
と に新たに17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、2022年2月25日(金)をかわきり
に、合計17店舗が新しくオープンいたします。
”ティー”に特化した新しいスターバックスの体験が楽しめる「スターバックス コーヒー」が西日本初出店のほか、シアトル生まれの
シナモンロールを展開する「シナボン」と「シアトルズベストコーヒー」 がコラボした「シナボン・シアトルズベストコーヒー」がカフェ店舗と
して関西初出店、また、アパレルからフレグランスまで幅広いアイテムを展開し、多くの層から支持され続けるブランド「カルバン・ク
ライン」など、注目のNewショップが続々オープンいたします。

≪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）

☆各店舗の詳細は2ページ目から記載しております。
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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。

シアトル生まれのシナモンロールを展開する
「シナボン」と「シアトルズベストコーヒー」 がコ
ラボした「シナボン・シアトルズベストコーヒー」

アパレルからフレグランスまで幅広いアイテムを
展開し、多くの層から支持され続けるブランド

「カルバン・クライン」

”ティー”を楽しむ、新しいスターバックス！
「スターバックス コーヒー」

オープン日 店名 業種 特徴 出店状況

シナボン・シアトルズベストコーヒー シナモンロール＆カフェ シアトル生まれの「シナボン」と「シアトルズベストコーヒー」のコラボ店舗が関西初出店！ 関西初

プレスバターサンド バターサンド 手土産の鉄板！「まっすぐ作る、まっすぐ伝わる。」を掲げ、素材にこだわり、しっかり手間をかけてつくるバターサンド専門店！ 梅田初

1F 青森りんごの専門店　あら、りんご。 りんごの焼き菓子 青森県産のりんごを厳選！スイーツや料理を通して、青森りんごの魅力や可能性をお届けするブランド！ 梅田初

2F スターバックス コーヒー カフェ 西日本初出店！”ティー”を楽しむ、新しいスターバックス！ 西日本初

4F マイストラーダ レディス 自分らしさを見つけた女性が、思い描いた道をさらに進んでいくための、ワードローブを提案！

カルバン・クライン レディス＆メンズ 1968年にアメリカで創立！110か国以上で好まれるアイテムの数々を展開するデザイナーズ・ライフスタイル・ブランド！

シープラ ホビー雑貨 大人から子供、孫を連れたおじいちゃん＆おばあちゃんまで楽しめる、大人気のカプセルトイ専門店！ 梅田初

6F 3月中旬予定 ロイヤルパーティー レディス トレンドを意識したフェミニンスタイルをベースに身体のラインがシルエットとして美しくみえるようなスタイリングを提案！

7F 3/4（金） アヴァランチ ゴールド＆ジュエリー ジュエリー ヒップホップジュエリーの先駆者として国内最大の品揃えを誇り、全国に流行を発信し続けるブランドが関西初出店！ 関西初

マトエル 生活雑貨・ファッション雑貨 空気のように自然にまとえる「お洒落で心地よいモノ」を国内外から集めたセレクトショップが西日本初出店！ 西日本初

フェルナンダ コスメ 「香りを通じてお客様の心を軽やかにし、健康な生活を彩る助けになりたい。」をミッションとしたLA発のフレグランスブランド！ 梅田初

5F 5/26（木） イーサロン プライベートフィッティングルーム ルクア大阪館内の複数ブランドのお洋服が試着できる、ブランドの垣根を超えたプライベートフィッティングサロン！ 全国初

6F 2/25(金) ジウォーク ペット用品・アウトドアアパレル 日常を越えたアウトドアフィールドを愛犬と楽しむためのペットギアブランドが全国初出店！ 全国初

6F 4月予定 エービーシー・マート グランドステージ シューズ・アパレル 靴だけじゃないABC-MART。NIKEやadidas等、グランドステージだけの最高ランクのシューズ・アパレルを数多く展開！

9F 2/25(金) ハーニー&サンズ お茶（紅茶・緑茶・ハーブティー）・菓子・グッズ ニューヨーク発プレミアムティーブランド。ライフスタイル・ティーブランドとしてのこだわりを貫いた独自の価値とtea lifeを提案！ 西日本初

9F 4月予定 エシカルシー プラスエム コスメ エシカル・サスティナブル・ヴィーガンをコンセプトに、国産を中心にコスメ、インナーケア、フード、雑貨、そして日本初上陸ブランドも含めて500以上のアイテムを展開！ 全国初

ルクア ダイニング 10F 4月予定 手作りハンバーグの店 とくら ハンバーグ ぷっくりとしたハンバーグにお箸を入れた瞬間、 溢れ出してとまらない肉汁が自慢のハンバーグ専門店！ 大阪発
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↓「ルクア」には、ファッションはもちろん、手土産にぴったりなショップ、また全く新しいス
ターバックス コーヒーなど、幅広いジャンルの11ショップがNEW OPEN！
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【フロア】 ルクア 5F
【カテゴリ】 レディス＆メンズ

カルバン・クライン

■110か国以上で好まれるアイテムの数々を展開するデザイナー
ズ・ライフスタイル・ブランド！
1968年アメリカで創立。クリーンで革新的なデザイ
ンを特長とし、アパレル、ジーンズ、アンダーウェア、
香水をはじめとしたアイテムの数々を展開。ブランド
設立から50年近くが過ぎた現代でも、活気のあるア
イデアを生み出し続けているブランド。

〔2/25(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 4F
【カテゴリ】 レディス

マイストラーダ

■自分らしさを見つけた女性が、思い描いた道をさらに進んで
いくための、ワードローブを提案！

ベーシック×モードの絶妙なバランスで、自由な
マインドでファッションを楽しみたいすべての大人
の女性に向けて、日常をクラスアップさせる個性的
なリアルクローズを提案してくれるショップ。

〔2/25(金)オープン〕

【フロア】 ルクア B1F
【カテゴリ】 バターサンド

プレスバターサンド

■手土産の鉄板！「まっすぐ作る、まっすぐ伝わる。」を掲げ、
素材にこだわり、しっかり手間をかけてつくるバターサンド専門店！

年間2,500万個を販売するバターサンド専門店。
サクサク食感のクッキーに、濃厚なバタークリーム
と口どけなめらかなバターキャラメルの2層を挟み
込んだバターサンドクッキーは手土産にも最適！

〔2/25(金)オープン〕

【フロア】 ルクア B1F
【カテゴリ】 シナモンロール＆カフェ

シナボン・シアトルズベストコーヒー

■シアトル生まれの「シナボン」と「シアトルズベストコーヒー」
のコラボ店舗が関西初出店！
シナボンオリジナルの「マカラシナモン」を使用し、
秘伝のレシピで作られる魅惑のシナモンロールと上
質なコーヒー豆を使ったシアトルズベストコーヒーの
スペシャルティコーヒーが同時に楽しめる！シナモ
ンロールは手土産にもぴったり！

〔2/25(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 2F
【カテゴリ】 カフェ

スターバックス コーヒー

■西日本初出店！”ティー”を楽しむ、新しいスターバッ
クス！
色鮮やかで香り豊かな“ティー”を多彩なビバレッジ
で展開。 “ティー”を主役にした新しいスターバックス
として、彩りあふれ、心あたたまるティーとリラックスで
きるひとときを提案してくれるショップ。

〔2/25(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 1F
【カテゴリ】 りんごの焼き菓子

青森りんごの専門店 あら、りんご。

■青森県産のりんごを厳選！スイーツや料理を通して、青
森りんごの魅力や可能性をお届けするブランド！

1年を通してその時に一番おいしいりんご
を青森から直送し、新鮮なりんごを使ったス
イーツや生果を展開。りんごのおいしさに加
えてかわいいビジュアルも楽しめます。

〔2/25(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 6F
【カテゴリ】 レディス

ロイヤルパーティー

■トレンドを意識したフェミニンスタイルをベースに身体のラインが
シルエットとして美しくみえるようなスタイリングを提案！

シンプルでグラマラス、ベーシックでグロッシー。あ
らゆるシーンにおいていつもの服をドラマティックに
演出するワンランク上のSEXYをリアルに表現し、提
案してくれるショップ。

〔3月中旬オープン予定〕

【フロア】 ルクア 5F
【カテゴリ】 ホビー雑貨

シープラ

■大人から子供、孫を連れたおじいちゃん＆おばあちゃんまで楽
しめる、大人気のカプセルトイ専門店！

人気のアニメ・キャラクター商品はもちろん、
国内多数メーカー商品まで約340種類以上
もの新鮮なカプセルトイを幅広く展開する
ショップ。

〔2/25(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 7F
【カテゴリ】 ジュエリー

アヴァランチ ゴールド＆ジュエリー

■ヒップホップジュエリーの先駆者として国内最大の品揃えを誇り、
全国に流行を発信し続けるブランドが関西初出店！

LAやNYの本場のジュエリーストアを上回る
品揃えで、国内外のアーティストや著名人より
絶大な指示を受けているジュエリーストア。話
題のスニーカーUFOキャッチャーも導入。

西日本初

関西初 梅田初

梅田初

梅田初

〔3月4日(金)オープン〕

【フロア】 ルクア 8F
【カテゴリ】 生活雑貨・ファッション雑貨

マトエル

■空気のように自然にまとえる「お洒落で心地よいモノ」を
国内外から集めたセレクトショップが西日本初出店！

アレルギー対応素材のアクセサリーや、オーガ
ニックケア用品、手焼きのうつわ、菓子など、ギフト
にもぴったりなアイテムを豊富に展開。「自然体で
素敵になれる生活」を提案してくれるショップ。

関西初 西日本初

【フロア】 ルクア 8F
【カテゴリ】 コスメ

フェルナンダ

■「香りを通じてお客様の心を軽やかにし、健康な生活を彩る助
けになりたい。」をミッションとしたLA発のフレグランスブランド！
フレグランスをはじめ、スキンケア・ボディケ
ア・ヘアケア・雑貨まで幅広く展開。サスティナ
ブルな取り組みから生まれるフレグランスでお
客様の前向きでポジティブなライフスタイルを
サポートしてくれるショップ。

〔2/25(金)オープン〕

〔2/25(金)オープン〕

梅田初



↓「ルクア イーレ」には、ペットギアブランドやコスメ、またプライベートフィッティングルー
ムなど、幅広いジャンルの6ショップがNEW OPEN！
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【フロア】 ルクア イーレ 9F
【カテゴリ】 お茶（紅茶・緑茶・ハーブティー）・菓子・グッズ

ハーニー&サンズ

■ニューヨーク発プレミアムティーブランド。ライフスタイル・ティー
ブランドとしてのこだわりを貫いた独自の価値とtea lifeを提案！

1983年の創業。プレミアム紅茶らしい芳醇さ、そ
してニューヨークブランドらしい時代性とオリジナ
リティを兼ね備え、世界の高級ホテルや有名レス
トランでも使われている紅茶を楽しめるショップ。

【フロア】 ルクア イーレ 6F
【カテゴリ】 ペット用品・アウトドアアパレル

ジウォーク

■日常を越えたアウトドアフィールドを愛犬と楽しむた
めのペットギアブランドが全国初出店！

さまざまな気候や環境に対応したペット用高機
能グッズやこだわりの海外ブランドインポートグッ
ズ、お洒落な洋服、かわいいおもちゃ、安心で美
味しいフード、スナック等、幅広いアイテムを展開。

西日本初全国初

〔2/25(金)オープン〕〔2/25(金)オープン〕

■2022年4月以降のオープン店舗はこちら

【フロア】 ルクア イーレ 5F 【カテゴリ】 プライベートフィッティングルーム

イーサロン

■ルクア大阪館内の複数ブランドのお洋服が試着できる、ブランドの
垣根を超えたプライベートフィッティングサロン！

全国初

〔5/26（木）オープン〕

全国初

【フロア】 ルクア イーレ 6F 【カテゴリ】 シューズ・アパレル

エービーシー・マート グランドステージ

■靴だけじゃないABC-MART。NIKEやadidas等、グランドステージだけの
最高ランクのシューズ・アパレルを数多く展開！

〔4月オープン予定〕

【フロア】 ルクア イーレ 9F 【カテゴリ】 コスメ

エシカルシー プラスエム

■エシカル・サスティナブル・ヴィーガンをコンセプトに、国産を中心にコスメ、
インナーケア、フード、雑貨、そして日本初上陸ブランドも含めて500以上の
アイテムを展開！

大阪初
【フロア】 ルクア ダイニング 10F 【カテゴリ】 ハンバーグ

手作りハンバーグの店 とくら

■ぷっくりとしたハンバーグにお箸を入れた瞬間、 溢れ出してとまらない
肉汁が自慢のハンバーグ専門店！

〔4月オープン予定〕

〔4月オープン予定〕


