
「ＬＵＣＵＡ 1100  ＭＡＪＩＷＡＲＩ，ＨＡＪＩＭＡＲＩ，ＷＯＲＫ ＳＨＯＰ」 概要 

■期間 平成27年3月7日（土）～29日（日）11:00～18:00 

■会場 大阪ステーションシティ５階 時空（とき）の広場 
住所：大阪市北区梅田3-1-1 

■内容  『まじわり、はじまり』をコンセプトに、 「ファッション」「ギフト」「ライフスタイル」「美」の4つのジャンルを展開。 
各ジャンルの第一線で活躍する著名人が自らのジャンルと異なるテーマで行う“ワークショップステージ”と、 
 ルクア イーレ出店ブランドのアイテムを一足早くご紹介する“ショップギャラリー”を展開します。 
１）ワークショップステージ 
 →LUCUAメンバーズカード会員様より各回とも40組80名様をご招待。 
２）ショップギャラリー 
→1週目「ファッション」、2週目「ギフト」、3週目「ライフスタイル」、4週目「美」のジャンルに分かれて 

  「LUCUA 1100」の出店ショップから選りすぐりのアイテムが登場します。 
３）ショップオリジナル ノベルティプレゼント企画 
→イベント会場内に展示されているシンボルオブジェの写真を撮影してSNSに投稿。 

 4月1日（水）内覧会時、4月2日（木）グランドオープン来店時に対象ショップにて、SNSに投稿した 
写真をお見せいただくと先着で素敵なショップオリジナルノベルティをプレゼント。 

第1週目 テーマ「ファッション」 3月7日（土）～13日（金） 

料理研究家 ベリッシモ・フランチェスコさん 

  トークテーマ 
その甘いマスクで人気のイタリア人料理研究家、ベリッシモ・フランチェスコさん。料理
の腕のみならず、ファッションにおいても、その陽気なイタリア人気質とファッションセン
スをいかんなく発揮。ちょっとしたアレンジだけで、モテる男・女に変身できる、“相手を
虜にするベリッシモ的スパイス術”を披露！ 

【料理研究家×ファッション】 

ローマ出身。料理研究家、実業家、タレント。 2001年に来日。お金もコネも語学力もない、ただの留
学生だったが、「誘う技術」を磨き続けることで、あらゆる人を巻き込んでいく。数人から始まった料理教
室は大人気となり、タレントとしても、人気テレビ番組への出演や多数の雑誌などで取り上げられるよう
になる。現在、イタリアと日本の文化の架け橋として活躍中。 

料理もファッションも 隠し味 が決め手  

相手を虜にするベリッシモ的スパイス術 

・オペーク オオサカ 
・ラブ モスキーノ 
・シンゾーン 
・ソニア バイ ソニア リキエル 
・ジェット 
・デラヴェ プール エリオポール 
・アンティグラヴィテ 
・インディスペンサブル ストラスブルゴ 
・ユナイテッド トウキョウ 

第2週目 テーマ「ギフト」 3月14日（土）～20日（金） 

・マノン 
・ヒトツブ カンロ 
・マーブルシュッド 
・ミュージアム オブ キョウト 
・ラブラリー バイ フェイラー 
・ブルックリンチャーム 
・ディズニーストア 
・ザ コモン テンポ 
・イセタン シューズ＆バッグス 
（アートギャラリーby DMO 
ARTS） 

放送作家 鈴木おさむさん 

  トークテーマ 
映画・ドラマの脚本や舞台の作・演出、小説の執筆等、様々なジャンルで活動す
る鈴木おさむさんによる[言葉とギフト]をテーマにしたトークショーを開催！ 

【放送作家×ギフト】 

高校時代に放送作家を志し、19歳でデビュー。「SMAP×SMAP」「Qさま！！」等バラエティーを
中心にたくさんの番組の構成を担当。 
映画・ドラマの脚本や舞台の作・演出、小説の執筆等様々なジャンルで活躍中。 

鈴木おさむ流ひとの心のつかみ方 

①ワークショップステージ  3月7日（土）14:00～14:40 ②ショップギャラリー

①ワークショップステージ  3月15日（日）15:30～16:10
②ショップギャラリー

ベリッシモ流“モテるスパイス”を効か
せたファッションテクニックのギャラリー
を展開 

相手の心をつかむための目的別ギフ
ト商品のギャラリーを展開。 



第3週目 テーマ「ライフスタイル」 3月21日（土）～27日（金） 

・ハコアダイレクトストア 
・ダス ビッテ バイ ノイエ 
・ウニコ 
・アクロス ザ ヴィンテージ 
・フルールドファティマ 
・キキ＆ララ   
   ～ゆめ星雲 おもいやり星～ 
・日本市 
・ブルー バイ ロイヤル コペンハーゲン 
・ウサギ プゥ トヮ マルシェ  
  アッシュ・ぺー・フランス 

第4週目 テーマ「美」 3月28日（土）～29日（日） 

・イセタン コスメティックス 
・ラリン 
・サヴォ 
・トゥークールフォースクール 
・ホールマーカス 
・北麓草水 

①ワークショップステージ  3月21日（土・祝）14:00～14:40 ②ショップギャラリー

①ワークショップステージ  3月29日（日）14:00～14:40 ②ショップギャラリー

モデル  アン ミカさん 

  トークテーマ 
人は一日に多くの選択をしています。幸せとは、毎日の小さな選択の積み重ね。
壮絶な恋愛体験と、人生の荒波を乗り越えてきた人気モデルが語る、すべての 
人を幸せに変えるトークステージを展開。 

【美のスペシャリスト×ライフスタイル】 

1993年にパリコレに初参加以後、様々なファッションショーやヨーロッパのファッション誌、広告、CF 
映画出演等で活躍。また、テレビ・ラジオ・トークショー・エッセイ執筆・シンガーとしての活動・商品の
プロデュース・自己表現やマナーの講演会を開くなど、モデル業以外でも多方面において才能を発
揮している。 

愛・幸・運に恵まれた人生を手に入れる 

アン ミカの幸せを呼び込むアイテム選び 

書道家 武田双雲さん 

  トークテーマ 
言葉が持つ力を最大限に引き出す書道家、武田双雲氏は、自己啓発書のベスト
セラー作家としても知られています。そんな双雲流の幸せになるための3つの法則
をテーマに、ネガティブな漢字をポジティブに変換して書く“ポジティブ書道”に 
関するステージを展開。 

【書道家×美】 

1975年熊本生まれ。東京理科大学卒業後、NTTに就職するも、約3年後に書道家として独立す
るという異色の経歴を持つ。NHK大河ドラマ「天地人」や世界遺産「平泉」など数々の題字を手掛
けるとともに、独自の世界観で、全国で個展や講演活動を展開中。作品集「たのしか」「絆」「ポジ
ティブの教科書」「上機嫌のすすめ」など、著書は3０を超える。 

コンプレックスをポジティブに変えて内面も外面も美しく。 

双雲流幸運体質の作り方 

ショップオリジナル ノベルティプレゼント企画 3月7日（土）～29日（日） 

イベント会場に設置されるシンボルオブジェを写真に撮って、SNSに投稿！4月1日（水）内覧会時、4月2日（木）グラン
ドオープン来店時に公開した画像を見せていただくと、先着で素敵なショップオリジナルノベルティをプレゼント。 

対象ショップ＆プレゼントアイテム 

Facebook、Twitter、Instagramで 
シンボルオブジェを撮影しよう！ 

※3月19日（木）に限り 
 シンボルオブジェは設置されません。 

幸せを呼び込むカギを 
テーマにしたギャラリーを展開。 

“渇”“失”“滞”などネガティブな漢字を、 
ポジティブな筆跡とカラーに変換。 

作品のテーマに沿ったギャラリーを展開 

2015.2.18現在 

ショップ名 
プレゼント 
アイテム名 

限定個数 
4/1 

内覧会時 
4/2 

オープン時 

インデスペンサブル 
ストラスブルゴ 

シューケアブラシ 100個 50個  50個  

ジェット 
＜ジェット＞ 
コットンバッグ 

40個 15個  25個  

シンゾーン 
ジェニファーローレンスの 

ヘアゴム 
30個 未定 未定 

アンティグラヴィテ 
パリで購入した 
ポストカード 

100個 20個  80個  

マノン ミニキャンドル 30個 10個  20個  

ヒトツブカンロ グミッツェル1個 200個 100個  100個  

ブルックリンチャーム 
ブルックリンチャーム   

オリジナルチョコレート3個セット 
150個 50個  100個  

サヴォ 
  AVALON ORGANICS シャンプー

＆コンディショナー トライアルパック  
50個 20個  30個  

トゥークールフォースクール サンプル５点セット 300個 100個  200個  

北麓草水 サンプルセット 50個 20個  30個  

※対象ショップは、追加・変更になる場合があります。 



■「LUCUA 1100」 (ルクア イーレ）について

・名称  「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） 

・階数   B2F～10F 

・店舗数   158店舗 

※「LUCUA osaka」全体として360店舗 （LUCUA 202店舗） 

・開業日   平成27年4月２日（木） ※一部開業日が異なる店舗がございます 

・営業時間 【B2F～9F ショッピングフロア】10：00～21：00 ※一部営業時間が異なる店舗がございます

【B2F：バルチカ】11：00～24：00 

【10F：ルクアダイニング】11：00～23：00  

・店舗面積     約33,000㎡ （専門店約20,000㎡、isetan約13,000㎡) 

※「LUCUA osaka」全体として約53,000㎡ 

・運営主体     ＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社 

・初年度目標   売上：770億円、入店客数：7,000万人 

※「LUCUA osaka」全体としての目標となります 

・公式HP      http://lucua.jp/lucua1100/ 

ＪＲ西日本ＳＣ開発株式会社は、平成27年4月2日（木）大阪ステーションシティノースゲートビルディング西館商
業施設「LUCUA 1100」（ルクア イーレ）をグランドオープンします。※1

 「LUCUA 1100」は、集客力・話題性の高い専門店と、株式会社ジェイアール西日本伊勢丹による百貨店の売場づく
りの強みを再編集した「isetan」を融合させ、テイストの異なる様々なジャンルの店舗や商品の組み合わせにより、新たな
価値を提供する新しいタイプの商業施設となり、150の専門店と8つの「isetan」ショップが集まり、国内最大級※2の駅型
商業施設が誕生します。 ※1 一部開業日が異なる店舗がございます 

※2 東館「LUCUA」と西館「LUCUA 1100」を合わせた 「LUCUA osaka」の店舗面積（約53,000㎡） 




