
と に新たに20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、2021年8月27日(金)をかわきり
に、合計20店舗が新しくオープンいたします。
梅田初出店のお芋スイーツとお芋に合うコーヒーを一緒に楽しめる「焼き芋専門店 維新蔵」や、関西初出店の約5万通りの

組み合わせからひとりひとりにぴったりのヘアケアを提案するショップ！「メデュラ」、韓国で大人気のヘルス＆ビューティーストア
「OLIVE YOUNG(オリーブヤング)」のプライベートブランドショップ 「オリーブヤング ピービー コスメティックス」が西日本初出店する。
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。

☆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 -

お芋スイーツとこだわりコーヒーの
「焼き芋専門店 維新蔵」

SNSでも話題のアイテムを展開する
「オリーブヤング ピービー コスメティックス」

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

約5万通りの組み合わせから
ヘアケアを提案するショップ

「メデュラ」

オープン日 店名 業種 特徴 出店状況

ルクアフードホール B2F 9/3(金) 焼き芋専門店 維新蔵 焼き芋・コーヒー お芋スイーツとお芋に合うコーヒーを一緒に楽しめる、焼き芋専門店！ 梅田初

グローサ　オーガニック オーガニック食品 オーガニックの野菜や果物、化学調味料などを使わない、こだわりの食材を展開するショップ！ 大阪初

コノカ 観葉植物・ドライフラワー 「癒し」をコンセプトにしたライフスタイル提案型の新しいグリーンショップ！

首里石鹸 コスメ 沖縄の植物や果物をギュッと詰め込んだ沖縄発スキンケアブランド！ 西日本初

デイリリー 漢方・コスメ・雑貨 台湾発の女性向け漢方ライフスタイルブランド！

9月中旬 サボン コスメ 死海の塩を含むアイテムを中心に、心と感性をときめかせ る製品を取り揃えたイスラエル発のナチュラルコスメブランド！

今秋 イッタラ 輸入雑貨 フィンランド発！流行に左右されないタイムレスなデザインを追求するテーブル＆リビングウェアブランド！

9/23(木) メデュラ コスメ カウンセリングを通して、ひとりひとりにぴったりのヘアケアを提案するショップ！ 関西初

3F 8/27(金) テン アクセサリー・ファッション雑貨 トレンドを取り入れつつ、他にはないデザインのアクセサリーを提案するショップ「TEN.」が西日本初出店！ 西日本初

5F 9月下旬 きものやまと 着物・和装小物・悉皆 きもの文化の伝統と技術を受け継ぎながら、時代に合わせた素敵なきものライフを提案するショップ！

8F 8/27(金) レッド・ウィング メンズ＆レディスシューズ 1905年創業！メイド・インＵＳＡにこだわり続けるアメリカを代表するワークブーツブランド！ 梅田初

3F 8/27(金) オリーブヤング ピービー コスメティックス コスメ 韓国で大人気のヘルス＆ビューティーストア 「OLIVE YOUNG（オリーブヤング）」のプライベートブランドショップ ！ 西日本初

4F 9/8(水) セルフォード レディス “THE FIRST LADY”をコンセプトに、特別な日に着て頂けるドレスからデイリーにも取り入れやすいアイテムを展開するショップ！

8/27(金) クローン 時計・ファッション雑貨 シンプルでありながら、個性的。どんなシーンにでも合うデザインを表現するモノトーンなプロダクトブランド！

9/3(金) エープラス トウキョウ レディス＆メンズ TOKYO発のアクティブウェアブランド「A＋TOKYO」が西日本初出店！ 西日本初

9月中旬 アナ スイ コスメ・レディス・ファッション雑貨 アナ スイ ショップ初となるネイルカラーを自由に楽しめる「NAIL SPOT」 を常設！

占　ここにいた 占い・アカデミー カウンセラピーが恋愛や結婚、今後の運勢など、あなたの「気になる」をしっかりアドバイスしてくれるショップ！

ティーナ：ジョジュン レディス・ファッション雑貨 YouTubeやInstagramで人気のかとうあいりさんがプロデューサーを務めるD2Cブランドが西日本初出店！ 西日本初

7F リー レディス＆メンズ 100年を超える歴史を持ち、世界中で愛される、アメリカ・カンサス州発祥のデニムブランド！

ルクア ダイニング 10F 9/9(木) 石臼挽き二八そば そばしき 石臼挽き二八そば 毎日店内の石臼で挽き、挽き立てを職人が二八そばに打つ、江戸庶民文化の伝統｢二八そば｣が楽しめる！

8/27(金)

館／フロア

6F

2F

5F
ルクア

ルクア イーレ

8/27(金)



↓「ルクア イーレ」には、台湾・イスラエル・フィンランド・アメリカなど国際色豊かなショッ
プを含む、幅広いジャンルの11ショップがNEW OPEN！
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ビーデザインホーム

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 コスメ

サボン

■死海の塩を含むアイテムを中心に、心と感性をときめかせ
る製品を取り揃えたイスラエル発のナチュラルコスメブランド！

ミネラル豊富な死海の成分や植物オイルを
贅沢に配合したアイコニックな「ボディスクラ
ブ」をはじめ、ギフト、ボディケア、フェイスケ
ア、ヘアケア製品を多種ラインナップ。

〔9月中旬オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 漢方・コスメ・雑貨

デイリリー

■台湾発の女性向け漢方ライフスタイルブランド！

人気の食べる薬膳茶やシロップ、漢方
由来のコスメ、サプリメントに加え、メイド・
イン・台湾のオリジナルチャイナシューズ
やアクセサリーも展開。漢方を取り入れた
ライフスタイルを提案するショップ。

〔8/27(金)オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 オーガニック食品

グローサ オーガニック

■オーガニックの野菜や果物、化学調味料などを使わない、
こだわりの食材を展開するショップ！

オーガニックの野菜や果物、化学調味料や
合成保存料不使用のこだわり食材やお菓子、
調味料、厳選素材を使って手作りしたオリジ
ナルのスイーツやパンを取り揃えたショップ。

〔8/27(金)オープン〕

【フロア】 ルクアフードホール B2F
【カテゴリ】 焼き芋・コーヒー

焼き芋専門店 維新蔵

■お芋スイーツとお芋に合うコーヒーを一緒に楽しめ
る、焼き芋専門店！

独自の手法で砂糖不使用、糖度50度超
えという“看板商品”100日熟成濃蜜焼き
芋「さつまミライ」をはじめ、お芋スイーツ
やお芋に合うこだわりのコーヒーを展開。

〔9/3(金)オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 コスメ

首里石鹸

■沖縄の植物や果物をギュッと詰め込んだ沖縄発スキン
ケアブランド！

「香りひろがる。記憶よみがえる。」をコンセ
プトに沖縄の植物や果物をベースにして香り
や色、配合する原料に、とことん沖縄らしさを
追求した石鹸やスキンケア商品を展開。

〔8/27(金)オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 観葉植物・ドライフラワー

コノカ

■「癒し」をコンセプトにしたライフスタイル提案型の
新しいグリーンショップ！
「癒し」をコンセプトにドライフラワー・インド
アグリーン・プリザーブドフラワー・雑貨など
日常からギフトまで幅広いニーズに対応した
アイテムを展開。

〔8/27(金)オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 コスメ

メデュラ

■カウンセリングを通して、ひとりひとりにぴったりのシャン
プー＆リペアを提案するショップ！
ヘアケアの知識豊富なスタッフが専門の機
械を使用し、お客様の髪質を診断。カウンセリ
ングを行いながら、約5万通りの組み合わせか
らひとりひとりにぴったりのヘアケアを提案する
ショップ。

〔9/23(木)オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 輸入雑貨

イッタラ

■フィンランド発！流行に左右されないタイムレスなデザイ
ンを追求するテーブル＆リビングウェアブランド！

“自由な組み合わせを楽しめる実用性と
唯一無二の美しさで日々の暮らしに豊かさ
を与えてくれるデザイン”のガラス製品や陶
磁器製品などを展開。

〔今秋オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 5F
【カテゴリ】 着物・和装小物・悉皆

きものやまと

■きもの文化の伝統と技術を受け継ぎながら、時代に合わ
せた素敵なきものライフを提案するショップ！

歴史に裏付けされた専門店ならではの知識
と経験を基にスタッフがきものライフをサポート。
お子様向けから大人用まで、気軽なお出かけ
着から上質なきものまで、幅広い品揃えを展開。

〔9月下旬オープン〕

【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

テン

■トレンドを取り入れつつ、他にはないデザインのアクセサ
リーを提案するショップ「TEN.」が西日本初出店！

その日のファッションに加えるだけで
ちょっと華やかに。そしてちょっと自信を
持った自分になれる。今のトレンドを発信す
るユニセックスのアクセサリーブランド。

〔8/27(金)オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 8F
【カテゴリ】 メンズ＆レディスシューズ

レッド・ウィング

■1905年創業！メイド・インＵＳＡにこだわり続けるアメリカ
を代表するワークブーツブランド！

レッド・ウィングの靴は、品質にこだわって丁寧に
造られているので、長く履き続けることで、レザーが
足に馴染み、履き心地・デザインに味が出てくるの
が特徴。一生モノとして履き続ける価値ある一足が
見つけられるショップ。

〔8/27(金)オープン〕

関西初

大阪初梅田初

西日本初

梅田初

西日本初



↓「ルクア」には、ファッションはもちろん、コスメ、雑貨、さらには占いショップまで…！
あなたの毎日に寄り添う幅広いジャンルの９ショップがNEW OPEN！
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ビーデザインホーム

【フロア】 ルクア 6F
【カテゴリ】 占い・アカデミー

占 ここにいた

■カウンセラピーが恋愛や結婚、今後の運勢など、あなた
の「気になる」をしっかりアドバイスしてくれるショップ！

手相、生年月日、タロット占い等で様々なあ
なたの「気になる」をしっかりアドバイス。毎日を
Happyに過ごしていただけるように、カウンセラ
ピーが幸せのお手伝いをしてくれるショップ。

〔8/27(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 5F
【カテゴリ】 コスメ・レディス・ファッション雑貨

アナ スイ

■アナ スイ ショップ初となるネイルカラーを自由に楽し
める「NAIL SPOT」 を常設！

世界中の女性達を魅了し続けるNYのデザ
イナー アナ スイのショップ。コスメ、ファッショ
ン、アクセサリー、バッグなど個性を奏でるこだ
わりのアイテムを展開。

〔9月中旬オープン〕

【フロア】 ルクア 4F
【カテゴリ】 レディス

セルフォード

■“THE FIRST LADY”をコンセプトに、特別な日に着て頂けるドレ
スからデイリーにも取り入れやすいアイテムを展開するショップ！

思い出に残る大切な日に着たくなるよう
な、気品と華のあるドレスを主軸にバッグ
やアクセサリー、シューズからデイリーに
も取り入れやすいアイテムなども展開。

〔9/8(水)オープン〕

【フロア】 ルクア 3F
【カテゴリ】 コスメ

オリーブヤング ピービー コスメティックス

■韓国で大人気のヘルス＆ビューティーストア 「OLIVE  
YOUNG（オリーブヤング）」のプライベートブランドショップ ！
「BRING GREEN（ブリングリーン）」、「ROUND 

A'ROUND（ラウンドアラウンド）」、「BIO HEAL BOH 
(バイオヒールボ ) 」等、韓国でも人気のブランドをは
じめ、SNSで話題のメイクアップアイテムからスキン
ケアまで幅広く展開。

〔8/27(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 5F
【カテゴリ】 レディス＆メンズ

エープラス トウキョウ

■TOKYO発のアクティブウェアブランド「A＋TOKYO」が
西日本初出店！
「COMFORT」をコンセプトした“ベーシックライン” 、
機能素材と天然素材をミックスさせた“トレンドライン” 、
日本製の素材・シルエットを追求した“アクティブライ
ン”の3つのラインを展開するブランド！

〔9/3（金）オープン〕

【フロア】 ルクア 5F
【カテゴリ】 時計・ファッション雑貨

クローン

■シンプルでありながら、個性的。どんなシーンにでも合
うデザインを表現するモノトーンなプロダクトブランド！

上質でシンプルなデザインでギフトシーズ
ンには品切れが続出するほどの人気ペア
ウォッチやグッドデザイン賞を受賞したレ
ザーバッグなど、幅広いラインナップを展開。

〔8/27(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 7F
【カテゴリ】 レディス＆メンズ

リー

■100年を超える歴史を持ち、世界中で愛される、アメリカ・
カンサス州発祥のデニムブランド！
話題のアイテムの先行販売や限定モデルの
展開など大阪の旗艦店。伝統的なディティール
は継承しつつ、現代的にアップデイトされたスタ
イル、美しいシルエット、そしてデニムメーカー
ならではのクオリティの高いアイテムを展開。

〔8/27(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 6F
【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨

ティーナ：ジョジュン

■YouTubeやInstagramで人気のかとうあいりさんが
プロデューサーを務めるD2Cブランドが西日本初出店！

「OLD AND NEW」 "古くて新しい" "定番だけど被
らない" "シンプルだけど奥深い“そんな相反するこ
だわりと、世代を超えて受け継いだ感性を落とし込ん
だコレクションを展開。

〔8/27(金)オープン〕

【フロア】 ルクア ダイニング 10F
【カテゴリ】 石臼挽き二八そば

石臼挽き二八そば そばしき

■毎日店内の石臼で挽き、挽き立てを職人が二八そばに
打つ、江戸庶民文化の伝統｢二八そば｣が楽しめる！

契約農家からその時期に合った一番良
い状態の蕎麦の実を仕入れ、さらに店内
にある石臼で毎日挽き、香りの高い蕎麦
を提供することにこだわっているお店。

〔9/9(木)オープン〕

西日本初

西日本初

西日本初


