2 0 2 1 年 2 月 9 日
JR西日本SC開発株式会社
-

ル クア 大 阪 事 業 本 部

-

に新たに20店舗がNew Open!
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、2021年2月6日(土)をかわきり
に、合計20店舗が新しくオープンいたします。
西日本初出店の「パイナップルケーキ」でお馴染みの台湾生まれのスイーツブランド「サニーヒルズ」や、全国初出店のマリメッコ
の新ライン！「マリメッコ キオスキ」、話題のD2Cブランド「アニュアンス」など、“ファッション”も“お家でも”楽しめる幅広いジャンルの
注目のNewショップが続々オープンいたします。

台湾生まれのスイーツブランド
「サニーヒルズ」

マリメッコの新ライン！全国初直営店！
「マリメッコ キオスキ」

インフルエンサー中村麻美さんが手掛けるD2Cブランド！

「アニュアンス」

≪ New Open 店舗一覧 ≫
館／フロア

オープン日
B2F
2F
3F

ルクア イーレ

5F

2/26(金)
4/10(土)

2/26(金)

店名
サニーヒルズ

パイナップルケーキ・焼き菓子

業種

「パイナップルケーキ」でお馴染みの台湾生まれのスイーツブランド「サニーヒルズ」が西日本初出店！

特徴

西日本初

おこめ ぶらん

健康食品・コスメ

“米ぬかオイル”を使用したコスメや健康食品を展開するブランド！

西日本初

ケースティファイ スタジオ

アクセサリー・ファッション雑貨 スマホを自分らしくカスタマイズ！海外セレブにも大人気のテックアクセサリーブランド！

ランダ

レディスシューズ

常に今を意識した遊び心のあるデザインと、高機能な履き心地のシューズを提案するブランド！

モイモルン

ベビー・キッズ

幸せを願うママと愛しいお子様のためにつくられた子供服ブランド！

アパートバイローリーズ

レディス・ファッション雑貨

大人のかわいらしさを持ち合わせたテイストで、成長する女性にシンクロしたスタイルを提案するブランド！

出店状況

3/5(金)

コトリカ

レディス・ファッション雑貨

大人の女性へファッション感度高く、着やすく、使いやすく、リーズナブルなアイテムを提案するショップ！

7F

3/10(水)

ダッドウェイ/エルゴベビー

ベビー・キッズ用品・雑貨

国内外の育児アイテムを幅広く取り揃えた、ファミリーのためのセレクトショップ！

8F

2/26(金)

フューズ メンズ ビギ

メンズ

メンズのファッションシーンを牽引する「メンズビギ」から誕生したニューレーベル！

1F

2/26(金)

マリメッコ キオスキ

レディス＆メンズ

マリメッコのアイコン的プリントを再解釈し、無限のワードローブを提案する「マリメッコ キオスキ」が全国初出店！

2F

3月下旬OPEN予定

メイクアップキッチン

コスメ・ビューティ・サービス ナチュラルなメイクアイテムを中心に、多彩なアイテムを展開するショップ！

ジャルダン デ パルファム

コスメ

ブランドの世界観を通じて香りをご紹介するライフスタイルコンセプトショップが西日本初出店！

ラウンジドレス

レディス

”いつまでもキレイでいたい”と輝き続ける女性の為のショップ！

アニュアンス

レディス

2021年1月にデビュー！クリエイティブディレクター中村麻美さんが手掛けるD2Cブランド！

ジュエミ

レディス

インスタグラム発の人気ウィメンズブランドが西日本初出店！

ジョンブル

レディス＆メンズ

デニム産地・岡山県児島発！クオリティの高いモノづくりを実現するジーンズを中心としたブランド！

アトリエ ドゥ サボン

レディス

一人一人の個性を大切にした自由な着こなしを提案するセレクトショップ！

スタンス

レッグウェア

2010年アメリカ カリフォルニア州サンクレメンテで誕生したソックスブランド！

オンデーズ

メガネ

機能性とデザイン性の高いメガネ・サングラスをバリエーション豊かに展開しているメガネブランド！

ヨギボーストア

ビーズソファ・インテリア雑貨

おうち時間を過ごすあなたを包みこんでくれる魔法のビーズソファブランド！

4F

2/26(金)
3月上旬OPEN予定

ルクア
5F

7F
8F
9F

2/26(金)

2/6(土)
2/26(金)

☆各店舗の詳細は2ページ目から記載しております。

西日本初

梅田初

関西初

全国初

西日本初

関西初
西日本初

梅田初

※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。
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↓「ルクア イーレ」には、話題のスイーツから、キッズブランド、ファッションやコスメまで
幅広いジャンルの9店舗がNEW OPEN！」

サニーヒルズ
【フロア】 ルクア イーレ B2F
【カテゴリ】 パイナップルケーキ・焼き菓子

〔2/26(金)オープン〕

西日本初

おこめ ぶらん
【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 健康食品・コスメ

〔2/26(金)オープン〕

西日本初

■「パイナップルケーキ」でお馴染みの台湾生まれのス
イーツブランド「サニーヒルズ」が西日本初出店！

■“米ぬかオイル”を使用したコスメや健康食品を展開
するブランド！

余計なものは一切加えず、素材の自
然なおいしさを引き出すことにこだわっ
たパイナップルケーキや焼き菓子を取
り揃える。大切な方への贈り物や手土
産にもぴったりなお店。

「内からも外からも美を追求する」をコ
ンセプトに、創業118年の米卸会社が
手がけるブランド。米ぬかオイルを使
用したコスメや、「飲める米ぬか」など
天然成分に拘り、化学成分を使用しな
い商品を展開。

ケースティファイ スタジオ
【フロア】 ルクア イーレ 3F
【カテゴリ】 アクセサリー・ファッション雑貨

〔4/10(土)オープン〕

西日本初

■スマホを自分らしくカスタマイズ！海外セレブにも
大人気のテックアクセサリーブランド！
カスタムできるスマートフォンケースが海外
セレブや国内外の著名人・インフルエンサー
の中で話題となり、SNS投稿から人気に火が
付いたL.A発グローバルライフスタイルブラン
ド。海外アーティストや人気ブランドとのコラ
ボアイテムなど最新テックアクセを幅広く展開。

モイモルン
【フロア】 ルクア イーレ 5F
【カテゴリ】 ベビー・キッズ

ランダ
ビーデザインホーム

〔2/26(金)オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 5F
【カテゴリ】 レディスシューズ
■常に今を意識した遊び心のあるデザインと、高機能な履き心
地のシューズを提案するブランド！
「アーバン フェミニン (Urban
Feminine)」をコンセプトに、自身のムード
やTPOに合わせて自由にスタイルを楽し
みたい。そんな女性に向けたレディス
シューズブランド。

〔2/26(金)オープン〕

梅田初

アパートバイローリーズ

〔2/26(金)オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 5F
【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨

■幸せを願うママと愛しいお子様のためにつくられた
子供服ブランド！

■大人のかわいらしさを持ち合わせたテイストで、成長す
る女性にシンクロしたスタイルを提案するブランド！

自然と調和する人生を目指す北ヨー
ロッパスカンジナビアンの心からインスピ
レーションを受け、シンプルかつおしゃれ
で実用的、自然との調和を大切にした北
欧テイストの子供服ブランド。

様々なシチュエーションに合わせた「大人
のピュアカジュアル」をテーマに、洗練された
トレンドバランス、シルエット、素材で、かっち
りし過ぎず、ラフ過ぎないアイテムを展開。

コトリカ
【フロア】 ルクア イーレ 5F
【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨

〔2/28(金)オープン〕

〔3/5(金)オープン〕

関西初

ダッドウェイ/エルゴベビー 〔3/10(水)予定オープン〕
【フロア】 ルクア イーレ 7F
【カテゴリ】 ベビー・キッズ用品・雑貨

■大人の女性へファッション感度高く、着やすく、使いやす
く、リーズナブルなアイテムを提案するショップ！

■国内外の育児アイテムを幅広く取り揃えた、ファミ
リーのためのセレクトショップ！

「先にあるニュートラルモード」 をコン
セプトに、“トレンド” と“トレンドだけに左
右されない” ブランドアイデンティティを
発信。大人の女性へファッション感度が
高く、かつ着やすく・使いやすく・リーズナ
ブルなアイテムを提案。

“お父さんの子育てをもっとおもしろ楽しく
したい！”がコンセプト。
抱っこひもErgobaby(エルゴベビー）の全ラ
インナップをはじめ、ベビーカー、知育玩具
など、国内外の育児アイテムを幅広く展開。

フューズ メンズ ビギ

〔2/26(金)オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 8F
【カテゴリ】 メンズ

■メンズのファッションシーンを牽引する「メンズビギ」から
誕生したニューレーベル！
新たな生活用式に対応できるよう機能素
材とシルエットにフォーカス。
いつでも快適でリラックスできるデザインで、
機能×ファッション、オン×オフと、相反す
る要素を融合(FUSE)させたデイリーウェア
を展開。
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↓「ルクア」には、ファッションはもちろん、おうち時間も楽しめる合計11店舗がNEW OPEN！

マリメッコ キオスキ

〔2/26(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 1F
【カテゴリ】 レディス＆メンズ

全国初

メイクアップキッチン

〔3月下旬OPEN予定〕

【フロア】 ルクア 2F
【カテゴリ】 コスメ・ビューティー・サービス

■マリメッコのアイコン的プリントを再解釈し、無限のワード
ローブを提案する「マリメッコ キオスキ」が全国初出店！

■ナチュラルなメイクアイテムを中心に、多彩なアイテムを展
開するショップ！

マリメッコのアイコン的プリントを再解釈し、無限の
ワードローブを提案するジェンダーニュートラルなス
トリートウェアコレクション。「他人の真似はせず、自
分らしく」をキーワードに、作り物ではないオーセン
ティックなスタイルを追求したアイテムを展開。

自然界のミネラルや植物のエッセンスな
ど、ナチュラル＆オーガニック素材にこだ
わった素肌が喜ぶメイクアイテムを中心
に、話題のスキンケアや最新のビュー
ティーギアなど多彩なアイテムを展開。

ジャルダン デ パルファム

〔2/26(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 4F
【カテゴリ】 コスメ

西日本初

■ブランドの世界観を通じて香りをご紹介するライフスタ
イルコンセプトショップが西日本初出店！
フレグランスだけでなく、ボディケアアイテム
やキャンドル、ディフューザーなど香りにまつ
わる幅広いラインナップを展開。豊富なライ
ンナップの中から自分にぴったりな香りを見
つけることができる。

アニュアンス

ラウンジドレス

〔2/26(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 4F
【カテゴリ】 レディス

■“いつまでもキレイでいたい” と輝き続ける女性の
為のショップ！
ビーデザインホーム
「フェミニン」「エレガント」「スタイリッシュ」「シン
プル」の４つのカテゴリーを軸に都会的で洗練
されたトレンド感を取り入れながらも着心地の良
さも忘れないウェアとコーディネートを提案。

〔3月上旬OPEN予定〕

【フロア】 ルクア 4F
【カテゴリ】 レディス

関西初

ジュエミ
【フロア】 ルクア 5F
【カテゴリ】 レディス

〔2/26(金)オープン〕

西日本初

■2021年1月にデビュー！クリエイティブディレクター
中村麻美さんが手掛けるD2Cブランド！

■インスタグラム発の人気ウィメンズブランドが
西日本初出店！

しなやかさを持ちつつも凛とした芯の強
さ、自分を大切にできる女性であるために、
やわらかさを表現する色合いと洗練された
デザインで、上質なライフスタイルを提案。

ボディラインや美しい肌の魅せ方を表現し、
女性の艶っぽさと真の強さを引き出すような
アーバンリラックススタイルを展開。

ジョンブル
【フロア】 ルクア 5F
【カテゴリ】 レディス＆メンズ

〔2/26(金)オープン〕

アトリエ ドゥ サボン

〔2/28(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 5F
【カテゴリ】 レディス

〔2/26(金)オープン〕

■デニム産地・岡山県児島発！クオリティの高いモノづ
くりを実現するジーンズを中心としたブランド！

■一人一人の個性を大切に自由な着こなしを提案
するセレクトショップ！

メインブランドの「ジョンブル」に加え「rebear by
Johnbull（リベアバイジョンブル）」のアイテムを多彩
なラインナップで展開。

シンプルな服にも色やディティールで主張し
すぎず、他にないあそび心のあるテキスタイル
やデザインを展開。スタイリングのポイントにな
る楽しい小物なども取り揃え、新しい自分、本
当の自分を再発見できるショップ。

スタンス
【フロア】 ルクア 7F
【カテゴリ】 レッグウェア

〔2/6(土)オープン〕

梅田初

オンデーズ

〔 2/26(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 8F
【カテゴリ】 メガネ

■2010年アメリカ カリフォルニア州サンクレメンテで
誕生したソックスブランド！

■機能性とデザイン性の高いメガネ・サングラスをバ
リエーション豊かに展開しているメガネブランド！

西海岸のカルチャーをルーツに靴下を
キャンバスと捉え、数々の“魅せるソックス”
を筆頭にアンダーウェアー・Ｔシャツ・マス
クも展開。

どんな度数の方にも最適な薄さのレンズを追
加料金0円でメガネをお作りいただける【フレー
ム表示価格＋税】というシンプルな価格設定を
実現。業界最高水準の保証とサービスも万全な
ショップ。

ヨギボーストア

〔2/26(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 9F
【カテゴリ】 ビーズソファ・インテリア雑貨

■おうち時間を過ごすあなたを包みこんでくれる魔法の
ビーズソファブランド！
さまざまな形に変形するYogiboソファは、
完璧に体にフィットし、天国の座り心地。
一度座ると、もう起きたくなくなる魔法のソ
ファ。様々なサイズ・カラーなど幅広いラ
ンナップを展開。
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