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～９月１６日(木)にルクア イーレ４階に新しいエリアがオープン！～
キーワードは「マイ ペース、いいよね」

何かを買うだけを超えた、もっと楽しい場所を。

これからのルクア大阪を創るプロジェクト「PACE」が始動します。

JR西日本SC開発株式会社
- ル ク ア 大 阪 事 業 本 部 -

JR西日本SC開発株式会社(大阪市北区梅田)が運営する大阪駅直結のファッションビル“ルクア大阪”は、これまでとは少し違うコンセプト
でこれからのルクア大阪を創るプロジェクト『PACE』の立ち上げとともに、その最初の一歩として、合計9店舗を9月16日(木)ルクア イーレ
4階にオープンいたします。
キーワードは、「マイ ペース、いいよね」地球にも自分にもやさしいコスメやお箸を作ってみたり、自分専用のぬか床を作ってみたり、お買

い物に疲れたらアートを眺めてみたり。お買い物をするだけの場所ではなく、ひとりひとりの心地いい繋がり方で、何かを買うだけを超えた、
もっと楽しい場所をみなさんと一緒に創り、育てていければ嬉しく思います。
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▶ 『PACE』プロジェクトとは…

ルクア大阪では、たくさんの魅力的な商品を揃え、便利に、気軽
に、お客様にお買い物をご利用いただいている一方で、「私に合うも
のが分からない」「買い物しないと店員さんに気まずい」「私にとっての
幸せや、豊かさってなんだろう」そんな思いを抱えているお客様もい
らっしゃるのでは？と感じることも多くなりました。
いつでも、どこでも、お客様とつながることができるようになった今、
お客様との関わりは、モノの売り買いだけに留まらず、もっと楽しい変
化を起こせるはず。私達はそう思っています。
「PACE」プロジェクトの最初の一歩としてオープンするルクア イーレ
4Fエリアでは、「マイ ペース、いいよね」をキーワードに、個性豊かな
ペースを持つお店を揃えました。
この場所で、自分のペースをみつけてみたり、つくってみたり、誰かに
巻き込まれてみたり、混ざりあったり。ただ何かを買うだけの場所では
なく、お客様それぞれのペースを大切に、心地よく楽しいと感じてい
ただける場を作っていきたいと思っています。



▶ “おススメしたい”POINT 1

《 モノを買うだけではなく、思い思いのペースで過ごせ、楽しい体験ができる場所に。 》
その日のあなたのペースに寄り添えるような9つのお店を取り揃えました。

ニッチな香りが入っている「香水ガチャ」でその日の運命に任せた香水を選んでみたり、バリスタスクールに通ってみたり、地
球にも自分にも優しいモノを知ってみたり、お買い物に疲れたら、一杯のお味噌汁を飲んでみたり、アートを眺めてみたり、
ここでしか食べられない特別なスイーツに癒されてみたり。思い思いのペースで楽しめるコンテンツをご用意しています。

▶ “おススメしたい”POINT 2

《 じぶんのペースを見つけてみたり、PACEのペースに巻き込まれてみたり。 》
自分のペースを見つけられるような、そんなワークショップを定期的に開催していきます。

興味はあったけど試す機会が無かったものや、ときには、誰かの「これめっちゃいい！」に巻き込まれてみたり。あなたにとって
心地いい暮らしのペースが見つかるきっかけになるようなワークショップを展開します。
▶サスティナブルな暮らしを応援！「間伐材を活用したオリジナルお箸作り」
▶ラテアート世界チャンピオンから楽しく学べる！「贅沢ラテアート講座」
▶香水初心者さん集まれ！「NOSE SHOP鼻トレーニング」
▶自分だけの１点もの。「近藤康平オーダーペイント」
[ワークショップ予約サイト] https://lucuaosaka.official.ec/
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▶ “おススメしたい”POINT 3

《 「PACE ONLINE SHOP」で“おうち”でもPACEを楽しんでみない？ 》

▶ “おススメしたい”POINT 4

《 PACEのイベント「sPACE」でちょっと気になる新しいペースと出会ってみない？ 》

▶ オープンするエリアで『PACE』がおススメしたい4つのポイント

第一回目にご登場いただくのは、モノづくりにこだわりや想いが詰まったブランドの商品をセレ
クトするお店「TheCrafted」(ザ クラフテッド)です。天然素材「カポック」を使用し、地球に優しい
植物由来、アニマルフリーで、たった5mmの厚さでダウンのような暖かさと軽さを感じられる
コートを展開する「KAPOK KNOT」(カポックノット)や、世界初となる3Dスキャン採寸からカスタ
ムオーダーマスクを注文できるサービスも展開するマスクブランド「We’ll」(ウィール)など、探しても
なかなか出会えないような、新しい価値を提供するブランドとの出会いで、いつもの日常が少
しカラフルになる。そんなアイテムを揃えています。
催事期間：2021年9月16日(木)～2021年9月29日(水)

「PACE ONLINE SHOP」では、おうち時間を過ごすのに楽しいモノを集めています。
気軽に外に出ることがまだまだ難しいなか、おうちでの過ごし方に悩むことも多いですよね。
冷凍パフェで特別なご褒美時間を過ごしてみたり、本格的な美味しいコーヒーの淹れ方
にチャレンジしてみたり。いつものおうち時間に少し違う楽しい変化をお届けできればなと
思っています。
[PACE ONLINE SHOP] https://lucuaosaka.official.ec/

フロア内には、「sPACE」(スペース)というイベントスペースもあるんです。ここでは、 PACE編
集部がちょっと気になる”ペース”で取り組みをされているショップを期間限定でオープンした
り、イベントやワークショップを開催していきます。へぇー!と思えるような新しい価値観や、自
分だけの新定番!と思っていただけるようなコンテンツを展開していきます。

一杯のお味噌汁が味わえるお店
85(ハチゴウ)

バリスタスクールも開講する
PATHFINDER XNOBU

香水ガチャを展開する
NOSE SHOP

限定のジェラートが楽しめる
PARFAIT&GELATO  LARGO

「LARGO」5種セットギフトパフェ
4,000円(送料込み・税込み)

「We’ll」 Cool Comfit Mask
990円(税込み)

「間伐材を活用したオリジナルお箸作り」

https://lucuaosaka.official.ec/
https://lucuaosaka.official.ec/


201LAB (ニーマルイチラボ)

記憶に残る思い出の香りを探してみない？
すきな香りをすきなだけ。香りも買い方もあなた好みに。

201LABは、ルームフレグランスの量り売りをメインに、香りはもちろ
ん、買い方もあなたの好みに合わせて楽しむことができるお店です。
玄関のドアを開けると、ふんわり香るディフューザー。皆が集まるリビ
ング、トイレや寝室。疲れて帰ってきた日も自然と気持ちが和らぎ、
ホッとする。毎日が同じ日なんてないように、香りにも、それぞれの
シーンやその日の気持ちに合わせた香りがあります。あなたが幸せ
を感じる香りを一緒に探してみませんか？

大阪初出店

INTERVIEWをHPにて公開中！
https://www.lucua.jp/special/pace/interview_201la

b/

PACE編集部が見た！
お店のおすすめポイント！

量り売りの香りはなんと40種類以上
もあるんです。250mlから100ml単位
で好きな量を選べ、香りに迷った時
もフローラルやウッディグリーンなど
系統別に香りを試せるので、あなた
の「すき」が探しやすく、また、専用
のマイボトルで持ち帰っていただく
ので、購入の度にゴミを出すことが
ないのも嬉しい点です！

85 (ハチゴウ）

ぬか床から始める、豊かな生活
マイぬか床、始めませんか？

85(ハチゴウ)は“発酵”をキーワードに、健康や環境にやさしい暮
らしを提案するお店です。「ぬか床って作ってみたいけど、忙しいし、
大変そう…」そんな方に向けて、環境を整えた専用のケースでぬか
床を大切に管理・保管し、お客様と一緒にぬか床を育てていく「マイ
ぬか床サービス」や、その日の気分や好みに合わせて味噌と出汁の
組み合わせをチョイスし、コーヒーを飲むように、自分だけの一杯を
その場で楽しめるサービスなどをご用意しています。あなたの身体
や環境にもやさしい暮らしを一緒に始めてみませんか？

INTERVIEWをHPにて公開中！
https://www.lucua.jp/special/pace/interview_85/

PACE編集部が見た！
お店のおすすめポイント！

日本酒とぬか漬けの組み合わせを
味わう「ペアリングサービス」もある
んです。1日1回30日間で2,200円（税

込み）、こちらはオープン特別価格、50
名様限定となります。「初めから定額
は・・・」という方には、日本酒とぬか
漬けをそれぞれ220円（税込み）でお試
しいただけますので、ぜひお気軽に
楽しんでみてくださいね。

▶ルクア イーレ4Fにオープンする、個性豊かなペースを持つ9店舗はこちら！
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PATHFINDER XNOBU (パスファインダー タイムスノブ)

ホントはカスタマイズしてほしい。byコーヒー屋の本音
その人の個性が出るようなわがままなオーダーをして
ほしい。それが特別な一杯になるはずだから。

世界のカフェの聖地と呼ばれるメルボルンの味を提供する
PATHFINDER XNOBUは、「ラテアート世界チャンピオン」に2度輝
いた下山修正さん監修のお店です。コーヒーの濃さやミルクなど、
本当に好きな味を一緒に探し、一口飲んだ時にちょっと表情を変え
られるような、そんな心の休憩所になれることを目指しています。あ
なたの特別な一杯を見つけてみませんか？また、ワークショップやメ
ルボルンで実際にバリスタとして働くためのスクールも開講します！

INTERVIEWをHPにて公開中！
https://www.lucua.jp/special/pace/interview_pathfi

nder-xnobu/

PACE編集部が見た！
お店のおすすめポイント！

蜂蜜とシナモン入りの「ハニーラテ」
(Hot/650円税込み)や、「ラテアート
世界チャンピオン」のタイトルを獲っ
た際の「カフェラテ」(Hot/550円税込
み)が味わえます！美容成分豊富
な植物性ミルク(豆乳やオーツ麦)に
変更も可能なので、この一杯、ぜ
ひ飲んでみてくださいね！

NOSE SHOP (ノーズショップ)

嗅覚を鍛えると世界が違って見えるって知ってた？
他の誰でもない、あなたの鼻が主役のお店です。

その名も「鼻の店」NOSE SHOPは、世界一ともいえるほど、豊富な
ニッチフレグランスを取り揃えるお店です。その数なんとオープン時
は600種類、ゆくゆくは1000種類まで増やす予定です。
誰かにとっての良い香りが、自分にとっても良い香りだとは限りませ
ん。退屈なうんちくの鎖から解き放たれ、ただひたすらに自分の鼻の
感じるままに身を任せ、お気に入りの香りと出会ってみませんか？
カジュアルかつポップに、そしてちょっとクレイジーに。新しい香りの
世界を体験してみてください。

INTERVIEWをHPにて公開中！
https://www.lucua.jp/special/pace/interview_nose-

shop/

PACE編集部が見た！
お店のおすすめポイント！

ニッチな香りでもお試ししやすいよ
うに店頭では、香り選びをあなた
の「運」に任せて楽しめる「香水ガ
チャ」(1.5.ml～2ml/700円税込み)が
あるんです！また、嗅覚を鍛える
ジムのようなワークショップも定期
開催されるので、香水初心者さん
にも、大好きな方にも楽しんでい
ただける企画が盛り沢山です！

https://www.lucua.jp/special/pace/interview_201lab/
https://www.lucua.jp/special/pace/interview_85/
https://www.lucua.jp/special/pace/interview_pathfinder-xnobu/
https://www.lucua.jp/special/pace/interview_nose-shop/


PARFAIT&GELATO  LARGO (パフェ＆ジェラート ラルゴ）

パフェの語源は「パーフェクト」って知ってた？
あなたにとっての「パーフェクト」なスイーツを作ります。

初デートの日、頑張った日、なんだかうまくいかない日、なんでもな
い日だって、スイーツを食べに行く日が、あなたにとってスペシャル
な日になりますように。お酒とパフェを楽しめるLARGOでは、味わい
はもちろんのこと、素材や色のコントラストなど、どの角度から見ても
心のテンションがあがるようなパフェをお作りしています。ルクア イー
レ店でしか味わえない自家製ジェラートもご用意しましたので、あな
たのスケジュール帳に「LARGOにスイーツを食べに行く日」と、書い
てみてもらえるととっても嬉しいです。

INTERVIEWをHPにて公開中！
https://www.lucua.jp/special/pace/interview_largo

PACE編集部が見た！
お店のおすすめポイント！

パフェはもちろんなんですが、
ルクア イーレ店のオープンの為に開
発されたフルーツジェラートがなんと
9種類も登場するんです！高品質な
ブラウンスイス牛乳や、平地飼い卵
を使用するなど、ハイクオリティで安
全な素材にこだわり、作られたジェ
ラートもぜひ食べてみてくださいね。

ニュースタアギャラリー
買い物に疲れたら、

アートにのんびり癒されにきてください。
美術館に行くように心が躍るアートをお届けします。

お洋服屋さんでお気に入りのワンピースを見つけると心が躍る。お
花屋さんで部屋に飾るお花を買うとき、心が華やぐ。
そんな風に、アートも楽しんでほしい。ニュースタアギャラリーは、そ
んな思いを持つアートギャラリーショップです。美術館に行かずと
も、気軽にアートと触れ合い、ドキドキしたり、ワクワクしたり。心を躍
らせてみませんか？

西日本初出店

PACE編集部が見た！
お店のおすすめポイント！

「ニュースターギャラリー」のオープ
ンを飾るのは、絵描き/ライブペイン
ティングパフォーマーとして活躍され
る近藤康平さん！
(http://kondokohei.net/about.html )
約2週間単位で様々なアーティスト
の作品を展示・販売するので、ルク
ア イーレに来た際はぜひアートギャ
ラリーを覗いてみてくださいね！

INTERVIEWをHPにて公開中！
https://www.lucua.jp/special/pace/interview_newst

aa/
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ミーツニュースタア

未来のスタアを発見してみませんか？
新しい輝きとの出会いは心の温度もあがるはず。

「かわいい」や「美しい」と感じるものがひとりひとり違うように、この
世界には様々な感性のクリエイターがいます。ミーツニュースタア
は、分野やアイテムなどを限定せずに、様々なクリエイター達のも
のづくりを通して、手に取って頂けた方の心の温度を少しでもあげ
られるような、そんな出会いを提案するショップです。
素敵なものは光るか光らないか微妙な状態にある新生のような輝き
をしています。その輝きを一緒に見てみませんか？

全国初出店

INTERVIEWをHPにて公開中！
https://www.lucua.jp/special/pace/interview_newst

aa/

PACE編集部が見た！
お店のおすすめポイント！
お洋服やアクセサリーはもちろん、
靴下やマスキングテープ、ハガキ
などのファッション雑貨まで、常時
50名ほどのクリエイターさんの商
品がお店に並びます！どこにも
ない個性で、見てるだけでも可愛
くて癒される…！そんなお店にぜ
ひ遊びに来てくださいね！

style table (スタイルテーブル)

押しつけじゃないエシカルの世界を覗いてみない？
「エシカル ・ サスティナブル 」 を特別から日常に。
地球に、未来に、優しいものを揃えています。

style tableはエシカル、サスティナブル、ヴィーガンをメインキー
ワードに、コスメ・スキンケア・フードを中心としたアイテムを取り扱うセ
レクトショップです。取り扱う商品は、すべて環境に配慮したもの。
使うことがただの消費ではなく、使うことが地球や人や未来へのやさ
しさになりますように。そんな暮らしの体験を一緒にしてみませんか？

西日本初出店

INTERVIEWをHPにて公開中！
https://www.lucua.jp/special/pace/interview_style

-table/

PACE編集部が見た！
お店のおすすめポイント！

陶器のカケラを再利用した箸置き
や、間伐材を利用したフォークや
スプーンなど、本来であれば捨て
られてしまうようなモノを可愛く蘇
らせ、世界に一つだけのあなたの
お気に入りの一品を作るエシカル
ワークショップも開催！
優しさが詰まったワークショップを
ぜひ体験してみてくださいね！

https://www.lucua.jp/special/pace/interview_largo
http://kondokohei.net/about.html
https://www.lucua.jp/special/pace/interview_newstaa/
https://www.lucua.jp/special/pace/interview_newstaa/
https://www.lucua.jp/special/pace/interview_style-table/


「+S」 Spiral Market  (プラスエス スパイラルマーケット）

日々の暮らしにアートがもたらす
こころが沸き立つような体験を。

毎日にアートがある。そんな暮らしをしてみませんか？
スパイラルのテーマは「生活とアートの融合」。大切な食事を彩る

テーブルウェアや、今日の私を素敵に魅せてくれるアクセサリーな
ど、永く愛用できる上質なアイテムを取り揃えています。暮らす、食
べる、装うといったあなたの毎日に、アートが美しく溶け合うように。
あなたの毎日に寄り添い、永く愛用できるアイテムをここで見つけ
てみませんか？

関西初出店

PACE編集部が見た！
お店のおすすめポイント！

オープン時には、秋の暮らしを豊
かにするアイテムを中心に、スパ
イラルマーケットが注目する作家
さんの素敵な作品が揃います！
自分へのご褒美に、大切な人へ
の贈り物に、ぜひ特別なものを探
してみてくださいね。 INTERVIEWをHPにて公開中！

https://www.lucua.jp/special/pace/interview_spiral
-market/

SHOPオープン概要

[オープン日]2021年9月16日(木) [オープンエリア]LUCUA 1100(ルクア イーレ) 4F [営業時間]10：30～20：30
※今後の情勢により、営業内容は変更となる場合がございます。

『PACE』編集部よりみなさまへ

オープンまで残すところ僅かとなりました。今回のプロジェクトを
通して、もっとできることがあるんじゃないか、私達の独りよがりに
なっているんじゃないか、本当にお客様に楽しんでもらえるのか、
何度も立ち止まり、何度も考え直し、ここまでやってきました。
「PACE」というプロジェクトはルクア イーレ4Fのオープンが始まり
であり、これからお客様と一緒に進化していくエリアになれたらな
と考えています。今はまだ完璧なプロジェクトではないですが、そ
れでも、オープンの日は、9店舗のみなさんと一緒に、少しだけ
胸を張って、みなさまをお出迎えさせていただきたいと思っていま
す。「PACE」の最初の一歩としてオープンするエリアを通して、
みんなが心地よく、それぞれのペースをみつけられる。そんな場
所でいられることを願っています。

▶[HP] https://www.lucua.jp/special/pace/

▶[ONLINE SHOP] https://lucuaosaka.official.ec/

▶[Instagram] https://www.instagram.com/lucua_osaka_pace/

ルクア大阪“PACE 編集部” 岡森 景子／寅屋敷 尚子
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◎「ルクア大阪」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 ■TEL 06-6151-1111(ルクア大阪インフォメーション) ■HP https://www.lucua.jp/

▶ これからの『ルクア大阪』が目指していきたいこと

「ルクア大阪」では、多様なパートナーとともに、お客様と多様なつながり方を創出するための様々な取り組みに挑戦しています。

▶[バーチャルルクア]
ルクア大阪の今のパートナー、これから出会うパートナーとともに、いつでもどこでも、お客様と多様につながるプラットフォームを構築していきます。
ルクアde受け取り、パートナーのECへのつながりを拡張し、オンラインの強みを活かした新たな接点の創出を目指します。
[HP] https://www.lucua.jp/

▶[放課後スクール]
学びをきっかけとしたオンライン販売プラットフォームです。
様々な事業者の皆様を講師として迎え、授業形式のイベント動画をyoutubeにアップし、新たなタッチポイントを創出します。
[HP] https://hokagoschool.official.ec/

▶[妄想ショップ]
新しいサービスや事業を実験する場です。
SNS上で収集した生活者の「お悩み」と事業者の「お悩み」をマッチングさせ、新しい出会いや発見の場をつくります。
[HP] https://www.lucua.jp/mousou_shop/

▶[トキメキデパート]
年間で延べ1万人の生活者の声を受け取る受信メディアとして、Instagramを運営しています。
共感しあうコミュニティを形成し、プロモーションやサービスに繋げています。
[HP] https://www.instagram.com/tokimeki_department/

お客様との関わりは、モノの売り買いだけにとどまらず、もっと多様化できるはず。私たちはそう思っています。
今のパートナー、これから出会うパートナーとともに従来の手法や枠組みにとらわれず、いつでもどこでも、お客様と多様に繋がれるプラットフォームを
用いて、より良い関係を創出したい。ルクアから、ルクア イーレ、そしてバーチャルルクアにも拡張し、そこでの体験が、豊かな人生が広がるきっかけと
なりますように。
まだまだ完璧ではありませんが、ルクア大阪にできることはもっとある。そんな覚悟とともに、あらたな挑戦をはじめています。

https://www.lucua.jp/special/pace/interview_spiral-market/
https://www.lucua.jp/special/pace/
https://lucuaosaka.official.ec/
https://www.instagram.com/lucua_osaka_pace/
https://www.lucua.jp/
https://www.lucua.jp/
https://hokagoschool.official.ec/
https://www.lucua.jp/mousou_shop/
https://www.instagram.com/tokimeki_department/

