランド！

■運命の１着に出会える補整下着
ブランド！

2016年ＬＡ・メルローズプレイスの並木通
り沿いに誕生したティールーム。ボバ（タピ
オカ）入りのミルクティーをはじめ、紅茶・日
本茶・抹茶・台湾茶など世界中からセレクト
したティーメニューが揃う。

独自の３ステップでバストやヒップを整え、流れた
お肉を本来の位置に整えるという機能性と、おしゃ
れが楽しめるデザイン性の、ファンデーション（補
整下着）×ランジェリー（装飾下着）両方の特性を
兼ね揃えた“新感覚”の下着ブランド。

ハートダンス フォーシーズンズ アート

アルシーヴ

【フロア】 ルクア 5F
【カテゴリ】 アクセサリー・ファッション雑貨

【フロア】
ルクア 6F
【カテゴリ】 レディス

関西初

■オリジナルからインポートまでを幅広く取り揃える
アクセサリーショップ！

■カジュアルに女性らしいファッションを楽しめる
ファッションブランド！

オリジナルアクセサリーを中心に、イ
ンポートや1950～1980年代のデットス
トックアクセサリーや、時計やモバイル
グッズを展開するアクセサリーショップ。

旬なトレンドアイテムからシンプルな定番ア
イテムまで、日常の中に馴染む“カジュアルス
タイル”をベースに今の気分に合ったスタイリ
ングを提案するブランド。

2/3

3/1(金)にオープンする店舗はこちら↓

ジェミカ

シーミーバイナイスクラップ

【フロア】 ルクア 6F
【カテゴリ】 アクセサリー・ファッション雑貨

【フロア】 ルクア 6F
【カテゴリ】 レディス

■スタイリングのアクセントになるようなアクセサリーや
ファッション雑貨を展開！

■人気ブランド「ナイスクラップ」から生まれた
オトナブランド！

西日本初

シーズン毎のトレンドを表現しながらも、
シンプルかつフェミニンなアクセサリーや、
スタイリングのアクセントになるようなファッ
ション雑貨を展開。

“身につけたらみんなを魅了できる。そんな
魔法が使えるブランド”をコンセプトに、スタイリ
ングを展開。自立した女性のためのオトナ
sweetブランド。

サロンバイチコ

うなぎ 串焼き いづも
西日本初

【フロア】 ルクア 6F
【カテゴリ】 レディス

■特別な日に身に着けたいアイテムに
出会えるショップ！

【フロア】 バルチカ B2F
【カテゴリ】 うなぎ・串焼き料理

全国初

■リーズナブルにうなぎが楽しめるうなぎ居酒屋！
高級イメージの鰻を串で打ち、食べ
やすくお手ごろな価格で提供。ちょい
飲みや、しっかり食べたい時にも利用
でき、幅広い世代で楽しめる鰻居酒屋。

一人の女性のクローゼットを表現したように、
洋服だけでなく、アクセサリー、インナーウェ
ア、ビューティーまでトータルでコーディネート
を展開するブランド。

4/6(土)オープン！

5/30(木)オープン！

ロッカアンドフレンズ コーヒー フロー

イソップ

【フロア】 ルクア B1F
【カテゴリ】 コーヒー・ワッフル・焼菓子

【フロア】 ルクア イーレ
【カテゴリ】 コスメ

全国初

■人気カフェ店「ロッカ＆フレンズ」の新業態が
全国初登場！

3F

■メルボルン発の上質なスキンケアブランド
1987年にオーストラリア・メルボルンにて創
業。研究を重ね、こだわり抜いた植物由来
成分と、非植物由来成分を組み合わせた製
品が、高い効果と使う喜びをもたらします。
スキンケア、ヘアケア、ボディケア、フレグラ
ンスまで幅広く展開。

様々な業態展開で人気を得ている「ロッ
カ＆フレンズ」の、“コーヒーとワッフル”に
特化した新業態。ワッフルはランチにぴっ
たりなプレートやデザートプレート、テイク
アウトも可能。香り高いコーヒーと一緒に
様々なシーンで楽しむことができるお店。

6/17(月)オープン！

中国名菜 陳麻婆豆腐
【フロア】 ルクアダイニング
【カテゴリ】 中華四川料理

10F

関西初

■「麻婆豆腐」発祥の、あの人気店が関西初出店！
１８６２年、現中国四川省成都市に創業し
た「陳興盛飯舗」をルーツに持つ麻婆豆腐
発祥のお店。唐辛子の辛さ＝「辣味」(ラー
ウェイ)と、花椒の痺れるような辛さ＝「麻味」
(マーウェイ)を特徴に、激辛だけではない、伝
統の四川料理の多彩さが味わえる。
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