
 
 

＜Press Release＞              2015年 4月 16日 

開業後初の食品フロア大規模改装で約 90ショップが勢ぞろい 

ルミネ立川 1F/B1 食品フロア「the kitchen」 グランドオープン 

2015年 4月 27日（月） 第二期改装 49ショップがオープン  
 
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）が運営す

る「ルミネ立川」（東京都立川市）は、テーブルスタイルリノベーションをコンセプト
に、1F/B1食品フロア「the kitchen」を全面改装し、2015年 4月 27日にグランドオ
ープンします。 

 

昨年 10月に実施した 1Ｆスイーツゾーンとエントランスのリニューアルオープン
に続き、リニューアル第 2 弾となる今回の改装により、1F と B1 の食品フロアの全
面改装が終了し、グランドオープンいたします。1Fには、東京の西部「福生」で人
気のベーグル専門カフェ「フレッシュ ベーグル Hoop」、米粉を使ったピザを提
供する新業態ショップ「Come La Pizza」、広尾本店に続く 2 店舗目となるフレン
チフライ専門店「AND THE FRIET」など、思わず立ち寄りたくなるカフェやイー
トイン、テイクアウトショップを用意。さらにお子さま向けの遊び場を併設したベビ
ーギフトや輸入玩具を扱う生活雑貨店「ボーネルンド」など、おしゃれな生活雑
貨やコスメショップも複数オープン予定です。B1 には、創作惣菜やお弁当を販
売する新業態ショップ「柿安ダイニング＋A」をはじめとする多数の惣菜専門店
が集います。一緒に買い回ることの多い生鮮食品にはまとめて精算できる集中レ
ジシステムを導入し、装い新たにオープン。お客さまにスムーズで利便性の高い
ショッピングを提供します。 

 

また、ルミネ立川では 4 月 27 日～5 月 6 日のゴールデンウィーク期間中に、
食品フロアのグランドオープンを記念した様々なイベントを開催いたします。「食」
をアートやファッション、音楽、デザインなどの異文化とミックスさせることで「新し
いフードカルチャー」を発信する『イートトーキョー』が主催する「コールドプレストジ
ュース教室」や「ドライフラワーアレンジメント教室」、「ハンドドリップコーヒー教室」
の他、昨年ご好評いただいた亀山達矢氏と中川敦子氏によるユニット『tupera 

tupera』デザインのエコバッグにスタンプを押して遊べるスタンプラリー、世界で唯一のフリーペーパー専門
店『ONLY FREE PAPER』による日本の地域の魅力を伝えるフリーペーパーの展示、不思議なチョークでラ
イブペインティングを行うクリエイティブ集団『カラフルラブ』がお客さまと一緒に行う装飾パフォーマンスなど
大人だけでなくお子さまにもお楽しみいただける企画を多数展開予定です。 
 

「ルミネ立川」は、立川の街に愛着を持ち、自分なりのこだわりある暮らしを楽しむ高感度なお客さまのニ
ーズに応え、日常がより豊かになるような提案・情報の発信をしてまいります。 

 

 
 

 
 フ ロ ア 名：「ザ・キッチン ルミネ立川」 
 オープン日：2015年 4月 27日（月）＜第二期リニューアルオープン＞ 

 場 所：ルミネ立川 1F/B1食品フロア「ザ・キッチン ルミネ立川」 
 シ ョ ッ プ 数：第二期のオープンショップ数 49ショップ（うち新規オープンショップ 22ショップ） 

※第一期、第二期合わせて約 90ショップがグランドオープン 

 

 

 

 

 

 

  

フロア概要 

\\ 

 

＜1F XX ショップ名 XX＞ 

＜1F フレッシュ ベーグル Hoop＞ ＜1F Come La Pizza＞ ＜1F AND THE FRIET＞ 

＜メインビジュアル＞ 

＜フロアイメージ＞ 

＜1F ボーネルンド＞ 



 

 

 
「ボーネルンド」                   <インテリア・生活雑貨> 

 

子どもたちの健やかな成長を応援する、こだわりの「あそび道
具」を世界中から厳選してお届けするショップ。インストラクタ
ーがお子さまの発達や年齢に合ったあそび道具選びや、出
産やお誕生日のギフトを選ぶお手伝いをいたします。ショップ
の隣にはお子さまのための遊び場を併設しているので、親子
でリラックスしてお買い物をお楽しみいただけます。 

 
 

「フレッシュ ベーグル Hoop」（フレッシュ ベーグル フープ）      <パン> 

 

東京の西部「福生」で大人気のベーグルショップがついに立川

初進出。15 種類以上のベーグルを常備し、野菜たっぷりのスプ

レッドや福生の名産品福生ハムを使ったベーグルサンドなど、本

場ニューヨークスタイルの具沢山ベーグルサンドをお楽しみいた

だけます。 

 

 

「Come La Pizza」（コメラピッツァ）               新業態<ピザ> 
 

自家製の米粉生地と、イタリアや日本国内各地のこだわりの食材を
使ったローマスタイルのピザ店。米粉を使った生地ならではのもち
もちの食感をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

「AND THE FRIET」（アンド・ザ・フリット）          <フレンチフライ> 
 

季節ごとに厳選した 6種の芋から、お好みの品種とカットを選んで、
多彩なディップやトッピングを組み合わせて楽しむ、新感覚でリッチ
なフレンチフライ専門店。大人気の広尾本店に続く 2 店舗目として
オープンします。 

 
 

 

 

 

「柿安ダイニング＋A」（カキヤスダイニングプラスエー）     新業態<お惣菜> 
 

毎日の食卓に彩りを添える創作惣菜ショップ。旬の食材を使った季節感あふ

れる惣菜やお弁当を提供します。 

 

 

 
 
 
 
 
 

注目の新規出店ショップ 
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ショップ名 業種 備考 フロア 

ザ・ガーデン自由が丘 フード（スーパー） 集中レジ B1 

九州屋 フード（野菜、フルーツ） 集中レジ B1 

魚力 フード（生鮮、お惣菜、寿司） 集中レジ B1 

ニュー・クイック フード（生鮮肉） 集中レジ B1 

精肉 あづま★ フード（生鮮、お惣菜、熟成肉） 集中レジ B1 

魚武★ フード（魚介類塩干物） 集中レジ B1 

久世福商店★ フード（スイーツ、お酒、その他）  B1 

ナチュラルハウス フード（オーガニックフード）   B1 

ヴィノスやまざき★ フード（お酒）   B1 

とんかつ 新宿さぼてん フード（お惣菜）  B1 

日本一 フード（お惣菜、焼鳥）  B1 

柿安ダイニング+A（カキヤスダイニングプラスエー） フード（お惣菜） 新業態 B1 

RF1（アール・エフ・ワン） フード（お惣菜）   B1 

まつおか フード（お惣菜）  B1 

新潟ゆのたに 心亭★ フード（おにぎり）  B1 

あさ・ひる・夕ごはん 豆藤★ フード（お惣菜）   B1 

サラダカフェ★ フード（お惣菜、お弁当）   B1 

ANTONIO’S（アントニオ）★ フード（イタリアン惣菜、デリカッセン）   B1 

BLOSSOM&BOUQUET（ブロッサム&ブーケ） フード（サンドイッチ）   B1 

豆富 一丁庵★ フード（豆腐）   B1 

新橋玉木屋★ フード（お惣菜、佃煮）   B1 

お漬物の丸越★ フード（漬物）   B1 

菊川園 フード（茶・海苔）   B1 

キリン珈琲 フード（珈琲）   B1 

老舗 大佐和 フード（茶・海苔）   B1 

Come La Pizza（コメラピッツァ）★ フード（ピザ） 新業態 1F 

アンデルセン フード（パン） イートイン有 1F 

横浜くりこ庵 スイーツ（お菓子）   B1 

フロ プレステージュ スイーツ（洋菓子）   1F 

和菓子 紀の国屋 スイーツ（和菓子）  1F 

フルーツ クチュール タカノ スイーツ（ケーキ）   1F 

ミニワン・松蔵ポテト フード・スイーツ（スイーツ、パン）   1F 

むしやしない処 仁々木★ スイーツ（スイーツ）   1F 

リンツ ショコラ カフェ★ スイーツ（スイーツ）   1F 

海老御菓子處 桂新堂★ スイーツ（えびせんべい）   1F 

鹿鳴館★ スイーツ（お菓子）   1F 

Butter POPCORN（バター ポップコーン）★ スイーツ（洋菓子）   1F 

海鮮魚力 レストラン・カフェ   B1 

AND THE FRIET（アンド・ザ・フリット）★ 
レストラン・カフェ（ファーストフード、 

カフェ、フレンチフライ） 
ビルイン初 1F 

フレッシュ ベーグル Hoop（フレッシュ ベーグル フープ）★ レストラン・カフェ（パン） 地元有名店 1F 

マツモトキヨシ インテリア・生活雑貨（ドラッグ、コスメ）   B1 

ボーネルンド★ インテリア・生活雑貨（キッズ、ホビー） 
「こどものあそび場」 

併設 
1F 

VECUA Honey marche（ベキュア ハニー マルシェ）★ コスメティック（コスメ、生活雑貨、スイーツ）   1F 

ル・クルーゼ★ インテリア・生活雑貨  1F 

多摩信用金庫 その他・サービス（信用金庫）  B1 

白洋舎 その他・サービス（クリーニング）  1F 

クイックサービス・ピノキオ その他・サービス（修理、リフォーム）  1F 

保険相談サロン F.L.P（ホケンソウダンサロンエフ・エル・ピー） その他サービス  1F 

お直しコンシェルジュ ビック・ママ その他・サービス（修理・リフォーム）  1F 

※★は新規オープンショップ 

全ショップ一覧 

\ 
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ルミネ立川 1F ゴディバ前にて開催するイベント 
 
■コールドプレストジュース教室 

開催日時：4月 27日（月）12時～、15時～、18時～ 

5月 3日（日）11時～、14時～、17時～ ※参加費無料 

内 容 ：カラダの中から美しくなる！コールドプレストジュースの取り入れ方・作り方。 

講 師 ：中本恭子氏 

Cosme Kitchen JUICERY（コスメキッチン ジューサリー）ディレクター／オーガニ
ックフードディレクター。大学在学中から旅行が大好きで、世界中の美味しいも
のを食べてみたい!と、世界50カ国以上を旅し、パリやアメリカ、イギリスに住んで
いた経験を生かし、料理のレッスンやレシピの提供を行う。昨年 4 月に株式会社
マッシュビューティーラボにおいて Cosme Kitchen JUICERYの立ち上げにディ
レクターとして参画する。雑誌やメディアでも多数取り上げられている。 

主 催 ：EAT TOKYO（イートトウキョウ） 
 

■ドライフラワーアレンジメント教室 

開催日時：5月 2日（土）11時～、14時～、17時～ ※参加費無料 

内 容 ：フラワーコーディネーターに聞く、ワンランクアップするテーブルコーディネート。 

講 師 ：渡来徹氏 

Tumbler & FLOWERS(タンブラー・アンド・フラワーズ)主宰、いけばな教授者。
2002年、飲食店に従事しながらいけばな小原流を学びはじめる。編集者兼ラ
イターとしてメンズファッション誌や情報誌に携わった後、「ファッションやイン
テリアほか生活に必要な感性はいけばなで養える」と2012年に青山でいけば
な教室Tumbler & FLOWERSをスタート。現在は教室のほかにブーケのオー
ダー、店頭やイベントなどの各種装花、クリエイターや企業向けワークショップ
なども行っている。（http://tumblerandflowers.com） 

主 催 ：EAT TOKYO（イートトウキョウ） 
 

■「ハンドドリップコーヒー教室」 
開催日時：4月 29日（水・祝）11時～、14時～、17時～ 

5月 4日（月・祝）11時～、14時～、17時～ ※参加費無料 

内 容 ：いつものコーヒーが格別の味と香りになるハンドドリップの美味しい淹れ方。 

講 師 ：岡内賢治氏 

スペシャルティコーヒー豆専門店「カフェファソン」店主。コーヒー店・
飲食店への卸、豆の販売のほか、中目黒に店舗があり、2014年7月
には代官山に新店舗としてロースターアトリエとコーヒースタンドをオ
ープン。オーガニックコーヒーやフェアトレードのコーヒー豆も取り扱
い、ハンドドリップコーヒー講座なども実施。 

主 催 ：EAT TOKYO（イートトウキョウ） 
 

■「エコバッグを作ろう」 
開催日時：5月 5日（火・祝）、6日（水・祝）随時 

※各日先着 300名さま* ※参加費無料 

*参加には、ルミネ立川 B1・1F でイベント当日にお買い上げいただいた 1,000 円分（税込）のレシ
ートのご提示が必要です。 

内 容 ：亀山達矢氏と中川敦子氏によるユニット『tupera tupera』デザインのバッグにスタンプを押して遊べ
るスタンプラリー。 

主 催 ：あおぞらガーデン 2015実行委員会 

 

■「地域の魅力を伝えるフリーペーパー」 
開催日時：4月 27日（月）、29日（水・祝）、5月 2日（土）～6日（水・祝） 

10時～17時 ※入場無料 

内 容 ：世界で唯一のフリーペーパー専門店『ONLY FREE PAPER』に
よる、日本の地域の魅力を伝えるフリーペーパーの展示。 

主 催 ：ONLY FREE PAPER（オンリーフリーペーパー） 
 

食品フロアグランドオープン記念イベント

概要 
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http://tumblerandflowers.com/


ルミネ立川 1F 西側入り口仮囲い前にて開催するイベント 

 

■「仮囲いにザ・キッチンのお祝いの絵を描こう！」 
開催日時：4月 27日（月）10時 30分～17時 ※参加費無料 

内 容 ：不思議なチョークでライブペインティングを行うクリエイティブ集団
『カラフルラブ』が、お客さまと一緒にザ・キッチンのグランドオープ
ンを記念した絵を描きます。アーティストが描くエリアと、どなたで
も参加が可能な自由に描いて遊ぶエリアを用意しています。 

主 催 ：カラフルラブ 
 

※5月6日（水・祝）には、国営昭和記念公園で開催されるグルメイベント「まんパク」のキャラクターぽぅくんが来店しま
す。 
 

 ＜ぽぅくんプロフィール＞ 

 

 

◇各イベント主催者詳細◇ 
 

■EAT TOKYO（イートトウキョウ） （http://eattokyo.jp/） 

食を軸とした事業計画、商品開発、イベント、地域活性、ライフスタイル提案に関す
るプランニング、プロデュース、制作、実行までをワンストップで行うフードクリエイテ
ィブエージェンシー。フード関連クリエイターたちとの深いネットワークを保有し、企
業の依頼から非営利団体の活動まで、企画から撮影、印刷まで、様々な食のニー
ズに対応するオリジナルチームを都度編成しています。 

 

■あおぞらガーデン 2015実行委員会 

あおぞらガーデン実行委員会は、ルミネ立川の解放感溢れる屋上庭園で、ブ
ックカフェやマルシェ、参加型ワークショップなど、地域で活躍するクリエイター
や人気ショップとコラボレーションした地域の魅力を再発見するイベントを開催
しています。 

4年目となる「あおぞらガーデン」は、立川市の後援を頂き、今年も 5月・8月・10

月の 3回にわたり開催を予定しています。 

 

■ONLY FREE PAPER（オンリーフリーペーパー）（http://onlyfreepaper.com/） 
ONLY FREE PAPERは、これまでカフェや本屋・アパレルショップの一角にポツンと置かれていたフリーペー
パーの作り手と読者をつなげる「場所」を提供しています。「モノを売らない実店舗」という全く新しい業態を通
じて、紙メディアの可能性と、それらをフリーで展開していくことの可能性を探求し、デジタルとは違った、実
際に皆様が手に取ることが出来る「紙」の文化の素晴らしさを伝え続けていきたいと考えています。 

 

■カラフルラブ（https://www.facebook.com/asobi.love） 
子ども顔負けに遊ぶアーティスト集団。窓に描ける「キットパス」というクレヨンを使って、商店街の窓をキャン
バスにアートを描き、往来している方々にもクレヨンを手渡して一緒に遊ぶ、一般参加型のコミュニティアート
活動を主催。より多くの人たちに表現する楽しさを体験してもらうため、好奇心の赴くまま創造的に遊ぶ体験
づくりを目的としています。 

名前：ぽぅ 

年齢：5歳 

性別：男の子 

家族：父（ぽぅる）、母（ぽぅら）、妹（ぴぃ・3歳） 

性格：食べるの大好き！トレードマークは青いオーバーオール。まんパクで
たくさんのお友達に会えることを楽しみにしている。 

http://onlyfreepaper.com/
https://www.facebook.com/asobi.love

