
≪ New Open 店舗一覧 ≫

※オープン日は予定となり変更になる場合がございます。

館 フロア 店名 業種 特徴 出店状況 オープン日

LUCUA
1100
(ルクア
イーレ)

B1F GU レディス＆メンズ
最旬のトータルコーディネートをお手頃プライスで取り揃える
ショップ！

9/15(金)

B1F ユニクロ レディス＆メンズ・キッズ＆ベビー
幅広い世代から支持される定番アイテムを取り揃える
ショップ！

9/15(金)

2F マールマール ベビー＆キッズ
ママたちの“あったらいいな”を叶えてくれるベビー＆キッズ
向けショップ！

大阪初 8/30（水）

3F ファビオルスコーニ レディスシューズ
洗練されたデザインと履き心地を追求したイタリア発の
シューズブランド！

8/30（水）

5F ファビア レディス・ファッション雑貨
働く女性に向け、リアルでフェミニンなワードローブを提案する
ショップ！

西日本初 8月上旬

5F ソコラメイソングレイ レディス・ファッション雑貨 「飾りすぎない自分らしいスタイル」を発信するブランド！ 梅田初 8/30（水）

5F ノイラボーロ バッグ・ファッション雑貨
働く女性をターゲットにバッグやファッション雑貨を展開する
ブランド！

関西初 8/30（水）

5F アウトロソル レディス
エージレス・ボーダレスなアラウンドモードをコンセプトにする
セレクトショップ！

梅田初 8/30（水）

6F イーブスサプライ レディス＆メンズ
洗練されたデイリーな都会的リアルクローズを提案してくれる
ショップ！

梅田初 9/15(金)

6F スタジオカフェズーアドベンチャー カフェ・プレイグラウンド ママが自由に過ごせて、子供が楽しめる体験・体感型カフェ！ 大阪初 9/15(金)

7F ベーシックアンドアクセント 生活雑貨
心地よく、ほんの少し刺激的。そんな生活雑貨を提案してくれ
るショップ！

梅田初 8/30（水）

LUCUA
(ルクア)

B1F サンクゼール グロッサリー
信州で自社製造した上質なグロッサリーやワインを提案してく
れるショップ

梅田初 9/15(金)

B1F リンゴ アップルパイ
1ヶ月で約20万個を販売！焼きたてカスタードアップルパイ
専門店！

関西初 8/30（水）

5F キャセリーニ バッグ・ファッション雑貨
独特な配色や素材感で、他にはないアイテムに出会える
ショップ！

西日本初 8/30（水）

5F LHP レディス＆メンズ
独自のセレクトでいつの時代も新鮮な感覚を与え続けてくれる
次世代のセレクトショップ

9/21（木）

6F クリマレバイディーホリック コスメ
人気アパレルブランド「ディーホリック」の新業態 コスメセレクト
ショップ！

9月下旬

LUCUA
DINING

10F 牛かつもと村 牛かつ 行列の絶えない牛かつ専門店！ 梅田初 9月



≪ LUCUA 1100≫にオープンする11店舗はこちらです↓

“働く女性は凛として美しい”をコンセプトに、オンタイムで必要な機能的で耐久性のあるビジネス
バッグのほか、ファッション雑貨やBag inアイテムを取り揃えるショップ。

■働く女性をターゲットにバッグやファッション雑貨を展開するブランドが関西初出店！

ノイ ラボーロ
【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 バッグ・ファッション雑貨

関西初

「生活をより豊かに、より快適に変えていく究極の普段着」というLifeWearをコンセプトに、
シンプルでありながら日々の生活を快適にする洋服を色柄豊富に提案してくれるショップです。

■幅広い世代から支持される定番アイテムを取り揃える「ユニクロ」がオープン！

ユニクロ ※こちらの店舗は9/15(金)のオープンを予定しております。

【フロア】 B1F ／ 【カテゴリ】 レディス＆メンズ・キッズ＆ベビー

各世代から支持され続けている人気シューズブランド。若々しく、行動的で洗練された女性
に向け、エレガントからカジュアルなものまでを展開するショップです。

■洗練されたデザインと履き心地を追求したイタリア発のシューズブランド！

ファビオ ルスコーニ
【フロア】 3F ／ 【カテゴリ】 レディスシューズ

「気持ちなんて、服で変わる。」をコンセプトに、シンプルな中にも程よいフェミニンさとト
レンド感のあるデザインで、オンでもオフでも活躍するスタイリングを提案するショップです。

■働く女性に向け、リアルでフェミニンなワードローブを提案するショップが西日本初出店！

ファビア ※こちらの店舗は8月上旬のオープンを予定しております。

【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨

西日本初

“リラックス感があるけどラフ過ぎず、どこか今どきで女性らしい”そんなスタイルを
ウェアから雑貨までライフスタイルのすべてをトータルに提案してくれるショップです。

■「飾りすぎない自分らしいスタイル」を発信するブランドが梅田初登場！

ソコラ メイソングレイ
【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス・ファッション雑貨

梅田初

出産祝いはもちろん、高い実用性とユニークなデザインが特徴の「“まあるい”よだれかけ」など、
ベビーにもママにも便利で優しい機能をあわせもつファッション、雑貨を提案するショップです。

■ママたちの“あったらいいな”を叶えてくれるベビー＆キッズ向けショップが大阪初出店！

マールマール
【フロア】 2F ／ 【カテゴリ】 ベビー＆キッズ

大阪初

「ファッションを、もっと自由に。」をテーマにトレンドからベーシックアイテム、オンライ
ン限定アイテムなどファッション性の高い商品も展開する大型ショップです。

■最旬のトータルコーディネートをお手頃プライスで取り揃える「GU」がオープン！

GU ※こちらの店舗は9/15(金)のオープンを予定しております。

【フロア】 B1F ／ 【カテゴリ】 レディス＆メンズ

東京カジュアルにネオアメリカントラディショナルとモードを織り交ぜたシンプルだけどハイセ
ンスなファッションと、日常を豊かにする雑貨をお手頃な価格で提案してくれるショップです。

■洗練されたデイリーな都会的リアルクローズを提案してくれるショップが梅田初出店！

イーブス サプライ ※こちらの店舗は9/15(金)のオープンを予定しております。

【フロア】 6F ／ 【カテゴリ】 レディス＆メンズ

梅田初

デザイン性を重視し、エッジなものからコンテンポラリーまで幅広いテイストの商品を展開。韓国のブランド
を中心に、自分にこだわりを持ってファッションを楽しめる大人の為のセレクトショップです。

■エージレス・ボーダレスなアラウンドモードをコンセプトにするセレクトショップ！

アウトロ ソル
【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス

梅田初



クオリティの高いベーシックなものを愛用し、日常生活を大切にする人へ向けて、
食器や服飾雑貨、生活雑貨までを幅広く提案してくれるショップです。

■心地よく、ほんの少し刺激的。そんな生活雑貨を提案してくれるショップが梅田初出店！

ベーシック アンド アクセント
【フロア】 7F ／ 【カテゴリ】 生活雑貨

梅田初

ママがくつろぐカフェや子供が遊べるプレイグラウンドのほか、ワークショップスタジオや、
店内にはレンタルキッチンも併設し、ママ会や誕生日会などもできる体験・体感型のカフェスタジオです。

■ママが自由に過ごせて、子供が楽しめる体験・体感型カフェが大阪初出店！

スタジオカフェ ズーアドベンチャー ※こちらの店舗は9/15(金)のオープンを予定しております。

【フロア】 6F ／ 【カテゴリ】 カフェ・プレイグラウンド

大阪初

「新」「変」「鋭」の3文字をキーワードに、鋭い視点で時代をリードする個性豊かなア
イテムを展開し、次世代の若者から多くの支持を集めるセレクトショップです。

■独自のセレクトでいつの時代も新鮮な感覚を与え続けてくれる次世代のセレクトショップ！

LHP ※こちらの店舗は9/21(木)のオープンを予定しております。

【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 レディス＆メンズ

信州から“食”を中心とした豊かなライフスタイルを発信。料理が楽しくなるパス
タソースやジャムをはじめ、自社醸造ワインが楽しめるバルも併設したショップです。

■信州で自社製造した上質なグロッサリーやワインを提案してくれるショップ！

サンクゼール ※こちらの店舗は9/15(金)のオープンを予定しております。

【フロア】 B1F ／ 【カテゴリ】 グロッサリー

梅田初

着替えるようにメイクを楽しむ“ビューティークローゼット”をコンセプトに日本未上
陸のブランドや新進気鋭のコスメブランドをいち早く紹介してくれるショップです。

■人気アパレルブランド「ディーホリック」の新業態 コスメのセレクトショップ！

クリマレ バイ ディーホリック ※こちらの店舗は9月下旬のオープンを予定しております。

【フロア】 6F ／ 【カテゴリ】 コスメ

「ベイク チーズタルト」で有名な(株)BAKEが手掛ける「リンゴ」は、サクサク食感と
たっぷりと入ったカスタードクリームが特徴。工房一体型で焼きたてを提供してくれます。

■1ヶ月で約20万個を販売！焼きたてカスタードアップルパイ専門店が関西初出店！

リンゴ
【フロア】 B1F ／ 【カテゴリ】 アップルパイ

関西初

個性を大切にし、ヴィンテージテイストやトレンドを取り入れたバッグやシューズ、ア
クセサリーを展開するファッションが大好きな幅広い世代に向けたショップです。

■独特な配色や素材感で、他にはないアイテムに出会えるショップが西日本初出店！

キャセリーニ
【フロア】 5F ／ 【カテゴリ】 バッグ・ファッション雑貨

西日本初

≪ LUCUA ≫にオープンする5店舗はこちらです↓

厳選したパン粉でミディアムレアに揚げられた牛かつを好みに合わせ石盤で炙り、
わさび醤油や岩塩でいただく牛かつを提供してくれる牛かつ専門店です。

■行列の絶えない牛かつ専門店「牛かつ もと村」が梅田初出店！

牛かつ もと村 ※こちらの店舗は9月のオープンを予定しております。

【フロア】 10F ／ 【カテゴリ】 牛かつ

梅田初

≪ LUCUA DINING ≫にオープンする1店舗はこちらです↓


