
と に新たに18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、この春、LUCUAとLUCUA 1100に
合計18店舗の新しいショップがオープンいたします。美容成分を含んだルームウェアの「スナイデルホーム」や人気アパレルブランドのメンズ
ショップ「メゾンスペシャル メンズ」といったファッション店舗が10店舗オープンするほか、ジル・スチュアートのライフスタイルブランド「フローラ
ノーティス ジルスチュアート」、韓国コスメのセレクトショップの「コスメリメイク」といったコスメ店舗もオープンし、「りんごとバター。苺のワル
ツ」という人気2ブランドのコラボスイーツ店舗も関西初出店。アウトドアゾーンでは「アップランド」、「コーズィーテラス」といった2店舗がオー
プンしさらにパワーアップ。またアニメ・マンガ・アートといった日本のカルチャーを発信する「ベースヤード トーキョー」が西日本初出店するな
ど、ファッションからカルチャーまで、これまで梅田周辺にはなかった注目の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 3 年 1 月 2 4 日

JR西日本SC開発株式会社
- ル ク ア 大 阪 事 業 本 部 -

※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。

「スナイデルホーム」
全てのアイテムに美容成分が施された

ルームウェアブランド！

「りんごとバター。苺のワルツ」
青森県産リンゴ「ふじ」と国産バターを使った生菓
子が楽しめる「りんごとバター。」と、あまおう苺を
使用したスイーツが楽しめる「苺のワルツ」の

コラボ直営店舗！

「フローラノーティス ジルスチュアート」
厳選された植物オイルやエキスなど天然香料を
配合したボディケアやヘアケア製品などを取り扱う

ライフスタイルブランド！

オープン日 店名 業種 特徴 出店状況

1F 3/14(火) イルビゾンテ バッグ・ファッション雑貨 イタリアの良質なナチュラルレザーを中心としたバッグやアクセサリーを展開する、本物志向のファンから愛されるイタリアブランド

4F 3/1(水) スナイデル ホーム レディス&メンズ・ファッション雑貨・生活雑貨 「着るほどに、きれいになる。」をコンセプトに、全てのアイテムに美容成分が施されたルームウェアブランド 梅田初

5F 2/22(水) マウジー レディス 代名詞でもあるデニムと上質なスタンダードアイテムによって、人それぞれの「芯」を際立たせるスタイルを提案するブランド

5F 3月中旬 ドレステリア レディス＆メンズ ヨーロッパとアメリカ、日本の品質の良い物とオリジナル商品が融合したアイテムを展開するブランド 梅田初

6F 2/22(水) スライ レディス 「Casual」「Girly」「Mode」をベースに発信するファッションブランド

6F 3/17(金) リリアン カラット レディス 「仕事もプライベートも楽しむ」をコンセプトにしたフェミニンカジュアルブランド 西日本初

7F 3/11(土) メゾンスペシャル メンズ メンズ “HIGH FASHION × HIGH FACTORY”がコンセプトのメゾンスペシャルのメンズショップ 梅田初

7F 3/1(水) ハフ レディス＆メンズ サンフランシスコ発のスケートボードとストリートカルチャーのスピリットを取り入れたアパレルブランド

8F 2/22(水) コスメリメイク コスメ 圧倒的支持を集めるrom&nd(ロムアンド)をはじめとした韓国コスメの大人気ブランドが集結 梅田初

8F 2/22(水) フローラノーティス　ジルスチュアート コスメ 花の恵みで、日々に香りと彩りを。ブーケのような花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案するライフスタイルブランド 梅田初

8F 3/3(金) スリーコインズプラス 生活雑貨 おしゃれで可愛いアイテムがプチプラで手に入るスリーコインズの大型店 梅田初

9F 3/3(金) ベースヤード トーキョー ホビー雑貨 クオリティの高いアニメ・マンガ、アーティスト関連グッズの販売やイベント等によるさまざまなカルチャーを発信するショップ 西日本初

B2F 4月 グッド グッド グッド 飲食 自社牧場の「牧草和牛」や、「放牧豚」「北海道食材」をカジュアルに楽しめる北海道肉バルが全国初出店 全国初

2F 2/22(水) りんごとバター。苺のワルツ 飲食 青森県産リンゴ「ふじ」と国産バターを使った生菓子が楽しめる「りんごとバター。」と、あまおう苺を使用したスイーツが楽しめる「苺のワルツ」のコラボ直営店舗が関西初オープン 関西初

4F 2023年春 ヴイエー ヴァンドーム青山 アクセサリー チアフルなカラーストーンや、セミオーダーできるアイテムで、毎日のトキメキと HAPPYをシェアするジュエリーブランド

6F 3月下旬 アップランド アウトドアウェア・グッズ 「アウトドアライフスタイルをもっと豊かに」をコンセプトに、Haglöfsを中心に北欧のアウトドア用品を取り扱うショップ 大阪初

6F 2023年春 コーズィーテラス アウトドアグッズ インドアやベランダのシーンでも楽しく、日常が豊かになるようなアウトドアグッズ、インテリアグッズを紹介するセレクトショップ 大阪初

7F 3/17(金) パウズ リビング ペットグッズ ペットとのオシャレでスタイリッシュなライフスタイルを提案する、ペットグッズのセレクトショップ 関西初

館/フロア

ルクア

ルクア イーレ



↓「ルクア」には、レディス・メンズファッション、コスメなどの 12ショップが NEW OPEN
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【フロア】 ルクア 6F
【カテゴリ】 レディス

スライ

■「Casual」「Girly」「Mode」をベースに発信するファッションブランド

ディテールへのこだわりが詰まった、どこか必ず女性
らしさを感じるアーバンスタイル。さまざまなエッセンス
をミックスした、時代の空気を体現するコレクションを展
開。

〔2/22(水)オープン〕

【フロア】 ルクア 7F
【カテゴリ】 レディス＆メンズ

ハフ

■サンフランシスコ発のスケートボードとストリートカ
ルチャーのスピリットを取り入れたアパレルブランド

世界的なライフスタイルブランドのパイオニアの一
つとして成長を遂げてきたHUF(ハフ)は、刺激的な
デザイン、そして高品質なクラフトマンシップを提案。

〔3/1(水)オープン〕

【フロア】 ルクア 7F
【カテゴリ】 メンズ

メゾンスペシャル メンズ

■“HIGH FASHION × HIGH FACTORY”がコンセ
プトのメゾンスペシャルのメンズショップ

デザイン性がありながら機能性・クオリティーに優
れ、質にこだわる高感度な大人の男女に向けて高
揚感・特別感を提供するメンズ・ユニセックスブラン
ド。

〔3/11(土)オープン〕

梅田初

【フロア】 ルクア 8F
【カテゴリ】 コスメ

フローラノーティス ジルスチュアート

■花の恵みで、日々に香りと彩りを。ブーケのような
花の香りに包まれた上質なライフスタイルを提案する
ライフスタイルブランド

厳選された植物オイルやエキスなど天然香料を配合した
ボディケアやヘアケア製品など、大切な方への贈り物にも
ぴったりなギフトを多数ご用意。

〔2/22(水)オープン〕

【フロア】 ルクア 8F
【カテゴリ】 コスメ

コスメリメイク

■圧倒的支持を集めるrom&nd(ロムアンド)をはじめとした韓国
コスメの大人気ブランドが集結

韓国ならではのニュアンスカラーやキラキラの
グリッター、可愛いデザイン等、気になっていた
あの韓国コスメを実際に見て触れて、ワクワクで
きる。スキンケアからヘアケアまで、トータルで
K-beautyが揃うセレクトショップ。

〔2/22(水)オープン〕

梅田初

【フロア】 ルクア 9F
【カテゴリ】 ホビー雑貨

ベースヤード トーキョー

■クオリティの高いアニメ・マンガ、アーティスト関連グッズの販売や
イベント等によるさまざまなカルチャーを発信するショップ

アニメ・マンガ・アートといった日本のカルチャー
を発信し、期間限定のイベントや、ルクアだけの限
定グッズなど、ここでしか体験できないカルチャーを
発信するショップ。

〔3/3(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 8F
【カテゴリ】 生活雑貨

スリーコインズプラス

■おしゃれで可愛いアイテムがプチプラで手に入るスリーコインズ
の大型店がオープン

ベーシックな生活雑貨から、空間を彩るインテリア雑
貨など幅広いラインナップと、つい手に取りたくなるデ
ザイン性のある商品たち。いつ行っても新しい発見が
ある、あなたの“ちょっと幸せ”をお手伝いする雑貨店。

〔3/3(金)オープン〕

梅田初

【フロア】 ルクア 6F
【カテゴリ】 レディス

リリアン カラット

■「仕事もプライベートも楽しむ」をコンセプトにした
フェミニンカジュアルブランド

トレンド感と個性を程よくMIXしたデイリースタイルを
提案。

〔3/17(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 4F
【カテゴリ】 レディス&メンズ・ファッション雑貨・生活雑貨

スナイデル ホーム

■「着るほどに、きれいになる。」をコンセプトに、全
てのアイテムに美容成分が施されたルームウェアブ
ランド

テキスタイルに「アルガンオイル」や「ローズヒップ」等
の植物成分を配合して着心地や機能性にこだわるととも
に、女性がときめくシルエットやデザイン性のあるパジャ
マやケアラインをそろえる。

〔3/1(水)オープン〕

【フロア】 ルクア 1F
【カテゴリ】 バッグ・ファッション雑貨

イル ビゾンテ

■イタリアの良質なナチュラルレザーを中心としたバッグやアクセ
サリーを展開する、本物志向のファンから愛されるイタリアブランド

イタリアの良質なナチュラルレザーは、タンニン鞣しを
施し、上品な表情でありながらタフ、そして使い込むほ

どにエイジングが楽しめる。持つ人の個性を反映する
ぬくもりのある製品を展開。

〔3/14(火)オープン〕

【フロア】 ルクア 5F
【カテゴリ】 レディス＆メンズ

ドレステリア

■ヨーロッパとアメリカ、日本の品質の良い物とオリジ
ナル商品が融合したアイテムを展開するブランド

イギリス、フランス、イタリア、アメリカ、そして日本国内
から質の良いもの・普遍的でそこにしかないものなどを、
ハイクオリティなオリジナル商品と組み合わせて、品の良
いコーディネートを提案。

〔3月中旬オープン〕

【フロア】 ルクア 5F
【カテゴリ】 レディス

マウジー

■代名詞でもあるデニムと上質なスタンダードアイテムによって、
人それぞれの「芯」を際立たせるスタイルを提案するブランド

Denim／Standard／Vintage／Culture 4つの
キーワードで、一人ひとりの生き方や、なりたい
姿、信念を、つよく美しく提案。

〔2/22(水)オープン〕

梅田初

西日本初

梅田初

西日本初

梅田初
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〔3月4日()オープン〕 〔2/25(金)オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 飲食

りんごとバター。苺のワルツ

■青森県産リンゴ「ふじ」と国産バターを使った生菓子が楽しめる「り
んごとバター。」と、あまおう苺を使用したスイーツが楽しめる「苺のワ
ルツ」のコラボ直営店舗が関西初オープン

タルトやパイなどの生菓子のほか焼き菓子も
取り扱うりんごとバター。苺を使ったタルトやバウ
ム等を展開する苺のワルツ、温かみのある可愛
いパッケージも魅力のひとつ。

【フロア】 ルクア イーレ B2F
【カテゴリ】 飲食

グッド グッド グッド

■自社牧場の「牧草和牛」や、「放牧豚」「北海道食材」をカジュアル
に楽しめる北海道肉バルが全国初出店

無類の肉好きたちが「自分たちが食べたい」「家
族にも食べさせたい」を基準に選び抜いた国内外
のお肉、さらにこだわりの北海道食材の料理や
ヴィーガンディッシュも楽しめる。ESGに美味しく真
剣に取り組むカジュアル肉バルが初上陸。

関西初全国初

〔2/22(水)オープン〕〔4月オープン〕

↓「ルクア イーレ」には、飲食、アクセサリー、コスメなどの6ショップがNEW OPEN

【フロア】 ルクア イーレ 4F
【カテゴリ】 アクセサリー

ヴイエー ヴァンドーム青山

■チアフルなカラーストーンや、セミオーダーできる
アイテムで、毎日のトキメキと HAPPYをシェアする
ジュエリーブランド

いつも身につけていたくなるような、大切な人へ贈り
たくなるような、楽しくておしゃれなジュエリーを取り揃
える。

〔2023年春オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 7F
【カテゴリ】 ペットグッズ

パウズリビング

■ペットとのオシャレでスタイリッシュなライフスタイルを提案する、
ペットグッズのセレクトショップ

海外のキャッチーなペットグッズや、洗練され
た日本製のアイテムに、paw’s livingオリジナル
商品等、豊富なラインナップをご用意。

〔3/17(金)オープン〕

大阪初
【フロア】 ルクア イーレ 6F
【カテゴリ】 アウトドアウェア・グッズ

アップランド

■「アウトドアライフスタイルをもっと豊かに」をコンセプトに、Haglöfs
を中心に北欧のアウトドア用品を取り扱うショップ

山や川、湖から海まで多様なアウトドアライフを楽
しむきっかけを、高品質な北欧アウトドアブランドの
商品を通じて提案。日本に再上陸するスウェーデ
ンのアウトドアブランド Haglöfs の直営店。

〔3月下旬オープン〕

関西初
【フロア】 ルクア イーレ 6F
【カテゴリ】 アウトドアグッズ

コーズィーテラス

■インドアやベランダのシーンでも楽しく、日常が豊かになるよう
なアウトドアグッズ、インテリアグッズを紹介するセレクトショップ

「MORE BELAMPING」をテーマに、ベランピング
やキャンプをより一層楽しむための、オススメのウエ
アやグッズ等、アウトドア、インドアどちらも楽しめる
アイテムを多数提案。

〔2023年春オープン〕

大阪初


