
と に新たに13店舗がNew Open!

≪ New Open 店舗一覧 ≫
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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8月30日(金)をかわき
りに、合計13店舗が新しくオープンいたします。
女の子の感性をファッションで表現する“渡辺直美”プロデュースのブランド「プニュズ」や、スウェーデン発の足元からHAPPYに
なれるレッグウェアブランド「ハッピーソックス」、人気のスイーツや話題の雑貨を期間限定で展開していく、食と雑貨のストア「ポッ
プアップ ナウ」など、お買い物が楽しくなるような注目のNewショップが続々オープンいたします。

☆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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JR西日本SC開発株式会社
- ル ク ア 大 阪 事 業 本 部 -

女の子の感性をファッションで表現する
“渡辺直美”プロデュースブランド

「プニュズ」

人気のスイーツや話題の雑貨を
期間限定で販売するポップアップストア

「ポップアップ ナウ」

スウェーデン発の足元から
“ハッピー”になれるレッグウェアブランド

「ハッピーソックス」

※オープン日は予定となり変更になる場合がございます
※出店状況は専門店としての情報です

オープン日 店名 業種 特徴 出店状況

3F レオリーエブロア レディス 2つのブランドから構成される大人女子向けファッションブランド

5F ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ･ｳｴｽﾄｳｯﾄﾞ ﾚｯﾄﾞﾚｰﾍﾞﾙ ｺﾝｾﾌﾟﾄｽﾄｱ レディス・ファッション雑貨 国内5店舗のみで展開されるコンセプトストア 西日本初

6F マジェスティックレゴン レディス “オトナカワイイ”ワードローブを提案するファッションブランド

6F プニュズ レディス 女の子の感性をファッションで表現する“渡辺直美”プロデュースブランド 梅田初

2F ハッピーソックス ファッション雑貨 スウェーデン発の足元から“ハッピー”になれるレッグウェアブランド 西日本初

2F ポップアップ ナウ 食と雑貨の期間限定ストア 人気のスイーツや話題の商品を期間限定で販売するポップアップストア 全国初

2F バカ マテリアル ストア バラエティ雑貨 思わず手にとってしまうようなｷｯﾁｭなｱｲﾃﾑやｼｰｽﾞﾝに合わせた雑貨を展開 全国初

4F レイウエディング　コンシェルジュ ウエディングサービス 経験・知識豊富な専門スタッフが結婚式場探しをサポート

5F ノーリーズ コレット レディス オン・オフ問わず楽しめるファッションアイテムを展開 大阪初

5F ラシア レディス クールモードスタイルを提案するファッションブランド 西日本初

7F タンデイ オーク レディス・ファッション雑貨 シンプルな大人カジュアルスタイルを提案するファッションブランド

9月OPEN予定
LUCUA 1100
（ﾙｸｱ ｲｰﾚ）

4F ﾅｲｼﾞｪﾙ･ｹｰﾎﾞﾝ ｳｰﾏﾝ ｱｰﾐｰ･ｼﾞﾑ レディス 「ナイジェル・ケーボン」のウィメンズライン

11月OPEN予定
LUCUA
（ﾙｸｱ）

B1F パンヤ芦屋 食パン 低温長時間熟成で丁寧に作り上げ、こだわりぬいた食パンのお店 大阪初

館／フロア

LUCUA
（ﾙｸｱ）

LUCUA 1100
（ﾙｸｱ ｲｰﾚ）

8/30 (金)



梅田初

西日本初

8/30(金)にオープンする店舗はこちら↓

【フロア】 ルクア 5F 
【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨

ｳﾞｨｳﾞｨｱﾝ･ｳｴｽﾄｳｯﾄﾞ ﾚｯﾄﾞﾚｰﾍﾞﾙ ｺﾝｾﾌﾟﾄｽﾄｱ

■国内5店舗のみで展開される
コンセプトストア！
通常のコレクションに加え、シーズン毎に、

スペシャル感のあるカプセルコレクションを展開し、
カルチャートレンドを発信するコンセプトストア。

【フロア】 ルクア 3F
【カテゴリ】 レディス

レオリーエブロア

■2つのブランドから構成される大人女子向け
ファッションブランド！
「rienda（リエンダ）」のアイコンとして

人気を牽引してきた和田有紗プロ
デュースの「ラヴィ ドゥ レオリー」と小
嶋梨奈プロデュースの「エブロア」の2
つのブランドから構成される、大人の
女性に向けたファッションブランド。

【フロア】 ルクア 6F 
【カテゴリ】 レディス

プニュズ

■女の子の感性をファッションで表現する
“渡辺直美”プロデュースブランド！

ジャンルに捉われることなくファッションを
楽しむ全ての女の子をターゲットに、様々
なスタイルを豊富なサイズ展開で提案。スト
レスなくファッションを楽しめ、女の子の感
性をファッションで表現するブランド。

【フロア】 ルクア 6F
【カテゴリ】 レディス

マジェスティックレゴン

■“オトナカワイイ”ワードローブを提案する
ファッションブランド！
GirlからLadyへ。あこがれスタイルを

実現できるリアルクローズがコンセプト。
程よくトレンドを取り入れ、フェミニンテ
イストをベースに『オトナカワイイ』ワー
ドローブを提案。

西日本初【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 ファッション雑貨

ハッピーソックス

■スウェーデン発の足元から“ハッピー”
になれるレッグウェアブランド！

「毎日のように使うソックスを、ワードローブ
の主役に」という思いから、ポップでカラフル
なコレクションを展開。最高品質のコーマ綿
と上質素材のみを使用し、履き心地にもこだ
わりを持つレッグウェアブランド。

【フロア】 ルクア イーレ 4F
【カテゴリ】 ウエディングサービス

レイウエディング コンシェルジュ

■経験・知識豊富な専門スタッフが結婚式場探しを
サポート！
無料で式場選びのプロに何度でも相談で

き、式場見積もりの無料診断や、レイウエ
ディングだけのお得なプランもあり、すべて
の花嫁に安心と納得の結婚式場探しを提供
してくれるコンシェルジュショップ。

全国初【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 食と雑貨の期間限定ストア

ポップアップ ナウ

■人気のスイーツや話題の商品を期間限定で
販売するポップアップストア！

大阪では買えない人気のスイーツや、
ECサイトでしか買えないブランドの商品を
販売。一定期間で商品が入れ替わるの
で、いつ来ても新しいモノと出会えるポッ
プアップストア。

全国初※1【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 バラエティ雑貨

バカ マテリアル ストア

■思わず手にとってしまうようなキッチュなアイテムや
シーズンに合わせた雑貨を展開！

可愛いパーツやレース・ビーズなどのハ
ンドメイド雑貨を展開。思わず手にとって
しまうような可愛く、心踊るデザインでシー
ズンに合わせた雑貨を集めたショップ。

※1:常設店舗として

大阪初【フロア】 ルクア イーレ 5F
【カテゴリ】 レディス

ノーリーズ コレット

■オン・オフ問わず楽しめるファッション
アイテムを展開！

ソフトトラッドをベースに時代のニーズを柔軟に
取り入れたブランド「ノーリーズ」が展開する「ノー
リーズ コレット」は、オン・オフ問わず、日常のお
しゃれが楽しくなるファッションアイテムをセレクト
するショップ。
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西日本初【フロア】 ルクア イーレ 5F
【カテゴリ】 レディス

ラシア

■クールモードスタイルを提案する
ファッションブランド！
シンプルでミニマムなスタイルの中に、洗練され

たモードを取り入れた「クールモードスタイル」を提
案。トレンドに敏感で自分のスタイルを持つ働く女
性を知的に演出するブランド。
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【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

タンデイ オーク

■シンプルな大人カジュアルスタイルを提案する
ファッションブランド！

シンプルで上質な日常をコンセプトに、
落ち着いた大人の女性に向けて、ライフス
タイルにそっと溶け込むような、ゆったりとし
た空気感のあるファッションやシューズ・
バッグなども展開するショップ。

8/30(金)にオープンする店舗はこちら↓

9月オープン予定！

【フロア】 ルクア イーレ 4F
【カテゴリ】 レディス

ﾅｲｼﾞｪﾙ･ｹｰﾎﾞﾝ ｳｰﾏﾝ ｱｰﾐｰ･ｼﾞﾑ

■「ナイジェル・ケーボン」のウィメンズ
ライン！

丈夫で実用的､そしてクラシックなラインと､袖を
通すとわかる力強さと美しい女性らしさのバランス｡
今を生きる女性に自信と輝きを与えるファッション
を展開するイギリスのファッションブランド「ナイ
ジェル･ケーボン」のウィメンズコレクションショップ。

大阪初

11月オープン予定！

【フロア】 ルクア B1F 
【カテゴリ】 食パン

パンヤ芦屋

■低温長時間熟成で丁寧に作り上げ、
こだわりぬいた食パンのお店！

『子供からお年寄りまで毎日笑顔で』をコ
ンセプトに、旨味・コク・くちどけを出すため、
低温長時間熟成で美味しさや風味を最大
限に引き出し毎日ひとつひとつ丁寧に焼き
あげた食パンを展開。


