
  

＜Press Release＞          2016年 7月 21日 

「ここから こころから」 日本のものづくりを発信するプロジェクト 

「KOKO LUMINE WEEK 2016」 
人が乗れる！？巨大折り鶴の展示や、“和”を感じさせる様々な食、和雑貨など 

日本文化・ものづくりのすばらしさを多様な角度から紹介 

2016年 8月 4日（木）～8月 26日（金） 

 

株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：新井良亮）では、日本のものづくりのすばらし

さを伝える文化発信・支援プロジェクト「KOKO LUMINE」の一環として、『KOKO LUMINE WEEK 2016』

を「日本の夏」をテーマに、2016年8月4日（木）～8月26日（金）の期間、ルミネ計12館とNEWoMan、

ルミネのネット通販 iLUMINE にて開催します（一部、開催期間が異なる企画もございます）。 

 

NEWoMan（ニュウマン）では、日本茶アーティスト茂木雅世さん

による煎茶のアトラクションのような楽しいお茶会が８月２０日（土）・

２１日（日）の２日間限定で開催されます。まるで茶畑にいるような

感覚になる仕掛けも。あわせて茶葉の催事も開催します。 

ルミネ新宿では、「東京ダイナー」と称して、館内の各レストランで、東

京のよさを再発見いただくことを目的に、飲食ではあまり注目されることの

ない東京産の食材を使ったメニューを展開します。 

ルミネエスト新宿では、和の新しい楽しみを伝えるブランド「あそ美や」

が期間限定出展します。さらに 8 月 27 日（土）・28 日（日）の 2

日間限定で、実際に乗っていただくことができる巨大な折り鶴「乗り鶴」

の展示や、プールに浮かんだ折り鶴を釣っていただける「鶴釣り」などを展

開するイベントを開催します。 

ルミネ有楽町では、「ルミネ有楽町で楽しむ日本の夏～浴衣でぶらり

有楽町～」と題し、気軽に和の装いが楽しめる1day浴衣レンタルに加え、新しい下駄文化の提案を行う「GETA 

SETTA JAPAN」による催事を実施します。 

ルミネ池袋では、「夏いろ ルミネ。」のテーマのもと、「和色」をコンセプトとした、館内装飾と各種ワークショップを

開催。その他、ルミネ荻窪では、アタかごのある暮らしを提案する「アンドユウ」の催事や、杉並エリアに根ざしたショ

ップが一堂にそろうマルシェ「KOKOLUMINE×OGIKUBO Marché」を実施。ルミネ立川では、注染本染め手

ぬぐい専門店「拭う nugoo」や、老舗地元企業「福永紙工」による催事を展開。ルミネ町田では、玉川学園の

アイスとスイーツの販売を、ルミネ大宮では、made in japan をテーマとした商品販売やワークショップを、ルミネ北

千住では、足立と沖縄の伝統工芸の物販やワークショップを、大船ルミネウィングでは、熊本の野菜や果物の販

売を、ルミネ藤沢では、靴下とうちわのワークショップを、ルミネ横浜では、「FUN! NIPPON FESTIVAL 2016」

と称し、日本の夏を楽しくするキャンペーンを展開します。 

また、ルミネの公式通販サイト「iLUMINE」では、NEWoMan エキナカにある“日本のいいもの”を発信するショ

ップ「ココルミネストア」から、夏にぴったりの新商品が入荷します。 

ルミネでは、地域のポテンシャルを高め、文化の創造に繋げることを目的に、今後も日本の「ものづくり」の支援・

企画発信を強化してまいります。 
 

■『KOKO LUMINE WEEK 2016』特設 WEBサイト 

http://www.lumine.ne.jp/kokolumineweek/ 
 
 
 
 

＜キービジュアル＞ 



 

 

 企画名称： 

「KOKO LUMINE WEEK 2016」（ココルミネ ウィーク 2016） 

 開催期間： 

2016年 8月 4日（木）～8月 26日（金） ※一部、開催期間が異なる企画もございます 

 実施店舗： 

NEWoMan、ルミネ計 12 館（ルミネ新宿・ルミネエスト新宿・ルミネ有楽町・ルミネ池袋・ルミネ荻窪・ルミネ

立川・ルミネ町田・ルミネ大宮・ルミネ北千住・大船ルミネウィング・ルミネ藤沢・ルミネ横浜） 

ルミネのネット通販「iLUMINE」（https://i.lumine.jp/） 

 企画内容： 

「産地支援」「地域共生」をテーマに、日本のものづくりの素晴らしさを伝える「KOKO LUMINE」の理念の下、

「日本の夏」をテーマに様々なイベントを各館にてご紹介します。昔からの暮らしの知恵で暑い夏を乗り切りま

せんか。 

 

 
 

NEWoMan（ニュウマン）          
 

■ 茶畑を感じながら味わう「冷やし茶会」 

＜イベント＞ 日本茶アーティスト茂木雅世さんを招いての「冷やし茶会」 

 開催日時： 

2016年 8月 20日（土）・21日（日）の 2日間限定 

 開催場所： 

NEWoMan 1F NEWoMan lab. 

 内容： 

お茶を味わいながらまるで茶畑にいるような感覚になる煎茶の体験型イベント。 

五感で楽しむ新しいお茶の世界をぜひ体感してください。 

＜催事＞  

1. 「相川製茶舗」  

佐賀県嬉野に自園を持つお茶屋です。毎日の暮らしに「お茶の愉しみ」をお届けします。 

・期間：2016年 8月 18日（木）～8月 24日（水）  

・場所：NEWoMan 2F エスカレーター横  

 

2. 「san grams」 

創業百年 静岡県丸松製茶のブランド。生産者ごとの茶葉の個性を生かした商品 

「シングル茶葉」を紹介。 

・期間：2016年 8月 19日（金）～8月 28日（日）   

・場所：NEWoMan 2F エスカレーター横  
 

ルミネ新宿          
 

■ 「東京ダイナー」キャンペーン 
 開催期間： 

2016年 8月 4日（木）～9月 7日（水） 

 開催場所： 

ルミネ新宿 各レストランショップ  

 内容： 

東京のよさを再発見していただくことをテーマに飲食ではあまり注目され

ることのない東京産の食材を使ったメニューを各レストランで展開。 

 参加予定ショップ： 

東京小空、柿安、つばめグリル、寅福、ぎゅんたなど 

計 7ショップ程度を予定。 

企画概要 

 

Special 企画一覧 

＜ルミネ 1 6F つばめグリル 

「ブランドポーク”TOKYO X” ポークハンブルグステーキ」￥1,080（税抜）＞ 

＜茂木雅世さん＞ 

＜「san grams」イメージ＞ 



ルミネエスト新宿 

 

■ 「あそ美や」による催事＆イベント 
 

＜イベント＞ 人が乗れる！？巨大折り鶴「乗り鶴」と、泳ぐ鶴を釣る「釣り鶴」 

 開催日時： 

2016年 8月 27日（土）・28日（日）の 2日間限定 

 開催場所： 

ルミネエスト 2F スターバックス横回廊 

 内容： 

「乗り鶴」  

人が乗ることのできるほどの巨大なサイズの折り鶴「乗り鶴」の展示。 

実際にご自由に乗っていただくことができます。 

 

「釣り鶴」  

ヨーヨー釣りのようにプールに浮かぶ折り鶴をフックで“釣って”いただけるイベントです。 

 

＜催事＞ 布や和紙でつくられた折り鶴を使ったアクセリーなどを販売 

 開催期間： 

2016年 8月 23日（火）～9月 7日（水）  

 開催場所： 

ルミネエスト 1F 南側エスカレーター前 

 企画内容： 

日本の伝統工芸である折り鶴を使用したカチューシャやクリップブローチ、 

ピアスなど様々なグッズを販売します。 

 

 

ルミネ有楽町          
 

■「ルミネ有楽町で楽しむ日本の夏～浴衣でぶらり有楽町～」 
 

 開催日時： 

2016年 8月 4日（木）～8月 7日（日）  

 

 内容： 

1. 「GETA SETTA JAPAN」による催事 

現代のファッションセンス・機能に特化した下駄文化を提案する 

「GETA SETTA JAPAN」が、まったく新しいカタチのビーチサンダル 

の販売を行います。 

・期間：8月 6日（土）・7日（日） 

・場所：ルミネ有楽町 屋外イベントスペース ルミネパサージュ  

 

2. 「浴衣でぶらり有楽町」 

浴衣一式の 1day レンタルを￥2,980（税込）で実施。 

夏を涼しく過ごす浴衣で、有楽町の街を散策できます。 

浴衣を着て、有楽町エリアの魅力を発見してみませんか。 

・期間／場所： 

8月 4日（木）・5日（金） アトリエはるか 

8月 6日（土）・7日（日） ふりそでモード ウェディングボックス 

 
 
 
 

＜催事店頭イメージ＞ 

＜「乗り鶴」イメージ＞ 

＜「釣り鶴」イメージ＞ 

＜「浴衣でぶらり有楽町」イメージ＞ 

＜「GETA SETTA JAPAN」イメージ＞ 



ルミネ池袋 

 

■「夏いろ、ルミネ。」 
 

＜イベント＞ 「和色」の美しさを楽しむことができるワークショップを開催。        

数多くある日本の伝統色を実際に手に取ってみてはいかがでしょうか？ 

          

 開催日時： 

2016年 8月 20日（土）・8月 21日（日）の 2日間限定 

11：00～17：00 

 開催場所： 

ルミネ池袋 B1F プリズムガーデン 

 内容： 

1. インテリアとして楽しめる てぬぐいファブリックパネル作り by かまわぬ              

2. 浴衣に華を添える 淡い和カラーの布アクセサリー作り by ペン.エム                        

3. 爽やかな風を感じる 染めて楽しむ和紙モビール作り by りくう   

※ イベント期間中は、会場に風鈴トンネルが登場！ 

ルミネ限定カラーの「かまわぬ」のてぬぐいを使用した大量の風鈴は圧巻です！ 

 

＜催事＞ てぬぐい専門店「かまわぬ」による「和色」てぬぐい販売 

 

 開催期間： 

2016年 8月 4日（木）～8月 21日（日） 

 開催場所： 

ルミネ池袋 B1F プリズムガーデン 

 内容： 

かまわぬのてぬぐいが色ごとに並んだ店頭は、和色の世界観を 

見ているだけで楽しめます。 

 

＜プレゼント＞ 

期間中、ルミネカードで 5,000 円(税込)以上お買い上げのお客さまに、「かまわぬ」による「ルミネ限定和色てぬ

ぐい」をプレゼント！先着順ですのでお早めにどうぞ。 

 

ルミネ荻窪 

 

■ 「KOKOLUMINE×OGIKUBO Marché」の開催＆アタかごブランド「アンドユウ」の出店 
 

1. 「KOKOLUMINE×OGIKUBO Marché」 

 開催日時： 

2016年 8月 7日（日）10：00～16：00 

 開催場所： 

ルミネ荻窪 2Fペデストリアンデッキ 

 内容 

荻窪エリアの魅力を発信する地域インキュベーション催事「なみイチ」の出店者が一堂に

会するマルシェ。またものづくりを体験できるワークショップも開催します。 

 

2. 「アンドユウ」の催事 

 開催期間： 

2016年 8月 1日（月）～8月 21日（日）10：00～21：00 

※8月 17日（水）は休館日のため休業 

 開催場所： 

ルミネ荻窪 1F 下りエスカレーター横 

 

＜マルシェイメージ＞ 

＜「アンドユウ」イメージ＞ 

＜ワークショップイメージ＞ 

＜てぬぐい販売イメージ＞ 



内容 

手編みアタかご製品を展開する「アンドユウ」による催事。香川県さぬき市長尾の漆を職人が一筆一筆重

ねて塗った漆塗りのバックなど、夏らしい季節感を感じさせるアタ製品を販売します。 

 

3. ワークショップ 

 開催日時： 

2016年 8月 14日（日）14：00～16：00 

 開催場所： 

ルミネ荻窪 5F イベントスペース 

 内容 

催事でも出店している「アンドユウ」と杉並にゆかりのあるアーティスト「河島春佳」さんとのコラボによるミニトートバ

ックづくりのワークショップ。 

 

ルミネ立川 
  
■ 「来て見て触れて体験しよう！日本のものづくり」 

 

 開催期間： 

2016年 8月 9日（火）～8月 28日（日） 

 内容： 

1. 注染本染め手ぬぐい専門店「拭う nugoo」による展示や商品販売 

現在では希少となった日本独自の染め技法「注染」によるこだわりの

手ぬぐいを販売。また注染の工程について展示する「手ぬぐいの作り

方展」を実施します。 

・場所： ルミネ立川 2F西側催事スペース 

・期間： 8月 9日（火）～8月 21日（日）  

      10：00～21：00 

 

2. 福永紙工によるワークショップや工場見学ツアーの開催 

立川で 50 年以上前から紙の加工と印刷を手がけてきた「福永紙工」が

初出店。「工場の入り口」をテーマにデザインされた 2F催事店頭では、思

わず手に取りたくなる魅力的な紙製品を販売するほか、週末にはテラダモ

ケイのワークショップや工場見学ツアーを開催します。 

・場所： ルミネ立川 2F東側催事スペース・7F東側催事スペース 

・期間： 8月 18日（木）～8月 28日（日）  

      10：00～21：00 

      ※ 8月 22日（月）は休館日のため休業 

 

 

ルミネ町田 
  
■ 玉川学園のアイスとスイーツの販売  

 

 開催期間： 

2016年 8月 4日（木）～8月 7日（日） 

 開催場所： 

ルミネ町田 2F エントランス 催事スペース 

 内容： 

地元町田市の玉川大学が監修しているはちみつやアイスなどの食品

に加え、農学部の学生有志（生産加工班）が日頃の研究成果を

全力投入して企画した限定スイーツを販売します。 

 

 

 



<主な商品> 

「たまがわはちみつ」 \1,030～￥3,000（税込） 

農学部での 60 年来のミツバチ研究をベースに、卒業生の養蜂家が秋田で生産した蜜を大学が監修して商

品化。稀少性と独特なまろやかさにより、知る人ぞ知る逸品となっています。 

 

「たまがわアイス」 \260（税込） 

学生の加工実習にルーツを持つ、45 年の歴史を誇るアイス。最近注目を集める大学発食品のさきがけとも

言える学園名物です。 

 

「たまがわ農場の恵み チーズケーキ」 \2,000（税込） 

2015 年 2 月にココルミネウィークに出店した際に数量限定で販売したところ、連日完売を記録したチーズケ

ーキが今年も登場です。玉川学園の農場で採れた果物を使ったココルミネウィークだけの限定商品です。 

 

ルミネ大宮 
  
■ 『New JAPAN Life －ジャパンメイドな生活を－』 

 

 開催期間： 

2016年 8月 4日（木）～8月 31日（水） 

 開催場所： 

ルミネ大宮 全館 

 内容： 

各ショップ選りすぐりの品をそろえ、日本らしい夏の過ごし方をご提案。 

こだわりの品々は「涼む」「まとう」「くつろぐ」「味わう」といったシーンで繊細な感覚を呼び覚まします。 

日本のものづくりに触れるワークショップも開催予定！ 

1.made in japan アイテムを集めたルミネ大宮限定リーフレットを展開 

2.made in japan をつくろう！ワークショップ 

3.夏を感じる 館内装飾 

 

ルミネ北千住 
  
■ 足立＆沖縄の伝統工芸 in ココルミネウィーク北千住 

 

  ＜イベント＞ 

1. ビールを飲みながら沖縄カルチャーを楽しむ 

ルミネ北千住のスペシャルな 2Days！～オキナワビアテラス～ 

   沖縄の伝統文化である、エイサーステージや三線の生演奏ライブ、琉球衣 

装体験や、沖縄にちなんだワークショップなどを実施。 

      ・場所：ルミネ北千住 10F屋上 

      ・期間：2016年 8月 5日（金）18:00～21:00 

8月 6日（土）17:00～21:00 

  ＜ワークショップ＆PR＞ 

2. 足立の伝統工芸ワークショップなど 

   足立の伝統工芸を担う職人によるワークショップや伝統工芸品の展示、 

足立区まち歩き情報 PRなど足立区の魅力が盛りだくさんな 2日間。 

       ・場所：ルミネ北千住 7F イベントスペース(無印良品前) 

       ・期間：2016年 8月 20日（土）・8月 21日（日）10:00～17:00 

      ・ワークショップ：「オリジナルシルバーリングづくり」  

講師：東京銀器 坂巻 亨（さかまき とおる） 

8月 20日(土)13:00～16:00  

参加料金：2,000円（税込）※現金のみ 

所要時間：約 30分 

 

 
＜ワークショップイメージ＞ 

＜メインビジュアル＞ 



「籐（とう）を使用した小物入れづくり」 

 講師：東京籐工芸 3代目 竹本 義道（たけもと よしみち）               

                8 月 21日(日)13:00~17:00  

参加料金:1,000円 （税込）※現金のみ 

所要時間:約 1時間 

 

 

大船ルミネウィング 
  
■ 「Eat KUMAMOTO」 

 

 開催日時： 

2016年 8月 19日（金）～8月 21日（日） 

○19日（金） 10：00～19：00 

○20日（土）・21日（日） 10：00～18：00  

※※各日売切れ次第、終了 

 

 開催場所： 

大船ルミネウィング 3F 正面入り口 

 

 内容： 

熊本の農家さんから直接仕入れたお野菜や果物を販売します。 

熊本の大自然と農家さんの愛が育くんだとっておきを、どうぞご賞味ください。 

 

ルミネ藤沢 

 

■ 夏休みワークショップ開催、「おえかきくつした」＆「手づくりうちわ」 
 

  ＜ワークショップ＆PR＞ 

1. 「おえかきくつしたをつくろう」ワークショップ 

好きな絵を描いたら、プリントして、オリジナルデザインの靴下ができます。 

敬老の日のプレゼントに！ 

       ・場所：ルミネ藤沢 ４Ｆ エレベーター前 

       ・期間：2016年 8月７日（日） 

①12:00～ ②13:30～ ③15:00～ ④16:00～ 

      ・参加費：靴下代 

 

２．「手づくりうちわ」のワークショップ 

藤沢店在住のアーティストと一緒に手づくりのうちわづくり。 

藤沢・平塚の花火大会に持っていきませんか。 

・場所：ルミネ藤沢 ４Ｆ エレベーター前 

       ・期間：2016年 8月 20日（土）10:00～18:00 

      ・参加費：500円（チャリティーとさせていただきます） 

 

ルミネ横浜 
  
■  「FUN! NIPPON FESTIVAL 2016」 

 

7月 19日（火）～8月 31日（水）の期間中、日本の夏をより楽しくするための 

イベントや催事を展開するキャンペーン「FUN! NIPPON FESTIVAL 2016」 

（ファン！ニッポンフェスティバル 2016）を開催します。 

詳細は、7月 5日発表のプレスリリースをご参照ください。 

http://www.lumine.ne.jp/newsrelease/pdf/release_160705.pdf 

 

＜「おえかきくつしたをつくろう」 

ワークショップイメージ＞ 

http://www.lumine.ne.jp/newsrelease/pdf/release_160705.pdf


ココルミネストア（NEWoManエキナカ） 
  
NEWoMan エキナカにある日本のものづくりの

発信拠点「ココルミネストア」でも期間中、日本

の夏におすすめの商品の展開をしています。 

うちわや風鈴、帽子などこだわりのアイテムが並びます。 

また期間中は、青森フェアを開催中です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ルミネの公式通販サイト「iLUMINE」 
  
■  「ココルミネストアの夏のおススメアイテム」 

 

 開催期間： 

2016年 8月 4日（木）～9月 12日（月） 

 内容： 

定番アイテムに加え、この期間だけ、NEWoMan 内にオープンした「ココ

ルミネ」プロジェクトがプロデュースする“日本のいいもの”を発信するフラッ

グショップ「ココルミネストア」から、iLUMINE が「日本の夏」をテーマにセ

レクトした暑い夏を心地よく過ごすための涼しいアイテムを販売します。 

  [iLUMINE] URL： 

https://i.lumine.jp/ 

 

 

 
 

 

 
「KOKO LUMINE」とは、「産地支援」「地域共生」をテーマとした、日本のものづくりの大切さ
やその背景を伝え、発信することを目的とした全館共通の文化発信・支援プロジェクトのこと
です。ルミネ全体の取り組みとして、物販・食品催事、ワークショップ、イベント、展示等の開催
により、日本のものづくりの技術やクオリティを社会に広め、文化継承に努めて参ります。ルミネ
では、地域のポテンシャルを高め、文化の創造に繋げることを目的に、今後も日本の「ものづく
り」の支援・企画発信を強化してまいります。 
■ネーミングに込めた想い 

ここから 
「産地支援」「地域共生」をテーマに、ここ（産地/地域）から生まれたものを大事に考え
ます。 

こころから 
日本の職人が作るものには「こころ」が入ります。日本独特の文化であり、誇れるものづくりの精神です。 

■ロゴデザイン 

親しみを持っていただけるような、温かい印象の赤い「KOKO LUMINE」のロゴに、ブルーでひらがなの「ここ」をレイア
ウト。ルミネのコーポレートカラーであるブルーと、日本を象徴する「日の丸」の赤・白の 3 色を使って、その融合を表現
しました。 

 
 
 

 

KOKO LUMINE とは 

＜販売アイテムイメージ＞ 

※画像は、津軽びいどろ（青森） 

＜画像左：店舗外観 

画像右：販売アイテムイメージ ※画像は、来民渋うちわ（熊本県）＞ 

https://i.lumine.jp/

