
  

＜Press Release＞              2015年 7月 28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 2015」 
ルミネ新宿・ルミネエスト新宿・ルミネ有楽町など計 11館で開催 

2015年 8 月 3日（月）～8 月 23日（日） 

 

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、“夏に知る、日本のいいもの”を紹

介する『KOKO LUMINE WEEK 2015』を 2015年 8月 3日（月）～8月 23日（日）の期間、ルミネ計 11館

と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）。 
 

ルミネ新宿では、ルミネ 1屋上「RoofTop Beer Garden. 東京小空」とタイアッ

プして、「TOKYO ISLANDS深海のビアガーデン」を 8月 3日（月）～16日（日）

の期間限定でオープン。噴射したミストがブルーにライトアップされた、まるで

深海にいるようなロマンチックな空間が登場します。加えて、大画面で映し出さ

れる島の大自然。そして、東京の島々の特産品を使った特別メニューの数々。

東京の秘境の島々の自然や文化がルミネ新宿の屋上で体験できます。 

 

ルミネエスト新宿では、「祭り」をテーマとしたココルミネオリジナルショップが

8月 6日（木）～23日（日）の期間限定で登場。日本の様々な産地・地域から、

各地のおすすめ商品を集めました。夏らしい雑貨や食品が揃っています。 

 

その他、各館でとっておきの日本のいいものを販売するほか、さまざまなイベン

トも開催します。ルミネ有楽町では、和紙を使ったワークショップ、ルミネ池袋

では、日本のカワイイものを再発見するイベントを行うなど、日本のものづくり

のすばらしさを多様な角度で紹介します。 
 

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 2015』特設 WEBサイト 

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

 

 

 開催概要： 

「KOKO LUMINE WEEK 2015」（ココルミネ ウィーク 2015） 
 
 開催期間： 

2015年 8月 3日（月）～8月 23日（日）  

※一部、開催期間が異なる企画もございます 
 

 実施店舗： 

ルミネ大宮、ルミネ北千住、ルミネ池袋、ルミネ有楽町、ルミネ新宿、ルミネエスト新宿、ルミネ立川、ル

ミネ横浜、ルミネ町田、ルミネ荻窪、大船ルミネウィング （計 11 館）、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、“夏に知る、日本のいいもの”を各館にてご紹介します。 

 

 

メインビジュアル 

企画概要 

 

「TOKYO ISLANDS 深海のビア

ガーデン」イメージ 

「ココルミネ祭 in 新宿～

SOUVENIR SHOP～」ロゴ 



 
 

ルミネ新宿          
 

■TOKYO ISLANDS深海のビアガーデン 
 開催期間： 

2015年 8月 3日（月）～2015年 8月 16日（日） 

 開催場所： 

ルミネ新宿 ルミネ 1 屋上 「RoofTop Beer Garden. 東京小空」 

 企画内容： 

東京の秘境の島々がルミネ新宿の屋上に登場！噴射したミストがブルーにライトアップされた、まるで

深海にいるようなロマンチックな空間に加え、大画面には島の大自然が映し出され、ルミネ新宿の屋

上にいながら、東京の秘境の島々の自然や文化が体験できます。さらに小笠原や伊豆の島々の魚介

や地野菜、フルーツなどの島の特産品を使った期間限定の特別メニューもご提供します。また、8 月 3

日・7日・11日・14日・16日の 5日間は TOKYO ISLANDS SPECIAL DAY として、豪華景品が当たる

抽選会や島ゆかりのミュージシャンによるライブステージも開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Special 企画一覧 

「TOKYO ISLANDS深海のビアガーデン」特別メニュー 

＜フードメニュー＞ 

～小笠原・伊豆諸島で採れる魚介～ 

・小笠原産カジキマグロのロースト タコススタイル 島オクラのサルサソース＆チポトレタルタルソース 
 

～小笠原・伊豆諸島のお野菜～ 

・地野菜を使ったキーマカレー 

・硫黄島とうがらしとキュウリのパクチーマリネ 

・青パパイヤとツナのサラダ 
 

～伊豆大島の青とうがらし味噌～ 

・湘南野菜と青とうがらし味噌のディップソース バーニャカウダ 
 

～小笠原のパッションフルーツ・マンゴー・ドラゴンフルーツ～ 

・小笠原産フルーツのぺルノー酒マリネ かき氷にバニラジェラートをのせて 

※フルーツは時期により内容が変更となる可能性がございます。 
 

＜ドリンク＞ 

小笠原産ラムのモヒート、小笠原産パッションリキュールカクテル（パッション＆オレンジ）、 

青酎青宝 芋、青ちゅう 麦  

「TOKYO ISLANDS SPECIAL DAY」 

東京から伊豆諸島や小笠原・父島に行ける乗船券や大島のホテル宿泊券などが当たる豪華抽選会や

島ゆかりのアーティストによるライブステージを開催します。 
 

＜開催日＞ 

2015年 8月 3日（月）・7日（金）・11日（火）・14日（金）・16日（日） 
 

＜豪華景品＞ 

・東京から伊豆諸島行き 2等和室ペア往復乗船券＆トランプ 

・東京から小笠原・父島行き 2等ペア乗船券 

・大島温泉ホテルペア宿泊券・東海汽船オリジナルグッズ・東京諸島の物産品、その他 
 

 

※抽選会等の内容は変更・中止となる場合がございますので、ご了承ください。 



ルミネエスト新宿 

 

■ココルミネ祭 in新宿～SOUVENIR SHOP～ 
 開催期間： 

2015年 8月 6日（木）～2015年 8月 23日（日） ※8月 17日（月）ルミネエスト新宿休館日は除く 

 開催場所： 

ルミネエスト JR新宿駅 中央東口改札券売機横 

 企画内容： 

「祭り」をテーマに、ココルミネオリジナルショップを期間限定オープン。日本の様々な産地・地域から

厳選した夏らしい「日本のいいもの」を販売します。「津軽びいどろ」や「注染てぬぐい」など、作り手の

想いが詰まったアイテムが大集合。帰省のお土産や大切な人へのプレゼントなど、ここにしかない出

会いがきっと見つかります。 

 注目のアイテム： 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真はイメージです。実際の取扱いと異なることがあります。 
 

iLUMINE 

 

■ココルミネ祭 in新宿～SOUVENIR SHOP～ 
 開催期間： 

2015年 8月 3日（月）～2015年 9月 14日（月） 

 開催 URL： 

https://i.lumine.jp/contents/1508_kokoweek 

 企画内容： 

熟練の職人達が焙煎した香り高いピーナッツバターや、高度な織物技術による吸水性抜群のタオル

などルミネエストの催事商品から iLUMINEが独自にセレクトし、期間限定で販売します。 

 
 

ルミネ有楽町 
 
■江戸の夏体験 「竺仙」「小津和紙」 
～江戸時代より続く日本橋エリアの老舗が期間限定でオープン！～ 
（1）「竺仙」 

 開催期間： 

2015年 8月 7日（金）～2015年 8月 9日（日） 

 開催場所： 

ルミネ 1・1F メゾンドフルール前 

 企画内容： 

「竺仙」の創業は天保 13 年（1842 年）。当時無地や絞りが主流だった浴衣

に初めて柄を染めたと言われ、江戸土産として広まりました。現在も変わら

ず、昔ながらの伝統技法で商品を作っています。今回はその伝統技法で

染め上げた色とりどりの手ぬぐいや風呂敷を販売します。 

 

WATALIS「着物地雑貨」 
着物地から作られる 1点物。 
800円（税抜）～ 

津軽びいどろ「盃」 
四季を感じるカラフルさが魅力。 
1,000円（税抜） 

にしき食品「レトルトカレー」 
メイド・イン・ジャパンの 

インドカレーに注目。 
252円（税抜）～ 

zucu「注染てぬぐい」 
伝統工芸「注染」の手仕事の逸品。 

800円（税抜）～ 

https://i.lumine.jp/contents/1508_kokoweek


（2）「小津和紙」 

 開催期間： 

2015年 8月 19日（水）～2015年 8月 23日（日） 

 開催場所： 

ルミネ 1・1F メゾンドフルール前、ルミネパサージュ 

 企画内容： 

「小津和紙」は江戸時代より 360 年、日本橋で和紙専門店として現在も支持さ

れています。今回は友禅紙や和小物を販売します。期間中、手漉和紙の製造

工程を映像で楽しんでいただけるコーナーや、昨年ユネスコの無形文化遺産に

登録された和紙をご覧頂けるコーナーもございます。 

 

 ワークショップ： 

①「紋切り遊び～豆うちわカード作り」 

開催日時： 

2015年 8月 22日（土） 14:00～、16:00～ ※各回先着 15名様 

 

②「和紙の染付体験～ユネスコ無形文化遺産の和紙を使って」 

開催日時： 

2015年 8月 23日（日）  14:00～、16:00～ ※各回先着 15名 

 
 

ルミネ池袋 
  
■LUMINE IKEBUKURO KAWAii NIPPON 2015 
8月 3日（月）～8月 23日（日）の期間中、全 36ショップで“made in japan”のポッ

プアップショップを展開するほか、8 月 15 日（土）・16 日の 2 日間は、“日本のカ

ワイイ”をテーマとしたワークショップ、東京よさこいの演舞やアイスキャンデーの

プレゼントなど様々なイベントを開催します。 

 

(1)MADE IN JAPAN POP UP SHOP 

 開催期間： 

2015年 8月 3日（月）～2015年 8月 23日（日） 

 開催場所： 

ルミネ池袋 各ショップ内 

 企画内容： 

ルミネ池袋の 36 ショップで“made in japan”の商品が大集合！

各ショップの店頭で“本物の良さ”を実感いただけるほか、

「KAWAii」テーブルの装飾にも注目です。 

 

(2)LUMINE IKEBUKURO KAWAii NIPPON 2015 イベント 

 開催期間： 

2015年 8月 15日（土）・16日（日） 12:00～17:00 

 開催場所： 

ルミネ池袋 B1 正面入口前 

 企画内容： 

観て、食べて、体験して、日本のカワイイものを再発見できる企画を多数ご用意。 

 

①「観る」を通じて日本の良さを実感 

 カラフルでカワイイ風鈴トンネルが登場 

 池袋「なな丸隊」による力強い東京よさこい演舞 

 

 

 

 



②「食べる」を通じて日本の良さを実感 

 大阪名物！北極のアイスキャンデーをルミネ池袋カワイイニッポンオ

リジナルパッケージでプレゼント ※各ワークショップご参加の方限定 

 

 「レトロガール」ルミネ池袋店（㈱エムズ）協賛、福島県石川町「大野農

園」×TEA trico の果実の美味しさがぎゅっと詰まったフルーツティー

（50g）をプレゼント  ※「貴和製作所」「LIVE HANGA SHOP」

「WOODPRO」のワークショップ参加の先着 100名様限定 

 

③「体験する」を通じて日本の良さを実感 

 日本郵便株式会社「かもめーる」×ルミネ池袋による、大切な人へ送る世界に一つしかないハガキ

作り 

※参加費：無料 

 

 「貴和製作所」による国産アコヤ真珠を使ったアクセサリー作り 

※参加費：1,300円～（税込） 

 

 

 

 ライブスクリーンプリントチーム「LIVE HANGA SHOP（ライブ ハンガ ショップ）」による

オリジナルポーチ作り 

※参加費：500円～2,000円（税込） 

 

 

 

 足場板古材を使ってつくるサインボード＆メッセージボード作り by WOODPRO 

※参加費：500円～2,000円（税込） 

 

 

 

 

ルミネ横浜 
 
■KOKOLUMINE WORKSHOP by 横浜ファッションデザイン専門学校 
 開催期間： 

2015年 8月 21日（金）・22日（土）・28日（金）・29日（土） 16：00～20:00 

 開催場所： 

ルミネ横浜 1F 吹き抜けスペース 

 企画内容： 

横浜ファッションデザイン専門学校が浴衣に似合うイヤーアクセサリー

作りのワークショップを開催します。 

 

 

■鈴廣かまぼこ POP UP SHOP 
 開催期間： 

2015年 8月 6日（木）〜8月 22日（土） 10：00～21:00 

※8月 17日（月）は休館日となります 

 開催場所： 

ルミネ横浜 B2催事スペース 

 企画内容： 

素材と技術にこだわった地元・神奈川 小田原の名産 鈴廣かまぼこを

期間限定で販売。ルミネ横浜店限定かまぼこもご用意しております。 

 
 
 



ルミネ北千住 
 
■日本の伝統組紐でブレスレットづくり 

 開催日時： 

2015年 8月 22日（土）・23日（日） 11:00～17:00 

 開催場所： 

ルミネ北千住 6F イベントスペース 

 企画内容： 

明治 9年創業の老舗である、浅草・桐生堂の組紐を使って、オリジナルの 

ブレスレットをお作り頂けます。 

 
 

ルミネ町田 
 
■蝶ネクタイ・コサージュワークショップ 
 開催日時： 

2015年 8月 13日（木）～2015年 8月 16日（日） 各日 11:00～18:00 

 開催場所： 

ルミネ町田 2F エントランス 

 企画内容： 

日本の伝統的な生地の端切れを使った蝶ネクタイ・コサージュづくりの

ワークショップと、蝶ネクタイの販売を行います。 

 
 

ルミネ立川 
 
■KOKO LUIMINE×TOKYO UCHIWA 
 開催期間： 

2015年 8月 4日（火）～2015年 8月 9日（日） 

 開催場所： 

ルミネ立川 2F 西側エントランス前特設ブース 

 企画内容： 

東京（江戸）に由来する房州うちわを通じて日本のものづくりを世界に 

発信する「TOKYO UCHIWA（トーキョー ウチワ）」が期間限定ショップとし

て登場。カジュアルに親しみやすく、そして大人の上品さをもった、職人

手作りの 1 点物のうちわをご提案します。ブースでは、日本産の竹にこだ

わって作られるうちわが出来るまでの作業工程も展示にてご紹介します。

丁寧なものづくりのこだわりをお楽しみください。 

 
 

ルミネ大宮 
 
■KOKO LUMINE×BEAMS 
 開催期間： 

2015年 8月 7日（金）～2015年 8月 16日（日） 

 開催場所： 

ルミネ大宮 ルミネ 2 2F 「ローズバッド」脇特設会場 

 企画内容： 

人気セレクトショップ「BEAMS（ビームス）」とルミネ大宮によるコラボ企画。

『栃木レザー』で有名なバッグブランド「SLOW（スロー）」のポップアップショッ

プを展開します。ものづくりの背景を学びながら、おしゃれな「日本のいいも

の」に触れられる特別な 10日間をご提供します。 

 
 
 
 
 
 



ルミネ荻窪 
 
■涼綿催事 
 開催期間： 

2015年 8月 3日（月）～2015年 8月 23日（日） 

 開催場所： 

ルミネ荻窪 1F 「銀座甘楽」前 

 企画内容： 

日本の夏を快適に過ごすため、エアコンのない時代から愛されてきた楊

柳（ようりゅう）という素材を用いた、着心地抜群のステテコ・甚平を販売します。 

 

■KUTANI SEAL ワークショップ 
 開催期間： 

2015年 8月 8日（土）・8月 9日（日） 

 開催場所： 

ルミネ荻窪 5F 中央イベントスペース 

 企画内容： 

九谷焼窯元・上出長右衛門窯と日本のものづくりをプロデュースする『丸

若屋』が立ち上げたワークショップブランド「KUTANI SEAL（クタニ シー

ル）」。九谷焼の転写技術により、シールで絵付けを体験できるワークショ

ップを開催します。 

 

大船ルミネウィング 
 

■ここに鎌倉 KOKO LUMINE 
 開催期間： 

2015年 8月 7日（金）～2015年 8月 9日（日） 

 開催場所： 

大船ルミネウィング 3F正面入口 

 企画内容： 

鎌倉の地域資源を生かした商品など、独自性とこだわりがつま

った様々な商品を鎌倉在住の出展者が自ら販売します。 
 
 

 

 
「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 

「アイスキャンデー」 
186円（税抜） 
「ジェラート」 
371円（税抜） 


