
と に新たに21店舗がNew Open!
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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、2020年2月28日(金)をかわき
りに、合計21店舗が新しくオープンいたします。
ヘアケアアイテムで人気のブランド「ボタニスト」や、オーガニック抹茶専門店の「ザ マッチャ トウキョウ」が西日本初出店するほ
か、台湾のティーショップ「チャノン」や、新しいエステの形を提案する、定額制のセルフエステジム「じぶんdeエステ」など、ファッショ
ンはもちろん、カフェやスイーツ、コスメまで注目の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。

2 0 2 0 年 1 月 2 9 日

JR西日本SC開発株式会社
- ル ク ア 大 阪 事 業 本 部 -

ヘアケアアイテムを中心とする人気ブランド
「ボタニスト」

オーガニック抹茶専門店「ザ マッチャ トウキョウ」
台湾の人気ティーショップ「チャノン」

定額制の通い放題セルフエステジム
「じぶんdeエステ」

※オープン日は予定となり変更になる場合がございます。
※出店状況は常設店舗としての情報です。

オープン日 店名 業種 特徴 出店状況

B2F ザ　マッチャ　トウキョウ オーガニック抹茶専門店 抹茶のドリンク、スイーツが楽しめるオーガニック抹茶専門店が西日本初出店！ 西日本初

B2F チャノン スイーツティー専門店 台湾国内に60店舗以上を展開する人気のティー ショップが登場！

B2F 3月オープン予定 串焼き満天 串焼き 京都・先斗町の人気串焼き店が大阪初出店！ 大阪初

バルチカ B2F 春オープン予定 となりのジャックとマチルダ 立ち飲み居酒屋 大阪・福島で幅広い世代から人気の立ち飲み居酒屋！

2F 2/28(金) ボタニスト コスメ ヘアケアアイテムを中心とする人気ブランドが西日本初出店！ 西日本初

2F 4月オープン予定 伊右衛門カフェ 和カフェ お茶を通じた新しいライフスタイルを提案する“伊右衛門サロン”の姉妹店が関西初出店！ 関西初

3F アー・ペー・セー レディス＆メンズ パリ発！モダン・フレンチスタイルを提案するファッションブランド！

B1F コンマトゥーゴー ティースタンド 日本発！最新のティースタイルが楽しめるティーショップ！

B1F じぶんdeエステ  セルフエステジム ジムのように通える新しいエステの形！定額制の通い放題セルフエステジム！ 梅田初

B1F リンツ ショコラ カフェ チョコレート・カフェ 世界で愛されるプレミアムチョコレートブランドが登場！ 梅田初

1F ラデュレ マカロン・洋菓子 パリ発！世界中の人々を魅了する“マカロン”を生み出したパティスリーメゾン！

2F クラネ レディス 松本 恵奈さんがディレクションするファッションブランドが関西初出店！ 関西初

2F 3/13(金)オープン シティショップ レディス “モードでヘルシーなシティライフを提案する”コンセプトストアが関西初出店！ 関西初

3F ミミ　サンジュウサン アクセサリー あなたにぴったりの耳元を提案してくれるアクセサリーブランドが関西初出店！ 関西初

3F ポール ＆ ジョー コスメ 人生を徹底的に楽しむパリジェンヌのライフスタイルを提案するコスメティックス！

5F ﾎﾟｰﾙ ｽﾁｭｱｰﾄ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ レディス＆メンズ ジェンダーレスなモードカジュアルブランドが全国初出店！ 全国初

5F ｱﾝｼﾞｰ ﾊﾞｲ ｳｨｺﾞｰ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ レディス＆ファッション雑貨 年代やスタイルにとらわれず、時代に合わせてセレクトした古着が揃うショップ！ 西日本初

6F ﾒｿﾞﾝ ﾄﾞ ﾌﾙｰﾙ ﾌﾟﾁ ﾛｰﾌﾞ レディス＆ファッション雑貨 ライフスタイル雑貨ブランド「メゾン ド フルール」から誕生したアパレルブランド！ 全国初

6F ヘザー レディス いつまでも遊び心を忘れない“前向きな女の子”のためのファッションブランド！

8F イニスフリー コスメ 韓国発！自然があふれる清らかな島・チェジュ島の恵みを使用した化粧品ブランド！

8F ノモナキス ドライフラワー 日常に彩りを与えてくれるドライフラワーを展開するショップが全国初出店！ 全国初
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↓「ルクアフードホール」に、オーガニック抹茶、スイーツティー、串焼きが味わえる3舗店！
「バルチカ」に早い・安い・美味いの3拍子が揃う日本酒立ち飲み店がNEW OPEN ！

西日本初【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 コスメ

ボタニスト

■ヘアケアアイテムを中心とする人気ブランドが
西日本初出店！

植物由来の成分をメインに配合してお
り、お肌にもうれしい自然派の商品を取
り揃えるボタニカルライフスタイルブラン
ド。定番商品はもちろん、いち早く入荷
する新商品・季節限定商品も展開。

↓「ルクア イーレ」には、ヘアケアアイテムで人気のブランドや、パリ発のファッションブラ
ンド、昼夜問わず楽しめる和カフェなど３店舗がNEW OPEN！

〔2/28(金)オープン〕
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西日本初【フロア】 ルクアフードホール B2F
【カテゴリ】 オーガニック抹茶専門店

ザ マッチャ トウキョウ

■抹茶のドリンク、スイーツが楽しめるオーガニック
抹茶専門店が西日本初出店！

冷・暖の抹茶はもちろんのこと、抹茶
とコーヒーの両方が楽しめる抹茶コー
ヒーラテ、抹茶をたっぷりと練りこんだス
イーツなど、バラエティ豊かに本格抹茶
を手軽に楽しめるお店。

【フロア】 ルクアフードホール B2F
【カテゴリ】 スイーツティー専門店

チャノン

■台湾国内に60店舗以上を展開する人気のティー
ショップが登場！

台湾ハチミツを使用したタピオカや、台湾
産フルーツなど様々なトッピングから好きな
ものを選び、自分だけのカスタムドリンクを
楽しむ事ができ、 “スイーツとして楽しめる
ドリンク”が人気のティーショップ。

〔2/28(金)オープン〕 〔2/28(金)オープン〕

関西初【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 和カフェ

伊右衛門カフェ

■お茶を通じた新しいライフスタイルを提案する
“伊右衛門サロン”の姉妹店が関西初出店！
京都の老舗茶舗「福寿園」の茶葉を
使った多様なティーメニューをはじめ、
「おむすび・おばんざい・スープ」等をバ
ランス良く組合わせられる食事メニュー、
パフェ・あんみつ等の和スイーツも提供。

〔4月オープン予定〕

【フロア】 ルクア イーレ 3F
【カテゴリ】 レディス＆メンズ

アー・ペー・セー

■パリ発！モダン・フレンチスタイルを提案する
ファッションブランド！
メンズ、レディスのカジュアルからハイエ
ンドなアイテムまでをラインナップしたコレ
クションを展開。失われつつある普通でい
て美しいものを、新しいオリジナル素材や
ディテール使いによってラディカルに表
現したスタイルを提案するブランド。

〔2/28(金)オープン〕

大阪初【フロア】 ルクアフードホール B2F
【カテゴリ】 串焼き

串焼き満天

■京都・先斗町の人気串焼き店が大阪初出店！

新鮮な野菜を豚肉で巻いた名物の「野
菜巻き串」や、タレの味がしっかり染みた
「漬けダレ串」に加え、お酒のすすむ逸
品料理など、リーズナブルにお酒を楽し
める女性に人気の串焼き酒場。

【フロア】 バルチカ B2F
【カテゴリ】 立ち飲み居酒屋

となりのジャックとマチルダ

■大阪・福島で幅広い世代から人気の立ち飲み
居酒屋！
古き良き立ち飲み文化を継承し、こだ
わりを持って提供する大衆居酒屋。王
道メニューは、お酒のアテにぴったりな
一品料理から、メインとなるような肉・魚
料理まで幅広く取り揃える。

〔3月オープン予定〕 〔春オープン予定〕



西日本初

関西初【フロア】 ルクア 2F 
【カテゴリ】 レディス

シティショップ

■ “モードでヘルシーなシティライフを提案する”
コンセプトストアが関西初出店！

しなやかなシティライフを送る女性を形
成するアイテムを、「ヘルシー/センシュ
アル/モード」をテーマに、独自の視点
で編集。“なりたいあなたを作る”コンセ
プトストア。

【フロア】 ルクア 3F 
【カテゴリ】 コスメ

ポール ＆ ジョー

■人生を徹底的に楽しむパリジェンヌのライフスタイル
を提案するコスメティックス！
「ポール & ジョー」のブランド世界観をそのまま
に反映したコスメティックス。化粧効果はもちろん、
「見て楽しい、触って楽しい、飾って楽しい、持っ
ていることが幸せ」と、自分自身はもちろん、まわり
の人も幸福感に満ち溢れるような商品を展開。

↓ 「ルクア」には、ファッションはもちろん、カフェやスイーツ、定額制のセルフエステな
ど、合計14店舗がNEW OPEN ！

梅田初【フロア】 ルクア B1F 
【カテゴリ】 セルフエステジム

じぶんdeエステ

■ジムのように通える新しいエステの形！定額制の
通い放題セルフエステジム！

「キレイをずっと、もっとお手頃に」をコン
セプトに、月額5,980円(税抜き)から通い放題
のセルフエステジム。エステサロン・クリニッ
ク採用の業務用マシンが使い放題のジム
のように通える新しいエステの形を展開。

〔2/28(金)オープン〕

〔春オープン予定〕

関西初【フロア】 ルクア 2F
【カテゴリ】 レディス

クラネ

■松本 恵奈さんがディレクションする
ファッションブランドが関西初出店！

ブランドコンセプト「ORIGINAL STANDARD」
「STANDARD」なアイテムに現代的な柄、素材、
デザインを取り入れ新しいフォルムを表現。「特
別な一枚」を重視し、長く愛用していただける
洋服を提案。

〔2/28(金)オープン〕

関西初【フロア】 ルクア 3F
【カテゴリ】 アクセサリー

ミミ サンジュウサン

■あなたにぴったりの耳元を提案してくれる
アクセサリーブランドが関西初出店！

ピアスやイヤリングなどの耳周りのアクセ
サリーを約3000種類取り揃え、
「Sheerchic」「Basic」「Ownideal」の3つのテ
イストを展開し、洗練されたデザイン、質感
にこだわったアクセサリーブランド。

〔2/28(金)オープン〕

〔2/28(金)オープン〕

〔2/28(金)オープン〕

〔3/13(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 1F 
【カテゴリ】 マカロン・洋菓子

■パリ発！世界中の人々を魅了する“マカロン”を
生み出したパティスリーメゾン！

1862年パリで創業し、世界中の美食
家を魅了するパティスリーメゾン。
マカロンは定番のフレーバーから季節
限定のフレーバーも登場し、贈り物に
もぴったりな商品を展開。

ラデュレ 〔2/28(金)オープン〕
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【フロア】 ルクア B1F
【カテゴリ】 ティースタンド

コンマトゥーゴー

■日本発！最新のティースタイルが
楽しめるティーショップ！
こだわりの茶葉を使用し、「大人のタピオカミ
ルクティー」や「自家製チーズティー」など、最
新のティースタイルを手軽に楽しめる日本発祥
のティースタンドブランド。

全国初【フロア】 ルクア 5F
【カテゴリ】 レディス＆メンズ

ﾎﾟｰﾙ ｽﾁｭｱｰﾄ ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ

■ジェンダーレスなモードカジュアルブランドが
全国初出店！

NewYorkの新しい時代性と価値観、Art
をエッセンスに、「ジェンダーレスなモード
カジュアルスタイル」を提案。サイジングで
男女問わず着ていただけるウェアや、バッ
グやアクセサリー、シューズなどを展開。

〔2/28(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 5F 
【カテゴリ】 レディス＆ファッション雑貨

ｱﾝｼﾞｰ ﾊﾞｲ ｳｨｺﾞｰ ｳﾞｨﾝﾃｰｼﾞ

■年代やスタイルにとらわれず、時代に合わせて
セレクトした古着が揃うショップ！

“Vintage&Modern”をベースにカジュアル
でシンプルなオリジナルアイテムをメインに、
大人が着れる上品な古着やリメイクアイテ
ムと、いまの気分にあった旬なブランドアイ
テムをセレクトするショップ。

梅田初【フロア】 ルクア B1F 
【カテゴリ】 チョコレート・カフェ

リンツ ショコラ カフェ

■世界で愛されるプレミアムチョコレート
ブランドが登場！
リンツ ショコラ カフェはリンツのチョコレートの
世界が五感で体験できる至福の場所。メート
ル・ショコラティエが腕を振るう様々なチョコ
レートやショコラスイーツの数々を展開。

〔春オープン予定〕

※最新のオープン日については、ルクア大阪ＨＰをご確認ください。

〔2/28(金)オープン〕

〔2/28(金)オープン〕



↓ 「ルクア」には、ファッションはもちろん、カフェやスイーツ、定額制のセルフエステな
ど、合計14店舗が新登場！

全国初【フロア】 ルクア 6F
【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨

ﾒｿﾞﾝ ﾄﾞ ﾌﾙｰﾙ ﾌﾟﾁ ﾛｰﾌﾞ

■ライフスタイル雑貨ブランド「メゾン ド フルール」
から誕生したアパレルブランド！

メゾン ド フルールの世界観たっぷりのリボンやサ
テン、パールをあしらった可愛く上品なワンピース
やスカートなどのレディス・アパレル商品を展開。

〔2/28(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 8F
【カテゴリ】 コスメ

イニスフリー

■韓国発！自然があふれる清らかな島・チェジュ島の
恵みを使用した化粧品ブランド！

すこやかな美しさを追求し、手軽で親しみやすい
ブランドとして人気の韓国発のコスメブランド。スキン
ケア・ボディケア・メイクアップなど、約900種もの様々
なアイテムを取り揃え、トータルビューティーケアをサ
ポートするショップ。

〔2/28(金)オープン〕

全国初【フロア】 ルクア 8F 
【カテゴリ】 ドライフラワー

ノモナキス

■日常に彩りを与えてくれるドライフラワーを展開する
ショップが全国初出店！

気軽に楽しく、日常に彩りを与えてくれる
ドライフラワーと花に合うインテリア雑貨や
アクセサリーを展開するショップ。

〔2/28(金)オープン〕
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【フロア】 ルクア 6F 
【カテゴリ】 レディス

ヘザー

■いつまでも遊び心を忘れない“前向きな女の子”の
ためのファッションブランド！

ガーリッシュで程よくエッジのきいたアイテ
ムをベースにトレンドをミックスし、等身大の
スタイルを提案するショップ。

〔2/28(金)オープン〕

4/10(金)には、ルクア１Ｆの人気ファッションブランド「ユナイテッドアローズ ウィメ
ンズストア」がファッションを中心に、トレンドな“モノ”や“コト”を発信するＰＯＰ Ｕ
Ｐスペースを設け拡大オープンするなど、ルクア大阪に出店しているショップも
続々リニューアル！さらに魅力的なお店へと生まれ変わります。

↓ リニューアルオープンＮＥＷＳ！

ＵＡのPUP ＵＰ第一弾は、東京発のブラン
ド＜LOEFF(ロエフ)＞と＜KALANCHOE
（カランコエ）＞を展開。


