
平 成 2 ８ 年 7 月 2 9 日 

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”は、2016年8月31日（水）をかわきりに合計21店
舗が新しくオープンいたします。西館“LUCUA 1100”には全国初登場の女性のためのスニーカーショップ「エフ アトモス」や、“アメ
リカで人気のカフェ＆ダイナー「スラッピーケークス」が西日本初登場など、合計12店舗が新しくオープンし、東館“LUCUA”には、
長年多くのファンから愛され続けているバッグブランドの「カービング トライブス」や、ファッション×スポーツのミックススタイルを提案する
「エミ」など、合計7店舗が新しくオープンいたします。また、”10F ルクアダイニング“には関西初、大阪初の人気飲食店が2店舗
オープンを予定しております。これにより、“LUCUA osaka”は合計店舗数364店舗となり、ここにしかない価値を提供する梅田
地区でNo.1のファッションビルをさらに追求し、より多くのお客様にご利用いただける商業施設を目指します。 

と に新たに21店舗がオープン ! 
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≪ New Open 一覧 ≫ 

☆各店舗の詳細は2ページ目から記載しておりますのでご覧いただけますと幸いです。 

※8/31(水)以降の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 

フロア 店名 業種 特徴 出店状況 オープン日 

2F  エフ アトモス  レディスシューズ 
 「アトモス」が手掛けた 
 “女性のためのスニーカーショップ” 

全国初 

8/31（水） 3F  ステュディオス シティ  レディス・ファッション雑貨 
 「ステュディオス」が手掛ける 
 2016年デビューの新ブランド 

西日本初 

5F 

 アモスタイル バイ トリンプ プライム  レディスインナー 
 人気下着ブランドが手掛ける新業態が 
 全国初登場 

全国初 

 スラッピーケークス  カフェ 
 アメリカで人気のカフェ＆ダイナーが 
 西日本初登場 

西日本初 10月予定 

 ア ドゥ ヴィーヴル  レディスシューズ 
 毎日履けるベーシックシューズが 
 魅力のショップ 

梅田初 

8/31（水）  ガルシア  レディス・ファッション雑貨  神戸、大阪で人気のセレクトショップ 梅田初 

 ミシャ  コスメ  韓国ガールズ達の定番コスメブランド 梅田初 

 アンデミュウ  レディス  ファッションを楽しみたい女性のためのショップ   9/16（金） 

 ジンズ  メガネ  人気アイウエアショップが登場   9/1（木） 

 バビロン  レディス  洗練されたスタイルを提案するショップ   8/31（水） 

8F 

 ユニバーサルランゲージ メジャーズ  メンズ 
 3Dでお客様のアバターを作成する 
 カスタムオーダースーツのショップ 

梅田初 

8/31（水） 

 ザ・ウォッチショップ  時計  様々なシーンに提案してくれる時計ショップ 梅田初 

LUCUA 

B1F  ビアードパパの作りたて工房  シュークリーム 
 作りたてのおいしさを提供してくれる 
 人気のシュークリーム店 

  

1F  カービング トライブス  バッグ・ファッション雑貨  1点1点手作りの人気バッグを展開するショップ   

2F 

 エミ  レディス 
 ファッション×スポーツスタイルを 
 提案してくれるショップ 

  

 ブレンヘイム  レディス  モードベーシックを提案してくれるショップ   

5F 

 ナノ・ユニバース グラウンドフロアー  レディス＆メンズ  人気セレクトショップのオリジナルブランド 梅田初 

 ドゥドゥ  レディス 
 シンプルな中にも遊び心を忘れない 
 ファッションブランド 

  

8F  ビーカンパニー  インテリア家具  はじめての独り暮らしを応援してくれるショップ   

LUCUA DINING 10F 

 とんかつ まい泉  とんかつ  東京・青山発のとんかつ専門店が関西初登場 関西初 

11/2（水） 

 うなぎ徳  うなぎ料理 
 うなぎの本場 浜松の老舗うなぎ料理屋が 
 大阪初登場 

大阪初 
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 人気ファッションブランド「ステュディオス」の新ブランドとして2016年3月にデビューした「ステュ
ディオス シティ」は、30代～40代の女性をターゲットに、モードを軸に大人が着られるストリートス
タイルを取り入れつつ、クールで気品ある女性らしいスタイルなど、大人の女性に向けたストリート
モードスタイルを提案してくれるショップです。 

■「ステュディオス」が手掛ける2016年デビューの新ブランドが西日本初登場！ 

ステュディオス シティ    
【フロア】 3F ／ 【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨 

西日本初 

 “どんな時も、いくつになっても、可愛く輝く女性でいたい”そんな女性を下着から応援する「ア
モスタイル バイ トリンプ」から、高感度な女性に向けたセレクションをお届けするショップが初登
場。毎日のファッションに合わせて楽しめるランジェリーをセレクトし、訪れるたびに新しい魅力
に気づいたり、もっと自分らしさが好きになる、そんな新しい空間を提供してくれるショップです。 

■人気下着ブランドが手掛ける新業態が全国初登場！ 

アモスタイル バイ トリンプ プライム 
【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディスインナー 

全国初 

～ オープンフェア情報 ～ 
ご来店のお客様に先着でオリジナルノベルティをプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 

≪ LUCUA 1100≫にオープンする12店舗はこちらです↓ 

 多くのスニーカーファンを魅了し続けている「アトモス」が手掛ける新ブランド「エフ アトモス」
が女性のためのスニーカーセレクトショップとして、全国初登場！厳選したセレクトアイテムで、
ファッションやスポーツシーンでのステータス向上をサポートし、ハイクオリティなファッション
シーンを提案してくれるショップです。 

■「アトモス」が手掛けた“女性のためのスニーカーショップ”が全国初登場！ 

エフ アトモス    
【フロア】 2F ／ 【カテゴリ】 レディスシューズ 

全国初 

～ オープンフェア情報 ～ 
税込16,200円以上お買い上げの方、先着100名様にノベルティとして防水スプレーをプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 ハワイ・マウイ島にフラッグシップショップを持つアメリカンカフェ&ダイナー「スラッピーケーク
ス」は、ゆったりとした店内でアメリカンブランチや、手作りパイ、季節のフルーツを使用したフ
レッシュドリンクなどが楽しめ、ランチや休日のブランチ、ショッピング中のブレイクタイムなど、
様々なシーンでご利用いただけるお店です。 

■アメリカで人気のカフェ＆ダイナーが西日本初登場！ 

スラッピーケークス ※こちらの店舗は10月オープン予定となります。 

【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 カフェ 

西日本初 

～ オープンフェア情報 ～ 
10月5日、6日、7日の3日間、お食事をされた先着50名様に「Slappy Cakesオリジナルマグカップ」をプレ
ゼント。※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 「生活の中にある芸術」をコンセプトにし、トラッドアイテムを中心に、毎日の生活の中で自分ら
しく、気取らずに履きこなせるベーシックシューズを提案してくれるショップです。 

■毎日履けるベーシックシューズを提案してくれるショップが梅田初登場！ 

ア ドゥ ヴィーヴル    
【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディスシューズ 

梅田初 

～ オープンフェア情報 ～ 
ここでしか手に入らないルクア イーレ限定色のローファーが登場のほか、お買い上げ頂いたお客様先着30
名様にオリジナルのマルシェバッグをプレゼント。 ※数量限定、無くなり次第終了となります。 
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 トレンドをおさえた辛口モードのスタイルを提案。国内外のブランドを問わずバイヤーが厳選し
たガルシア感覚のハイファッショナブルなアイテムを展開するショップです。 

■神戸、大阪で人気のセレクトショップが梅田初登場！ 

ガルシア    
【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨 

梅田初 

～ オープンフェア情報 ～ 
ここでしか手に入らないルクア イーレ限定のアイテムが登場。 ※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 世界各国で1,500店以上を展開し、美に関心の高い女性に人気の韓国コスメブランドが梅田
初登場。韓方成分配合のコスメやBBクリームなどスキンケアから最新トレンドに合わせたメイク
アップ用品までの幅広い品揃えで、様々な年代の肌の悩みにお応えし、トータル的に美のサ
ポートしてくれるショップです。 

■韓国ガールズ達の定番コスメブランドが梅田初登場！ 

ミシャ 
【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 コスメ 

梅田初 

～ オープンフェア情報 ～ 
ここでしか手に入らないルクア イーレ限定のセット商品が登場のほか、税込4,000円以上お買い上げの方
にエアインパフモチーフミラーを1個プレゼント。 ※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 “メガネを通して、美しく豊かな人生を”をコンセプトに、あなたが「見つめる」を豊かなものに変
えていきたいと願うアイウエアブランド。定番から最新トレンドのフレーム、効果的にブルーライト
をカットする「JINS SCREEN」までを取り揃え展開します。 

■人気のアイウエアショップ「ジンズ」が登場！ 

ジンズ  ※こちらの店舗は9月1日オープン予定となります。   

【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 メガネ 

～ オープンフェア情報 ～ 
9/1（木）～9/11（日）の期間、メガネ一式(薄型非球面レンズ付き)を税込5,292円の特別価格でご提供。 
※一部対象外の商品がございます。 

≪ LUCUA 1100≫にオープンする12店舗はこちらです↓ 

 新しい価値観をファッションにおいて創り上げることを概念とし、ロンドン、パリ、ニューヨークを中心に
時代観を取り入れるセレクトショップ。フェミニンを基調としたオリジナルブランドをはじめ、国内外からバ
イヤーが厳選した商品をセレクトして展開。カジュアルな普段使いのアイテムから、オフィス仕様のアイテ
ムまで幅広い品揃えを展開します。 

■可憐、シャープ、フェミニンの組み合わせから洗練されたスタイルを提案するショップ！ 

バビロン    
【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス 

～ オープンフェア情報 ～ 
ここでしか手に入らないルクア イーレ限定アイテムが登場のほか、税込32,400円以上お買い上げの方、 
先着50名様にオリジナルファーチャームをプレゼント。※数量限定、無くなり次第終了となります。 

  「ローリーズファーム」や「ジーナシス」などの人気ブランドを手掛ける株式会社アダストリアが
展開する「アンデミュウ」は、「変化を恐れず自立した美しさを持つ女性たちへ、リアルなライフ
スタイルを提案する」をコンセプトに、ベーシックな中にもトレンドや機能性を取り入れた商品で、
働く女性がオンもオフも楽しめるスタイルを提案するショップです。 

■仕事もプライベートもボーダーレスでファッションを楽しみたい女性の為のショップ！ 

アンデミュウ  ※こちらの店舗は9月16日オープン予定となります。  

【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス 

～ オープンフェア情報 ～ 
ここでしか手に入らないルクア イーレ限定アイテムが登場のほか、お買い上げの方に先着で、 
オリジナルノベルティをプレゼント。 ※数量限定、無くなり次第終了となります。 
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 業界初のオリジナルデジタル技術〝バーチャルフィッティングアバターシステム″を開発。お客様
の顔を特殊なカメラを搭載したタブレットで3D撮影し、アバターを作成します。そのアバターのボ
ディに仮装試着をさせ、納得のいくまで色柄やデザインを吟味して“似合う”を見つけて頂けるカスタ
ムオーダーショップです。オーダー可能なアイテムは、スーツをはじめ、ジャケット、パンツ、ドレス、
シャツなど。体型やリクエストにマッチした最高の1着を作ることができるショップです。 

■3D撮影でお客様のアバターを作成！カスタムオーダースーツのショップが梅田初登場！ 

ユニバーサルランゲージ メジャーズ 
【フロア】 8F ／ 【カテゴリ】 メンズ 

梅田初 

～ オープンフェア情報 ～ 
ここでしか手に入らないルクア イーレ限定のジャケットが登場。※数量限定、無くなり次第終了となります。 

≪ LUCUA 1100≫にオープンする12店舗はこちらです↓ 

■様々なシーン、スタイル、ファッションに合う時計を提案してくれるショップが梅田初登場！ 

ザ・ウォッチショップ    
【フロア】 8F ／ 【カテゴリ】 時計 

梅田初 

～ オープンフェア情報 ～ 
お買い上げ頂いたブランドのオリジナルノベルティやザ・ウォッチショップのオリジナルクロスをプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 「Gショック」、「GSX」をはじめ、厳選した時計をセレクトし展開する時計ショップ。 
毎日の生活の中での様々なシーン、スタイル、ファッションに合う時計を提案し、あなただけの
お気に入りの時計が見つけれる男性向けの時計ショップです。 

～ オープンフェア情報 ～ 
8/31(水)～9/6（火）の期間、1番人気のパイシューと限定シューのセットを税込1,050円の特別価格でご提供。 

 表面はサックリ、中はもちもちとした食感、バターの香ばしさが漂うオリジナルのパイシュー生
地に、マダガスカル産最高級天然のバニラビーンズと、厳選された国産の卵と牛乳で作るとろ
けるカスタードクリーム、さらに新鮮な生クリームを注入して「できたて・作りたて」のおいしさを届
けてくれるシュークリーム専門店です。 

■いつでもできたて、作りたての美味しさを提供してくれる人気シュークリーム店！ 

ビアードパパの作りたて工房 
【フロア】 B1F ／ 【カテゴリ】 シュークリーム    

～ オープンフェア情報 ～ 
ここでしか手に入らないルクア限定色のアイテムが登場のほか、税込32,400円以上お買い上げの方にオリ
ジナルチャームをプレゼント。 ※すべて数量限定、無くなり次第終了となります。 

 ファッションブランド“グレースコンチネンタル”で長く愛され続けている「カービングバッグ」の専門
店「カービング トライブス」が登場！上質な皮にメキシコの職人達が１点１点手作りで柄を彫刻し、ハ
ンドステッチで作り上げる独特の手法は、他にはないオリジナリティに溢れる世界観が楽しめます。 

■多くのファンに愛され続けている1点1点手作りのバッグブランドが登場！ 

カービング トライブス 
【フロア】 1F ／ 【カテゴリ】 バッグ・ファッション雑貨 

≪ LUCUA ≫にオープンする7店舗はこちらです↓ 

～ オープンフェア情報 ～ 
オープンを記念し、ヨガウェアとヨガマットを税込10,800円の特別価格でご提供。※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 ファッションシーンに欠かせない存在となったスニーカーをメインに、スニーカー×モードウエアと
いったスポーツとファッションのミックススタイルを提案。オリジナルのヨガウェアも豊富に取り揃え、ア
クティブにもデイリーにも使えるアイテムを、カラーバリエーション豊かにセレクトするショップです。 

■ファッションとスポーツのハイセンスなミックススタイルを展開する人気ショップ！ 

エミ 
【フロア】 2F ／ 【カテゴリ】 レディス 
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～ オープンフェア情報 ～ 
税込27,000円以上お買い上げの方、先着70名様にBLENHEIM オリジナルポーチをプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 “ヤング” “エッジー” “ラグジュアリー”をキーワードに、オンタイム・オフタイムのトータルファッ
ションを発信するブランド。シンプルな中に潜む、ハンサムな色気や、クールでありながらも、どこ
か漂う品格、美意識が高く、ファッション好きな女性に向けた“モードベーシック”なショップです。 

■ファッション好きな女性に向けた“モードベーシック”を提案するショップ！ 

ブレンヘイム 
【フロア】 2F ／ 【カテゴリ】 レディス 

 人気セレクトショップ「ナノ・ユニバース」のオリジナルブランドの1つである「ナノ・ユニバース グラウ
ンドフロアー」が梅田初出店。新たなトレンドを創造する一方で、トラッドでクラシックな面を併せ持つ
「ナノ・ユニバース」の基本コンセプトを踏襲した高感度なセレクトショップ。オリジナル商品と国内外
から仕入れたセレクトブランドを展開します。 

■人気セレクトショップのオリジナルブランドが梅田初登場！ 

ナノ・ユニバース グラウンドフロアー 
【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス＆メンズ 

梅田初 

～ オープンフェア情報 ～ 
税込10,800円以上お買い上げの方に、先着でオリジナルノベルティをプレゼント。※数量限定、無くなり次第終了となります。 

≪ LUCUA ≫にオープンする7店舗はこちらです↓ 

 “うるおいある暮らしは、お気に入りのインテリアとともにあるもの”という思いのもと、インテリ
アをファション感覚で提案。商品は、ルクア店独自の目線でセレクトし、ベーシックの中にも遊
び心をプラスした商品を取り揃え、暮らしを楽しくすることをテーマとしています。 

■20代～30代の女性を中心に“はじめての独り暮らし”を応援するインテリアショップ 

ビーカンパニー 
【フロア】 8F ／ 【カテゴリ】 インテリア家具 

～ オープンフェア情報 ～ 
ここでしか手に入らないルクア限定色のソファが登場のほか、税込3,000円以上お買い上げの方に、 
先着でオリジナルフレグランスをプレゼント。 ※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 ファッションを自由に楽しみ、女性がかわいく､そしてカジュアルに洋服を着こなしながらもカッコ
よくいられるような、シンプルでこだわりのあるオリジナルアイテムから最旬のセレクトまで幅広いラ
インナップが楽しめるアイテムを展開します。 

■シンプルな中にも遊び心を忘れないファッションが楽しめるブランド！ 

ドゥドゥ 
【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス 

～ オープンフェア情報 ～ 
ここでしか手に入らないルクア限定色のライダースジャケットが登場のほか、 
税込25,000円以上お買い上げの方に、先着でオリジナルトートバッグをプレゼント。※数量限定、無くなり次第終了となります。 
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 うなぎの本場 浜松の老舗である「うなぎ徳」は、浜名湖産をはじめ、全国の厳選したうなぎだけを
使用し、蒸しを入れふっくら香ばしく焼き上げた関東風のうなぎ料理をお楽しみいただけるお店で
す。蒲焼をはじめ、名物のうなぎ茶漬けや多彩な一品料理、コース料理もご用意しています。 

■名物の「うなぎ茶漬け」は絶品！うなぎの本場 浜松の老舗が大阪初登場！ 

うなぎ徳 ※こちらの店舗は11月2日オープン予定となります。    
【フロア】 10F ／ 【カテゴリ】 うなぎ料理 

大阪初 

～ オープンフェア情報 ～ 
オープンを記念したお得な限定セットや、コースご注文の方にはオリジナルの「うなぎ箸置き」をプレゼント。 
※数量限定、無くなり次第終了となります。 

 東京・青山発のとんかつ専門店「とんかつ まい泉」は選び抜いた豚肉を使用し、パン粉は指定レ
シピで焼いたパンを使用した生パン粉、揚げ油には風味よくカラッと揚がるひまわり油を使用するこ
だわり。おすすめは肉の旨みと香りに定評のある「黒豚」のメニュー。職人の腕でより美味しく仕上が
る出来立てアツアツのとんかつを楽しめます。 

■「箸で切れるやわらかなとんかつ」で有名なとんかつ専門店が関西初登場！ 

とんかつ まい泉 ※こちらの店舗は11月2日オープン予定となります。 

【フロア】 10F ／ 【カテゴリ】 とんかつ 

関西初 

～ オープンフェア情報 ～ 
11/2（水）～11/7（月）の期間、「黒豚かつ膳」（ヒレ、ロース）を税込2,500円の特別価格でご提供。 
※各日先着30食、無くなり次第終了となります。 

≪ LUCUA DINING ≫にオープンする2店舗はこちらです↓ 


