フロア構成と主な出店店舗
LUCUA 1100

LUCUA

10F

LUCUA 1100 主な店舗
ウルフギャング・ステーキハウス byウルフギャング・ズウィナー
おばんざい・炙り焼き・酒 菜な、炭焼牛たん東山

ダイニング

9F

ブックス＆カルチャー

ブックス＆カフェ・
ライフスタイルグッズ

梅田 蔦屋書店

8F

メンズファッション

ボディケア＆コスメ・
ライフスタイルグッズ

インディスペンサブル ストラスブルゴ、
アーバンリサーチ、マーガレット・ハウエル
イセタン メンズスタイル

7F

リビング＆ファッション・
ライフスタイルグッズ

メンズ＆レディスファッション

フライング タイガー コペンハーゲン、
ユナイテッド トウキョウ、ウニコ

6F

レディス＆メンズファッション

ヤングレディスファッション

フォーエバー21、コロニー トゥーワンスリーナイン
オールドネイビー

5F

レディス＆メンズファッション

レディス＆メンズファッション

ナノ・ユニバース ライブラリー、ガーメントセブン
アクロス ザ ヴィンテージ

4F

レディス＆メンズファッション

レディス＆メンズファッション

イセタン クローゼット

3F

レディス＆メンズファッション

レディス＆メンズファッション

エストネーション
トラディショナル ウェザ－ウェア、ソニア バイ ソニア リキエル

2F

ワールド ザッカ マルシェ

レディス＆メンズファッション

マックス ブレナー チョコレート バー、
カーサ ヴィア バス ストップ、日本市、シュシュ
イセタン コスメティックス、イセタン アーバンマーケット

1F

シーズン＆ギフト

レディス・シーズングッズ

イセタン シーズナルセレクション

B1F

シューズ＆バッグ・アクセサリー

スイーツ・フード・コスメ・
レディスファッション

サラベス
イセタン シューズ＆バッグス、イセタン アクセサリーズ

B2F
【凡例】

バル＆FOOD
専門店

「isetan」

専門店と「isetan」が融合

イセタン フードホール

■フロア構成と主な出店店舗（LUCUAとのリレーション）
LUCUA 1100

LUCUA
フロア

10階

専門店

ダイニング

9階

専門店

ブックス＆カルチャー

専門店

メンズファッション
【カジュアル＆エレガンス】

8階

isetan

フロア

主な店舗
ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・
ズウィナー、
おばんざい・炙り焼き・酒 菜な、炭焼牛たん東山

一体的
フロア

主な店舗
エキ ポンテベッキオ ア オオサカ、叙々苑、大阪新世界元祖串かつ だる
ま、大阪生野 桃太郎、どうとんぼり神座

10階

ダイニング

梅田 蔦屋書店

9階

ブックス＆カフェ・
ライフスタイルグッズ

三省堂書店、スターバックス コーヒー、フルショウ、ロフト、バースデイ・
バー

インディスペンサブル ストラスブルゴ、アーバンリサーチ、
マーガレット・ハウエル、
イセタン メンズスタイル

8階

ボディケア＆コスメ・
ライフスタイルグッズ

無印良品、フランフラン、ニコアンド、ムーミンョップ、ナチュラルハウス、
ルピシア、マークスアンドウェブ

フライング タイガー コペンハーゲン、ユナイテッド トウキョウ、
ウニコ

7階

メンズ＆レディスファッション
【カジュアル】

7階

専門店

リビング＆ファション・
ライフスタイルグッズ

6階

専門店

レディス＆メンズファッション
【グローバルトレンド】

フォーエバー21、コロニー トゥーワンスリーナイン、
オールドネイビー

6階

ヤングレディスファッション
【ガーリー＆グラマラス】

5階

専門店

レディス＆メンズファッション
【エレガンス＆カジュアル】

ナノ・ユニバース ライブラリー、
ガーメントセブン、
アクロス ザ ヴィンテージ

5階

レディス＆メンズファッション
【トレンド＆ストリートモード】

トップショップ／トップマン、ディーゼル、ヒステリックグラマー、ヴィヴィア
ン・ウエストウッド アングロマニア、スポーツ ラボ バイ アトモス

4階

isetan

レディス＆メンズファッション

イセタン クローゼット

4階

レディス＆メンズファッション
【ベーシック＆エレガンス】

トゥモローランド、ル ドーム エディフィス エ イエナ、スピック＆スパン
ノーブル、ランバン オン ブルー、ジェラート ピケ、ダイアナ

3階

専門店

レディス＆メンズファッション
【モード＆エレガンス】

エストネーション、トラディショナル ウェザーウェア、
ソニア バイ ソニア リキエル

3階

レディス＆メンズファッション
【セレクトカジュアル】

ビームス、ローズ バッド、ジャーナル スタンダード、ステュディオス ウィメ
ンズ、メルシーボークー、、カシラ

ワールド ザッカ マルシェ

マックス ブレナー チョコレート バー、
カーサ ヴィア バス ストップ、日本市、シュシュ、
イセタン コスメティックス、
イセタン アーバンマーケット

2階

レディス＆メンズファッション
【モードカジュアル】

221 リステア、アメリカンラグ シー、ミラ オーウェン、グレースコンチネン
タル・ザ・バンケット、フィガロ パリ、ミッドウエスト

イセタン シーズナルセレクション

1階

レディス・シーズングッズ
【ファッション・セルフセレクション】

ユナイテッドアローズ ウィメンズストア、サマンサタバサプチチョイス、アダ
ム エ ロペ ル マガザン、キューポット

B1階

スイーツ・フード・コスメ・
レディスファッション
【手の届く贅沢・セルフセレクション】

2階

専門店

isetan

1階

isetan

シーズン＆ギフト

B1階

専門店

シューズ＆バッグ・アクセサリー

B2階

isetan

専門店

isetan

バル＆FOOD

サラベス、
イセタン シューズ＆バッグス、
イセタン アクセサリーズ

イセタン フードホール

一体的
フロア

B2階

バル＆FOOD
※２０１５年春オープン

アーバンリサーチストア、ステュディオス メンズ、フリークス ストア メン
ズ、アディダス オリジナルス ショップ、フッレッドペリー

ローリーズファームエト、フレディ＆グロスター、シェルター ラボ、マーキュ
リーデュオ、エモダ、ミスティック、ピーチ・ジョン・ザ・ストア

クリスピー・クリーム・ドーナツ、スープストックトーキョー、鶏三和、
H&B プレイス、ロクシタン
※ククルザ ポップコーン（2015年春オープン）

－

≪ 主な注目ショップ ≫
■ネクストスタンダードスタイルを世界に向けて発信するスペシャリティストアが関西初登場！

『 エストネーション 』 ※関西初出店
(エストネーション) 【レディス＆メンズ】

多様な生活シーンを楽しんでいる、自分の価値観をもった
大人の男女を刺激する「ニュー・ラグジュアリー」ストアです。

■国内外の様々なブランドをセレクトする「大人向け」上級レーベルが関西初登場！

『 ナノ・ユニバース ライブラリー 』 ※関西初出店
(ナノ・ユニバース ライブラリー) 【レディス＆メンズ】

様々な景観を重ねてきた魅力的で洗練された『大人』へ向けて、
バラエティー豊かな商品を提案するセレクトショップです。

■若い世代を中心に絶大な人気を集めるファストファッションブランドが梅田初登場！

『 FOREVER21 』 ※梅田初出店
(フォーエバー21) 【レディス＆メンズ】
ロサンゼルス発のファストファッションブランド。
毎日のように新作が入荷され、店内は常にフレッシュ。リーズナブルな価格で
豊富な品揃えを展開します。

■オーガニックでエシカルなライフスタイルを提案してくれる新コンセプトストアが西日本初登場！

『 INDISPENSABLE STRASBURGO 』 ※西日本初出店
(インディスペンサブル ストラスブルゴ) 【メンズ】
「INDISPENSABLE STRASBURGO」は「STRASBURGO」の
あたらしいカタチです。「着て分かるいいもの」と伝統とトレンドを取り入れた
ラグジュアリーなスタイルをオーガニックでエシカルなライフと共に
提案します。

■幅広い層から絶大な支持を得る“ファスト雑貨”の先駆けとなった人気店が梅田初登場！

『 Flying Tiger Copenhagen 』 ※梅田初出店
(フライング タイガー コペンハーゲン) 【バラエティ雑貨】
ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザインのアイテムを通じて、
驚きとエンターテイメントにあふれたショッピング・エクスピリエンスを提供する
北欧デンマーク・コペンハーゲン発祥のファンライフスタイル雑貨ストアです。
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■“NYの朝食の女王”と評された世界中のグルメの心をつかんで離さないあの名店が西日本初登場！

『 Sarabeth’s 』 ※西日本初出店
(サラベス) 【エッグべネディクト・パンケーキ】

1981年NYにて創業し、オリジナルレシピのフルーツスプレッドや
フレンチトースト、エッグベネディクトなどの朝食メニューの
ヘルシー＆リッチな味わいで“NYの朝食の女王”と評され、
世界的な人気を集めているレストランです。

■イスラエル発、NYをはじめ世界で人気を集めるチョコレートブランドが西日本初登場！

『 MAX BRENNER CHOCOLATE BAR 』 ※西日本初出店
(マックス ブレナー チョコレート バー) 【カフェ・チョコレート】

チョコレートのテーマパークのような店内には、
五感を刺激するインテリア、ポップなパッケージが並び、
今までにないチョコレートエンターテイメントを提供します。

■今年、日本（東京）に初上陸し絶大な人気を得る、NY発のステーキハウスが西日本初登場！

『 Wolfgang’s Steakhouse by Wolfgang Zwiener 』 ※西日本初出店
(ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー) 【ステーキハウス】
2004年NYにて創業。最上級USビーフをドライエイジングしてから
焼き上げる極上ステーキの美味しさで瞬く間に繁盛店となり、
現在アメリカに7店舗を展開し、爆発的な人気を博しています。
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【 今回リリースする ショップ 詳細一覧（フロア別） 】
≪ B1F ≫ 「シューズ＆バッグ・アクセサリー」 フロア
『 Sarabeth’s 』 ※西日本初出店
(サラベス) 【エッグべネディクト・パンケーキ】

≪ 2F ≫ 「ワールド ザッカ マルシェ」 フロア
『 CHOUCHOU 』 ※西日本初出店
(シュシュ) 【アクセサリー・ファッション雑貨】

「CHOUCHOU」（シュシュ）とは、フランス語で“お気に入り”という意味。
「CHOUCHOU」はあなたの日常を“特別”なものにする、見た目にかわいい、
少し上質なギフト＆雑貨類を選りすぐってお届けするお店です。訪れれば必ず驚きと
発見がある「フェア型」の売り場にも特色があります。

『 MAX BRENNER CHOCOLATE BAR 』 ※西日本初出店
(マックス ブレナー チョコレートバー) 【カフェ・チョコレート】

『 CASA VIA BUS STOP 』 ※梅田初出店
(カーサ ヴィア バス ストップ) 【レディス・ファッション雑貨】

“Life is Playful－遊び心あるライフスタイル－”をコンセプトに
ユーモアとスパイス感溢れるエッセンスで世界中から様々なアイテムをセレクト、
日常に新しい楽しさを発信します。

『 日本市 』 ※大阪初出店
(ニッポンイチ) 【生活雑貨】

日本全国津々浦々、各地で生まれた工芸やその土地とご縁ある
モチーフにこだわったモノづくりで、何年先も愛され続ける
「日本の土産もの」と新しい「大阪土産」を提案します。

≪ 3F ≫ 「レディス＆メンズファッション ～ モード＆エレガンス ～」 フロア
『 Traditional Weatherwear 』 ※西日本初出店
(トラディショナル ウェザーウェア) 【レディス＆メンズ】

トラディショナル ウェザーウェアは、ゴム引きコートからスタートした
英国マッキントッシュ社のブランドで、現在は英国の伝統と今の気分を感じさせる
コレクションをリリースしています。
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『 エストネーション 』 ※関西初出店
(エストネーション) 【レディス＆メンズ】

『 SONIA BY SONIA RYKIEL 』 ※梅田初出店
(ソニア バイ ソニア リキエル) 【レディス】

ミューズはサンジェルマン・デ・プレのパリジェンヌ。プレイフルなニットなど
RYKIEL WOMANのDNAを受け継ぎながら、独自の価値観を創りだす、
ストリート・ラグジュアリー・ブランドです。

≪ 5F ≫ 「レディス＆メンズファッション ～ エレガンス&カジュアル ～ 」 フロア
『 ACROSS THE VINTAGE 』 ※西日本初出店
(アクロス ザ ヴィンテージ) 【レディス＆メンズ＆キッズ】
「こどもから大人まで、すべての人へ。」時を超えて愛されるものをセレクトする、
東京自由が丘のライフスタイルショップ。ベーシックで良質、確かなものを提案します。

『 GARMENTSEVEN 』 ※関西初出店
(ガーメントセブン) 【レディス・ファッション雑貨】

「GARMENTSEVEN」は、ニューヨーク7thアベニューにある
ガーメント地区から由来。ハイブランドなイメージをリーズナブルに
提供するニューブランドです。

『 ナノ・ユニバース ライブラリー 』 ※関西初出店
(ナノ・ユニバース ライブラリー) 【レディス＆メンズ】

≪ 6F ≫ 「レディス＆メンズファッション ～ グローバルトレンド ～ 」 フロア
『 COLONY 2139 』 ※西日本初出店
(コロニー トゥーワンスリーナイン) 【レディス＆メンズ】
20代から新しい感性を持つ40代が、よりモダンなライフスタイルを実現するために。
衣料品及び、ライフスタイルに密着した日用品など、全てのベーシックプロダクトに
デザインを加え、シンプルで美しいデザインのアイテムを取り揃えます。

『 OLD NAVY 』 ※梅田初出店
(オールドネイビー) 【レディス＆メンズ・キッズ＆ベビー】
カルフォルニア州サンフランシスコ発の「OLD NAVY」は
“世界一楽しいファッションストア”をテーマに、子供から大人まで家族全員が
ワクワクするアメリカンカジュアルを魅力的な価格で提供するブランドです。

『 FOREVER21 』 ※梅田初出店
(フォーエバー21) 【レディス＆メンズ】
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≪ 7F ≫ 「リビング＆ファッション・ライフスタイルグッズ」 フロア
『 UNITED TOKYO 』 ※西日本初出店
(ユナイテッド トウキョウ) 【レディス＆メンズ】
ベーシックでありながら上質で洗練された「MODE（感性）」に
高い技術と品質の「MADE IN JAPAN（構造）」をMIXさせた次世代のBASIC MODEブランド。
上品でスマートな大人に向けて、あらゆるシーンでのトータルコーディネートを提案し、
ファッションを楽しむための等身大のリアルクローズを展開します。

『 Flying Tiger Copenhagen 』 ※梅田初出店
(フライング タイガー コペンハーゲン) 【バラエティ雑貨】

『 unico 』
(ウニコ) 【家具・インテリア】

“unico”とは「たったひとつの」「大切な」などの意味を持つことば。
自分が自分らしくいられる心地よい空間づくりをコンセプトに、オリジナル家具や雑貨を
ラインナップいたします。

≪ 8F ≫ 「メンズファッション ～ カジュアル＆エレガンス ～ 」 フロア
『 INDISPENSABLE STRASBURGO 』 ※西日本初出店
(インディスペンサブル ストラスブルゴ) 【メンズ】

『 URBAN RESEARCH 』 ※関西初出店（メンズオンリーショップとして）
(アーバンリサーチ) 【メンズ】
NYを代表するライフスタイルブランド「FREEMANS SPORTING CLUB」や
職人的なものづくりにこだわるブランド「WORK NOT WORK」に加え、
都会的な大人の男性に向けたウェアや雑貨などを展開する「URBAN RESEARCH」の
新セレクトショップです。

『 MARGARET HOWELL 』
(マーガレット・ハウエル) 【メンズ】
1970年にメンズシャツを発表したことからデザイナーとしてのキャリアを
スタートさせました。クラシックな素材を用いながらも、シンプルでモダンな
デザインのウェアは時代を超えて永く愛され続ける本物のクオリティを持っています。

≪ 9F ≫ 「ブックス＆カルチャー」 フロア

『 梅田 蔦屋書店 』 ※西日本初出店
(ウメダ ツタヤショテン) 【書籍・リラクゼーション】
東京 「代官山 蔦屋書店」を源流にしたライフスタイル提案型の書店。
9Fのワンフロアを使用し、居心地のよい、時間と空間をお届けします。
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≪ 10F ≫ 「ダイニング」 フロア
『 Wolfgang’s Steakhouse by Wolfgang Zwiener 』 ※西日本初出店
(ウルフギャング・ステーキハウス by ウルフギャング・ズウィナー) 【ステーキハウス】

『 おばんざい・炙り焼き・酒 菜な 』 ※西日本初出店
(オバンザイ・アブリヤキ・サケ ナナ) 【京料理】
京都の伝統的な「おばんざい」や旬の素材を活かした炙り焼き、
月替わりのおすすめ料理など全80種類の料理の他、
お酒のラインナップも充実。店内には大小の個室やカウンター席も
ご用意しています。

『 炭焼牛たん東山 』 ※関西初出店
(スミヤキギュウタンヒガシヤマ) 【牛たん・仙台牛】
牛たんの本場仙台から、昔ながらの製法で熟成させた、自慢の厚切り「仙台牛たん」と、
最高ランクに格付けされた、まろやかな風味と豊かな肉汁が特徴の「仙台牛」が味わえる
仙台名物厚切り牛たんと仙台牛の専門店です。

東館 LUCUA ≪ B1F ≫ 「スイーツ・フード・コスメ・レディスファッション 」 フロア
■シアトル発のグルメなポップコーン専門店が東館 LUCUAに西日本初登場！

『 KuKuRuZa Popcorn 』 ※西日本初出店
(ククルザ ポップコーン) 【ポップコーン】

アメリカ、シアトルで生まれ全米でグルメなポップコーンとして
愛されている「KuKuRuZa Popcorn」。
全36種類の多彩なフレーバーの中から月変わり限定フレーバーを含む、
常時10種類の独創的なフレーバーが味わえます。
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