
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、この秋、LUCUAとLUCUA 1100に
合計20店舗の新しいショップがオープンいたします。人気のアパレルブランド「メゾンスペシャル」がウィメンズ店としてオープンするほか、「ミ
ヤビズバウムクーヘン」や「カヌレ トリーコ」などの手土産スイーツはもちろん、店頭でのカウンセリングやスタッフとの対話を通して商品をご
提案するコスメブランド「イプサ」や、洋服のリデザインを提案する次世代の洋服お直し屋「サロン・ド・リデザイン・クローゼット・ドット・ネッ
ト」など、パーソナルサービスに特化したショップがオープン。LUCUA 1100 5Fフロアには“パーソナル”に特化したイベントを定期的に開
催するイベントスペースも誕生し、お客様一人一人の「自分に合うもの」をご提案できる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。

202２年８月９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。

≪施設情報≫ ・名称 「LUCUA osaka」（ルクア大阪） [ 東館「LUCUA」(ルクア) ／ 西館「LUCUA 1100」(ルクア イーレ)  ]

・所在地 〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ℡：06-6151-1111（大代表）

「メゾンスペシャル ウィメンズ」
“ハイファッションとハイファクトリー”を掛け合わせて
融合させることにより、新しい価値のファッション
“MIX NEW FASHION”を生み出すブランド！

「ミヤビズバウムクーヘン」
ふわふわしっとりシフォンケーキのようなバウムクーヘンの
専門店！

「サロン・ド・リデザイン・クローゼット・ドット・ネット」
デザイナーやテーラー出身のスタッフがお直しに加えて
洋服のリデザインを提案する次世代の洋服お直し屋！

オープン日 店名 業種 特徴 出店状況

8/26(金) セーブザダック レディス&メンズ 2012年にイタリア・ミラノでスタートしたサステナブル・アウターウェアブランド！

8/26(金) ダヴィネス コスメ 90ヶ国以上のヘアサロンで愛用されるイタリア･パルマのヘアケアブランド！ 梅田初

2F 9/3(土) メゾンスペシャル ウィメンズ レディス “ハイファッションとハイファクトリー”を掛け合わせて融合させることにより、新しい価値のファッション“MIX NEW FASHION”を生み出すブランド！ 梅田初

6F 9/2(金) リエンダ レディス・ファッション雑貨 「いくつになっても自分らしくありたい」をコンセプトに20代前半女性をメインターゲットとする、すべての女性のためのブランド。

8F 8/26(金) マリークヮント コスメ・ファッション雑貨 「自由に自分らしく」をコンセプトに、コスメもファッションと捉え、自由自在の組み合わせで女性の美しさを提案してくれるショップ！

B2F 8/26(金) クリスピー・クリーム・ドーナツ ドーナツ 創業時から変わらぬ秘伝のレシピでつくる代表的な『オリジナル・グレーズド®︎』を中心に、高品質のドーナツを提供するドーナツショップ！

1F 8/10(水) コネクトドットラボ アクセサリー・ファッション雑貨 美しい天然石を使用したオリジナリティ溢れるデザインが特徴のアクセサリーブランド【 u i . (ウイ)】がプロデュースする初の旗艦店！

1F 8/3(水) ショーレイヤード フレグランス "香りをレイヤードする"フレグランスがコンセプトのフレグランスショップ！

2F 9/16(金) イプサ コスメ 一人一人の肌にあわせて、美しくなるためのレシピをお客さまと共に創り出すカウンセリングブランド！

2F 8/26(金) オオカミとフクロウ アカリ コスメ・ファッション雑貨 いつもの生活にほんの少しの非日常を感じることができるアパレルブランド【オオカミとフクロウ】のフレグランスとスキンケアのショップが全国初出店！ 全国初

2F 8/26(金) カヌレ トリーコ カヌレ 手土産にもピッタリ！厳選した素材を使用し、小さなお子様にも大切な方にも安心してお召し上がりいただけるカヌレ専門店！ 梅田初

2F 8/26(金) ミヤビズバウムクーヘン バウムクーヘン ふわふわしっとりシフォンケーキのようなバウムクーヘンの専門店！ 梅田初

3F 8/26(金) ウィム ガゼット レディス トレンドに流されず、自分の感性を大切にするしなやかな大人の女性に向けた新しいフェミニティを提案するショップ！

3F 9/23(金) ウカストア コスメ ”うれしいことが、世界でいちばん多いお店”がコンセプト。サロン発のトータルビューティーカンパニー！ 大阪初

3F 10月 バブアー レディス&メンズ 1894年、ジョン・バブアーによりイングランド北東部のサウスシールズで創業。 英国のアウトドア・ライフスタイルを体現するブランド！

5F 9/16(金) サロン・ド・リデザイン・クローゼット・ドット・ネット 洋服お直し デザイナーやテーラー出身のスタッフがお直しに加えて洋服のリデザインを提案する「次世代の洋服お直し屋」！ 梅田初

5F 10月 ナチュラルビューティーベーシック レディス 上品で、きれいめで、女性らしい、今のベーシックとナチュラルなフェミニンをRe-mixした程良いトレンドを感じさせるブランド！

7F 8/26(金) ダブリュピーシー ファッション雑貨 様々な世代・ジャンルに合った、天気によって変わる"ライフスタイリング"を提案するレイングッズブランド！ 梅田初

7F 9/16(金) ケユカ 生活雑貨 「Simple&Naturalに暮らす。」をテーマにオリジナルデザインの商品を展開するライフスタイルショップ！

8F 10月 アルファ メンズ&レディス 1959年、テネシー州ノックスビルにて設立。本格的なクオリティとファッション性を兼ね備えたミリタリーブランド！

館／フロア

ルクア

1F

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 5 ショップが NEW OPEN
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【フロア】 ルクア 8F
【カテゴリ】 コスメ・ファッション雑貨

マリークヮント

■「自由に自分らしく」をコンセプトに、コスメもファッ
ションと捉え、自由自在の組み合わせで女性の美しさ
を提案してくれるショップ！

お客様の個性に合わせてトータルコーディネートで
きるのが最大の魅力。カラフルなコスメ、素肌を美しく
整えるスキンケア、そして斬新で刺激的なファッション
アイテム等を展開。

〔8/26(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 1F
【カテゴリ】 コスメ

ダヴィネス

■90ヶ国以上のヘアサロンで愛用されるイタリア･パルマのヘアケ
アブランド！

自然環境に配慮と敬意を持ち、先端科学と研究
をもって、慎重に原材料を配合。「自然の恵みを生
かし、その恩恵を人々の暮らしに活かす」という考
えのもと、環境にも人にもやさしいサステイナブル
なものづくりを行っているブランド。

〔8/26(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 1F
【カテゴリ】 レディス&メンズ

セーブザダック

■2012年にイタリア・ミラノでスタートしたサステナ
ブル・アウターウェアブランド！

世界中で採取され続けている羽毛・ダック達を守り、最先
端技術で再生開発された新開発素材 “ PLUMTECH® ”
（各国商標登録済）を使用することで、軽さ、暖かさ、柔ら
かさに優れた商品開発に成功。ヨーロッパ30カ国やアメリ
カ、カナダで人気急上昇中の唯一無二のブランド。

〔8/26(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

リエンダ

■「いくつになっても自分らしくありたい」をコンセプトに20代前半
女性をメインターゲットとする、すべての女性のためのブランド。

ワンピースをシグネチャーアイテムとし、女性の体

のラインを美しくだし、にじみ出るような色気と大人
の女性らしさにエッジをきかせたスタイルを提案。

〔9/2(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 2F
【カテゴリ】 レディス

メゾンスペシャル ウィメンズ

■“ハイファッションとハイファクトリー”を掛け合わせて
融合させることにより、新しい価値のファッション“MIX 
NEW FASHION”を生み出すブランド！

世界中のそこにしかない技術や素材に、今を捉えた
先進的/機能的デザインをのせて、SPECIALな日常を
創り出す服を提案してくれるブランドが梅田初出店。

〔9/3(土)オープン〕

梅田初

梅田初

〔3月4日()オープン〕 〔2/25(金)オープン〕

↓「ルクア イーレ」には、レディス、コスメ、フレグランスなどの15ショップがNEW OPEN

【フロア】 ルクア イーレ 1F
【カテゴリ】 アクセサリー・ファッション雑貨

コネクトドットラボ

■美しい天然石を使用したオリジナリティ溢れるデザインが特徴の
アクセサリーブランド【 u i . (ウイ)】がプロデュースする初の旗艦店！

アクセサリーブランド【 u i . (ウイ)】とつながりのあ
る素敵ブランドを展開し、不定期でブランドの入れ
替わりも楽しめる、実験的な試みをしていくショッ
プ。

【フロア】 ルクア イーレ B2F
【カテゴリ】 ドーナツ

クリスピー・クリーム・ドーナツ

■創業時から変わらぬ秘伝のレシピでつくる代表的な『オリジナル・グ
レーズド®︎』を中心に、高品質のドーナツを提供するドーナツショップ！

1937年にアメリカで誕生。ドーナツを見た瞬間
に笑顔になっていただきたいという想いを込め
て、生地からこだわり、１つ１つ人の手で仕上げら
れるドーナツは、手土産にも最適です。

〔8/10(水)オープン〕〔8/26(金)オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 1F
【カテゴリ】 フレグランス

ショーレイヤード

■"香りをレイヤードする"フレグランスがコンセプトの
フレグランスショップ！

さりげなく香り、クセになる。重なりあうたびセクシー
に、肌に近づくほどミステリアス。香りを楽しみ尽くすと
いう発想から生まれた”香りをレイヤードする”がコンセ
プトのショップ。香水はもちろん、空間アイテム・ファブ
リック・インテリアなど香りアイテムを多数展開。

〔8/3(水)オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 コスメ

イプサ

■一人一人の肌にあわせて、美しくなるためのレシピをお客さまと
共に創り出すカウンセリングブランド！

自ら美しくなろうとする肌の生命力、美的生命力に着目
し、個人が持つ本来の美しさを内面から引き出すために、
そのお客さまだけに合った「レシピ」を提案。スキンケア商
品、ベースメイク商品、ポイントメイク商品に加え、メイクグッ
ズ等を展開。

〔9/16(金)オープン〕
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〔4月オープン予定〕

〔4月オープン予定〕

〔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】 カヌレ

カヌレ トリーコ

■手土産にもピッタリ！厳選した素材を使用し、小さなお子様にも
大切な方にも安心してお召し上がりいただけるカヌレ専門店！

見ても楽しく、食べても美味しい、ころんと可愛いら
しいカヌレは、毎日一つ一つ手作り。
定番プレーンのナチュールをはじめとする１２種類の
カヌレの他にも、月ごとに新しいカヌレが登場！個
性豊かなカヌレトリーコの”トリコ”に。

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 コスメ・ファッション雑貨

オオカミとフクロウ アカリ

■いつもの生活にほんの少しの非日常を感じることができるアパレ
ルブランド【オオカミとフクロウ】のフレグランスとスキンケアのショッ
プが全国初出店！

アンティークな雰囲気を現代風にアレンジし、【オ
オカミとフクロウ】のフィルターに通し、動物達と共に
自然を意識したナチュラルでオーガニックな雰囲気
のフレグランスとスキンケアを展開。

梅田初全国初

〔8/26(金)オープン〕〔8/26(金)オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 3F
【カテゴリ】 レディス

ウィム ガゼット

■トレンドに流されず、自分の感性を大切にするしなやかな
大人の女性に向けた新しいフェミニティを提案するショップ！

自分のスタイルや価値観を大切にオシャレを楽
しみたい女性に向けた、カジュアルだけどエレガ
ント、ナチュラルだけどラグジュアリーなMIX感の
あるスタイルを提案するレディスセレクトショップ。

〔8/26(金)オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 3F
【カテゴリ】 コスメ

ウカストア

■“うれしいことが、世界でいちばん多いお店”がコンセ
プト。サロン発のトータルビューティーカンパニー！

忙しく毎日を過ごす大人たちが日常生活で無理な
くホームケアを続けられるプロダクト開発にこだわり、
使い続けたくなるような香りや使い心地が魅力のブ
ランド。ヘアやネイル、ボディケア等、トータルビュー
ティーでご提案します。

大阪初

〔9/23(金)オープン〕

〔3月4日()オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 5F
【カテゴリ】 洋服お直し

サロン・ド・リデザイン・クローゼット・ドット・ネット

■デザイナーやテーラー出身のスタッフがお直しに加えて洋服のリデ
ザインを提案する「次世代の洋服お直し屋」！

“クローゼットに眠っている洋服が、リデザインさ
れ、受け継がれていく。そんな文化を作りたい。”を
コンセプトに企画、デザイン、パターン、縫製技術を
結集し、衣服をリデザインし新しい価値を生み出し
ていくショップ。

【フロア】 ルクア イーレ 3F
【カテゴリ】 レディス&メンズ

バブアー

■1894年、ジョン・バブアーによりイングランド北東部のサウスシー
ルズで創業。 英国のアウトドア・ライフスタイルを体現するブランド！

高い撥水機能に加えて、エレガントなデザインは、
王族・貴族の間でも愛され、英国王室御用達の証で
あるロイヤルワラントを保有する格式高いブランド。
定番のワックスドジャケットをはじめ、小物や軽衣料
など、幅広いアイテムを展開。

梅田初

〔9/16(金)オープン〕

〔10月オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 5F
【カテゴリ】 レディス

ナチュラルビューティーベーシック

■上品で、きれいめで、女性らしい、今のベーシックとナチュラルな
フェミニンをRe-mixした程良いトレンドを感じさせるブランド！

女性である事を楽しんでいる、働く女性に向
けたワードローブを提案。

〔10月オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 7F
【カテゴリ】 ファッション雑貨

ダブリュピーシー

■様々な世代・ジャンルに合った、天気によって変わる
"ライフスタイリング"を提案するレイングッズブランド！

「傘=雨や日差しを避ける物」ではなく、雨の
日が楽しくなる機能的なアイテムや、写真を撮
りたくなるファッション性の高いレイングッズが
揃うショップ。

梅田初

〔8/26(金)オープン〕

〔3月4日()オープン〕

【フロア】 ルクア イーレ 7F
【カテゴリ】 生活雑貨

ケユカ

■「Simple&Naturalに暮らす。」をテーマにオリジナルデ
ザインの商品を展開するライフスタイルショップ！

カーテン、家具、キッチン雑貨、食器、バス用
品、服飾雑貨等を展開。オリジナルデザインの商
品を、「Simple & Naturalに暮らす。」をテーマに
取り扱うライフスタイルショップ。

【フロア】 ルクア イーレ 2F
【カテゴリ】 バウムクーヘン

ミヤビズバウムクーヘン

■ふわふわしっとりシフォンケーキのようなバウムクーヘンの
専門店！

厳選された牛乳と新鮮な卵のみを使用し、1
本1本手作りで焼き上げた、ふわふわしっとり
新食感のバウムクーヘン。手土産にも最適で
す。

梅田初

〔8/26(金)オープン〕

〔3月4日()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

アルファ

■1959年、テネシー州ノックスビルにて設立。本格的なクオ
リティとファッション性を兼ね備えたミリタリーブランド！

最高の品質基準と言われるミルスペックをクリア
し、米軍のコントラクター（制式納入業者）として60年
以上に渡り君臨してきたブランド。MA-1、N-3Bと
いった代表的アイテムはもちろん、ミリタリーを取り入
れた、様々なアイテムを展開。

〔9/16(金)オープン〕

〔10月オープン〕



ルクア イーレ 5Fフロアに“パーソナル”に特化したイベントを開催するイベントスペース
が誕生！
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「自分に似合うモノ」や「自分にとって心地いいモノ」をみつけたいお客様へ向けて、あなた
らしいを発見できる“パーソナル”に特化したイベントを定期に開催するスペースが誕生いた
します。
イベントスペース内は観葉植物に囲まれた空間で、公園のようにゆっくりとお過ごしいただけ
ますので、イベントの開催が無い日程はショッピングの合間の休憩やルクア大阪の新しい待
ち合わせの場としてもご利用いただけます。
≪イベントスペース概要≫
【名称】イベントスペース／【フロア】ルクア イーレ 5F／【面積】46.24㎡（約14坪）

■イベントスペースオープン記念イベント
イベントスペースのオープンを記念し、9月16日(金)～9月18日(日)の期間、「Bimore 顔タイ

プ診断・パーソナルカラー診断イベント」を開催いたします。
「顔タイプ診断」では、ご自身のお顔を8つのタイプに分類させていただき、あなたに似合う
ファッションが診断でき、「パーソナルカラー診断」では、顔色やお肌がきれいに見えるメイク
の色味やヘアカラーが診断いただけます。
≪オープン記念イベント概要≫
【イベント名】Bimore顔タイプ診断・パーソナルカラー診断イベント
【日程】9月16日(金)～18日(日)
【参加方法】事前予約制※8月下旬より下記、特設サイトにてご予約の受付を開始いたします。

特設サイト：https://www.lucua.jp/topics/p-1029325.html
【参加費】5,000円(税込)/30分

≪施設情報≫ ・名称 「LUCUA osaka」（ルクア大阪） [ 東館「LUCUA」(ルクア) ／ 西館「LUCUA 1100」(ルクア イーレ)  ]

・所在地 〒530-8558 大阪市北区梅田3-1-3 ℡：06-6151-1111（大代表）


