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5 月 21 日追記 
【@cosme STORE ルクア大阪店リニューアルオープン日決定のお知らせ】 

 
 
5 月 15 日追記 
【@cosme STORE イオンモール高崎店リニューアルオープン日決定のお知らせ】 

 

 
4 月 21 日追記 
【@cosme STORE イオンモール高崎店及びルクア大阪店リニューアルオープン日延期のお知らせ】 

 
株式会社アイスタイル（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：吉松徹郎、証券コード：3660、以下 アイスタイル）の連結 

子会社である株式会社コスメネクスト（所在地：東京都港区、代表取締役社長：遠藤宗、以下 コスメネクスト）は、4 月 23 日（木） 

に「＠cosme STORE イオンモール高崎店（以下 高崎店）」を、4 月 28 日（火）に「@cosme STORE ルクア大阪店(以下 大阪店)」 

を、それぞれリニューアルオープンいたします。尚、＠cosme STORE イオンモール高崎店はこの度のリニューアルを機に、店名を 

「in harmony by ＠cosme STORE イオンモール高崎店」から変更いたします。 

 
 
■＠cosme STORE イオンモール高崎店 

、

新型コロナウイルス感染拡大により、全都道府県を対象に緊急事態宣言が発令されました。 

これを受け、イオンモール高崎とルクア大阪は５月６日（水）まで全館休館となり、4 月 23 日（木）に予定して

いたイオンモール高崎店と４月 28 日（火）に予定していたルクア大阪店のリニューアルオープン日を延期する

こととしました。 

オープン日は、決定次第、改めてお知らせします。 

何卒ご理解のほどよろしくお願い致します。 

 

新型コロナウイルス感染拡大による、全都道府県を対象とした緊急事態宣言の発令を受け、リニューアルオープ

ンを延期しておりました@cosme STORE イオンモール高崎店ですが、群馬県を含む一部県における緊急事態宣

言の解除と、それに伴うイオンモール高崎の営業再開を受け、リニューアルオープン日を 5 月 16 日（土）に決

定いたしましたのでお知らせします。 

新型コロナウイルス感染拡大による、全都道府県を対象とした緊急事態宣言の発令を受け、リニューアルオープ

ンを延期しておりました@cosme STORE ルクア大阪店ですが、5 月 15 日からのルクア大阪の順次営業再開を受

けてリニューアル工事を再開し、6 月 15 日（月）にオープンすることを決定いたしましたのでお知らせします。 
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高崎店は、出店している「イオンモール高崎」のリニュー

アル増床にあわせての改装・増床となります。イオンモー

ル高崎は、この度のリニューアルにより、東側敷地に増床

棟を新設、既存棟においても大規模なリニューアルを実施

し、地域 No.1 のグローバルファッション集積のモールへ進

化いたします。高崎店もこの度のリニューアルに既存棟に

て、これまでの約 1.9 倍の約 77 坪に増床いたします。 

 

リニューアル後は、流通チャネルを横断した、これまで以

上に幅広い商品展開を実現。＠cosme でも人気の外資系百

貨店ブランド、「クリニーク」「M・A・C」をはじめ、「ルナ

ソル」「エトヴォス」や、「UZU」「オンリーミネラル」「江

原道」等、これまでの 15 倍以上、約 250 のブランドを取り

扱います。 

 

また、店舗中央に集合カウンセリングスペースを設け、幅広い選択肢の中からお客さまにピッタリのコスメをご案内する「カウンセ

リング」を気軽に体験していただけるようなります。これらを通して、これまで以上に全年代のお客様にとって居心地がよく、楽し

める空間を提供し、「運命コスメ」と出会える環境を作ることを目指しています。 

 

 

 

 ■＠cosme STORE ルクア大阪店  

ルクア大阪店は、関西圏で最大の乗降客数を誇る JR 大阪駅

に直結した商業施設「ルクア イーレ」内に出店しています。

今回は 2F アトリウム広場の入り口側に増床し、売場面積が

約 1.7 倍の約 55 坪となります。 

 

リニューアル後は、これまで一貫して行ってきた「商品を気

軽に試せて、運命コスメに出会える」売り場づくりを進化さ

せ、＠cosme のコンテンツで取り上げられた商品を売り場で

も特集したり、「メイクを起点としたトータルビューティー

のコーディネートを提案できる場所」として新しくイベント

スペース「ビューティースタジオ」を店内に配置し、シーズ

ントレンドに合わせたメイクの提案やメイクアップアーテ

ィストによるイベント、ワークショップなどを開催し、楽し

む・学べる・体験できる機会を提供してまいります。 

 

 

@cosme STORE はこれからも、「試せる・出会える・運命コスメ」をコンセプトとして、お客さまがまた行きたくなるお店を目指し 

て進化を続けてまいります。 

 
 

■店舗概要 
◆＠cosme STORE イオンモール高崎店 

リニューアルオープン日 ：2020 年 4 月 23 日（木） 

所 在 地  ：群馬県高崎市棟高町 1400 イオンモール高崎 1F 

店舗名   ：＠cosme STORE イオンモール高崎店 

営業時間  ：10:00-21:00（4 月 25 日～5 月 6 日：10:00-22:00）  

休 店 日  ：イオンモール高崎に準ずる 

売場面積  ：76.91 坪 

取扱いブランド  ：クリニーク、ルナソル、M・A・C、エトヴォス、アルビオン等 

イオンモール高崎 HP ：https://takasaki-aeonmall.com/  

 
◆＠cosme STORE ルクア大阪店 

リニューアルオープン日 ：2020 年 4 月 28 日（火） 

所 在 地  ：大阪府大阪市北区梅田 3-1-3 ルクア イーレ 2F 

店舗名   ：＠cosme STORE ルクア大阪店 

営業時間  ：10:00-21:00  

休 店 日  ：ルクア イーレに準ずる 

売場面積  ：54.88 坪 

取扱いブランド  ： SHISEIDO、リサージ、キャンメイク、CLIO、DEAR DAHLIA、LAKA 等 

ルクア イーレ HP  ：http://www.lucua.jp/lucua1100/ 

 

 

 

 

https://takasaki-aeonmall.com/
http://www.lucua.jp/lucua1100/


     PRESS RELEASE      

 

※改装期間中（8 月 20 日～9 月 11 日）はお休みさせていただきます。 

◆お問合せ◆  株式会社アイスタイル コーポレートコミュニケーション室  TEL：03-5575-1286 FAX：03-5575-1261  Email: istyle-press@istyle.co.jp 

【株式会社コスメネクスト 会社概要】  http://cosmestore.net/company/ 

▌所在地： 〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階 

▌設 立： 2007 年 1 月 4 日 

▌資本金： 9,500 万円 

▌代表者： 代表取締役社長 遠藤 宗 

▌事業内容：株式会社アイスタイルが運営する「＠ｃｏｓｍｅ」の情報を活用したリアルとネットが融合する全く新しい化粧品小売業態の企画開発・運営 

【株式会社アイスタイル 会社概要】   http://www.istyle.co.jp 東証一部・コード番号 3660 

▌所在地：〒107-6034 東京都港区赤坂 1-12-32 アーク森ビル 34 階 

▌設 立：1999 年 7 月 27 日 

▌資本金：36 億 4,700 万円 

▌代表者：代表取締役社長 兼 ＣＥＯ 吉松 徹郎 

▌事業内容：美容系総合ポータルサイト＠ｃｏｓｍｅの企画・運営、関連広告サービスの提供 

mailto:istyle-press@istyle.co.jp
http://cosmestore.net/company/
http://www.istyle.co.jp/

