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＜Press Release＞               2016年 4月 21日 

「LUMINE FASHION CARNIVAL ～SAKIDORI Summer～」第 2 弾 

夏を“サキドリ”する企画をルミネ各館で実施 
屋上シネマ&ライブラリーが登場する“天空の海の家”や 
ハワイ空間が出現する“Hawaii week”の詳細が決定 

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）は、夏のトレンドアイテムやイベン

トをサキドリで提案する「LUMINE FASHION CARNIVAL ～SAKIDORI Summer～」情報の第 2弾として、

ルミネ新宿の屋上に登場する「SAKIDORI Sky Beach」のフードおよびイベント情報の詳細、各館オリジナル企

画を発表します。 

「SAKIDORI Sky Beach」（ルミネ新宿）にて、プレオープン

するビアガーデン「SAKIDORI Sky Beach with 東京小空」では、

「シーフードブロシェット」といったシーフードを使ったメニューや、ケイジャン

チキンなど夏をサキドリできるメニューや限定クラフトビールなどのドリンク

を堪能いただけます。また日中はブックディレクターの幅允孝さんが“夏

の海を脳内で愉しむ本”をセレクトした「Sky Beach Library」が登場。

さらに夜には、「Sky Beach Cinema」と称し、昨年10,000名以上

を動員した屋上シネマイベントを実施します。「50 回目のファースト・キ

ス」、「マイ・インターン」「それでも恋するバルセロナ」など、ルミネ新宿お

すすめの夏に見たくなる映画を毎日上映します。  

ルミネ横浜では、夏をサキドリするイベントや企画が満載の「Hawaii  

week」 を開催します。期間中には、ファッション＆ビーチライフスタイル

マガジン 『 Shore 』 と コ ラ ボ レーシ ョ ン し 、 「 Shore× LUMINE 

YOKOHAMA 夏サキドリ COCO des Hawaii」を屋上で実施。期

間限定でファーマーズマーケットが出現し、ハワイアン料理・軽食・ドリン

クや、ビーチスタイルに欠かせない雑貨やハンドメイドアクセサリーなどを

販売します。 

ルミネ北千住では、「FRIDAY NIGHT EVENT」を実施。プロのメ

イクアップアーティストによる “夏ヘア”のアレンジ講座や、ジュエリーデザ

イナーが教えるオリジナルピアスのワークショップなど、ファッションをもっと

楽しむための素敵な時間をお届けします。 

ルミネ立川では、イラストレーター・河野愛さんとのコラボ企画「ルミネ立川×大人のぬり絵」

を5月18日（水）まで開催します。河野さんの作品が展示されるコラボカフェのほか、河野

さんご本人が登場し、“大人のぬり絵”を体験できるワークショップを実施します。さらに、お気

に入りのコーディネートに投票すると豪華景品が当たるコーディネートコンテストや、選りすぐり

のアイテムがラインナップされる期間限定ブースも展開します。 

 

 

ルミネ新宿 「SAKIDORI Sky Beach with 東京小空」   
ルミネ新宿の屋上に登場する、誰よりも早く夏気分を満喫できる“天空の海の家”「SAKIDORI Sky Beach」で

は、毎年好評のルーフトップビアガーデン「東京小空」とコラボした「SAKIDORI Sky Beach with 東京小空」が

オープン。クラフトビールやシーフードを堪能しながら、お昼は開放的な空間でブックディレクターの幅允孝さんセレク

トの本やワークショップをお楽しみいただけ、夜はルミネ新宿おすすめの夏に見たくなる名作映画をご覧いただけます。

また、トリックアートで海を再現。まるで海辺にいるような写真が撮影できるフォトスポットもお楽しみいただけます。 

 

各館のオリジナル企画（一部） 

 

<↑「東京小空」フードメニュー（イメージ）↓> 

 

<「夏サキドリ COCO des Hawaii」 

メインビジュアル> 

 



<提供フードメニュー（イメージ）＞ 

 

【営業日時】 

2016年 4月 29日（金・祝）～5月 8日（日） 

12：00～22：00（LO 21：30） 

※イベント内容により終了時間が前後することがあります 

※イベントの混雑状況によっては、入場制限となる場合があります 

※雨天・荒天の場合は、営業を中止する場合があります 

【場所】 

ルミネ新宿 ルミネ 1 屋上 

【メニュー内容】 

・商品引き換えチケット 3枚 1,500円（税込） 

チケット 1枚につき、下記のメニュー1品と引き換え可能です。 

※一部チケットが 2枚必要なメニューもございます 

＜フードメニュー＞ 

・シーフードとグレープフルーツ、香味野菜のセビーチェ風サラダ 

・ケイジャンナッツ & ポップコーン 

・フライドチキン～スイートチリマヨネーズ～ ＆ フライドポテト 

・オリジナル黒七味ソーセージ 

・フィッシュフリッターのタコス ライム風味のタルタル                       

・小空オリジナル・シーフードカレー 

・デザート（マフィンジェラートのサンデー） 

・シーフードブロシェット（17：00～、チケットが 2枚必要です） 

＜ドリンクメニュー＞ 

・生ビール（キリン） 

・限定クラフトビール（コエドビール、ヤッホーブルーイングなど） 

・スパーリングワイン 

・シードル 

・サングリア（赤） 

・自家製レモネード（ノンアルコール） 

・カクテル各種 

・ソフトドリンク各種 

■デイタイム 
「SAKIDORI Sky Beach」のデイタイムは、ブックディレクターの幅允孝さんがセレクトした本を楽しめる「Sky 

Beach Library」や、レザーアイテムなどを作れるワークショップ、JTB がハワイでのとっておきの過ごし方を提案する

講座など様々なイベントを実施します。 

①Sky Beach Library 

ブックディレクターの幅允孝さんが”夏の海を脳内で愉しむ本“をセレクト。写真集

や短めの小説、絵本やマンガ、かき氷本など多種多様な本を集めた、夏の本棚が

登場します。 

【開催期間】 

4月 29日（金・祝）～5月 8日（日）  

【入場】 

無料 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

【幅允孝さんプロフィール】 

1976年愛知県津島市生まれ。有限会社 BACH（バッハ）代表。ブックディレクター。未知なる本を手にし 

てもらう機会をつくるため、本屋と異業種を結びつけたり、病院や企業ライブラリーの制作をしている。代表的な 

場所として、国立新美術館『SOUVENIR FROM TOKYO』や『Brooklyn Parlor』、伊勢丹新宿店 

『ビューティアポセカリー』、『CIBONE』、『la kagu』など。その活動範囲は本の居場所と共に多岐にわたり、 

編集、執筆も手掛けている。著書に『本なんて読まなくたっていいのだけれど、』、『幅書店の 88冊』、 

『つかう本』。『本の声を聴け ブックディレクター幅允孝の仕事』（著・高瀬毅／文藝春秋）も刊行中。 

愛知県立芸術大学非常勤講師。www.bach-inc.com 

<「SAKIDORI Sky Beach」イメージ＞ 

※海はシートで再現しております 

<提供デザートメニュー（イメージ）＞ 

 

<「Sky Beach Library」（イメージ）＞ 
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②SAKIDORI WORK SHOP 

ルミネ新宿のショップによる、夏をサキドリできるワークショップを実施します。 

■5月 1日（日）：「シェルボトルのワークショップ」（ルミネ 1 1F フルラージュ アン） 

貝殻・ドライフラワー・LED ライトを組み合わせて作る、人気のシェルボトルを作るワークショップです。  

■5月 3日（火・祝）：「JTB がハワイへナビゲート」（ルミネ 1 6F JTB海外旅行専門店） 

4月 15日（金）にオープンした JTBのハワイ講座。初めての方へも、ハワイが大好きな方へも、とっておきの過ご

し方をお教えします。 

■5月7日（土）：「FLANGE –フランジ- 『プライウッドで作るミニスツール』」（ルミネ 1 6F ブリック&モルタル） 

電動ドライバーやノコギリなどを体験しながらアウトドアシーズンにも活躍する本格的なミニスツールを作成します。 

■5月8日（日）：「.URUKUST –ウルクスト- 『レザーアイテムをつくろう』」（ルミネ1 6F ブリック&モルタル） 

お好きなキットを選んでトラベル時にも重宝するカードケースやキーホルダーを作成します。刻印や糸の色でアレン

ジも可能です 

※ワークショップの詳細は、ルミネ新宿ホームページをご覧いただくか、もしくは各ショップにお問い合わせ下さい 

③「ＮＥＸＴＷＥＥＫＥＮＤ」コラボレーション“週末野心を叶える 2日間” 

ルミネ新宿と体験型マガジン「ＮＥＸＴＷＥＥＫＥＮＤ」がコラボし、「SAKIDORI Sky Beach」のオープンと

「ＮＥＸＴＷＥＥＫＥＮＤ 2016Spring&Summer」の雑誌の発売をお祝いするスペシャルイベントを開催

します。 

■4月 29日（金・祝）： 

●ワークショップ「貝殻リースづくり」  
・時間：  12：00～14：00 / 15：30～17：30 
・定員：  各回 20名さま限定 
・参加費： 3,500円（税込） 

●「ＮＥＸＴＷＥＥＫＥＮＤ代表 村上萌によるトークショー『この夏を楽しみつくす作戦会議』」 
・時間：   18：30～ 
・参加費： 無料 
※ご予約は不要。どなたでもご覧いただけます 

■4月 30日（土）： 

●ワークショップ「サマーバスケットづくり」 
・時間：  12：00～14：00 / 15：30～17：30 
・定員：  各回 20名さま限定 
・参加費： 3,500円（税込） 

※ワークショップのご予約は「ＮＥＸＴＷＥＥＫＥＮＤ」ホームページにて実施しております 

■ナイトタイム 
Sky Beach Cinema 

「SAKIDORI Sky Beach」のナイトタイムは、昨年大好評のシネマイベントを実施。クラフトビールやシーフードを

片手に、心地よい風を感じながら、名作映画をご堪能いただけます。初日の4月30日（土）には、「ＮＥＸＴ

ＷＥＥＫＥＮＤ」代表・村上萌さんセレクトの映画「50回目のファースト・キス」を上映します。 

【開催期間】 

4月 30日（土）～5月 8日（日） 18：15以降 ※上映時間は日によって変動します 

【入場】 

無料 

映画鑑賞エリアへの優先入場券を、15時よりルミネ 1 7F「華菜樓」横の階段上にて、配布します。 

※なくなり次第終了  ※入場券の配布はお 1人さま 1枚 

【上映スケジュール】 

・4月 30日（土） 

「50回目のファースト・キス」（19：00～） 

・5月 1日（日） 

「アニー」（18：15～） 

「ビッグフィッシュ」（20：30～） 

 



・5月 2日（月） 

「フォレストガンプ／一期一会」（19：00～） 

・5月 3日（火・祝） 

「マイ・インターン」（18：15～） 

「アバウト・タイム ～愛おしい時間について～」（20：30～） 

・5月 4日（水・祝） 

「ヘアスプレー」（18：15～） 

「ダージリン急行」（20：30～） 

・5月 5日（木・祝） 

「幸せになるための 27 のドレス」（18：15～） 

「それでも恋するバルセロナ」（20：30～） 

・5月 6日（金） 

「華麗なるギャツビー」（19：00～） 

・5月 7日（土） 

「ブルーハワイ」（18：15～） 

「とらわれて夏」（20：30～） 

・5月 8日（日） 

「旅するジーンズと 16歳の夏」（18：15～） 

「ドリームガールズ」（20：30～） 

ルミネ横浜「Shore×LUMINE YOKOHAMA 夏サキドリ COCO des Hawaii」   

ルミネ横浜では、夏をサキドリするイベントや企画が満載の「Hawaii week」を 2016年 4

月 29日（金・祝）～5月 18日（水）に開催します。期間中には、ファッション＆ビーチ

ライフスタイルマガジン『Shore』とコラボレーションし、「Shore×LUMINE YOKOHAMA 

夏サキドリ COCO des Hawaii」を屋上で実施。期間限定でファーマーズマーケットが出

現し、ハワイアン料理・軽食・ドリンクや、ビーチスタイルに欠かせない雑貨やハンドメイドアク

セサリーなどを販売します。ハワイアンミュージックが流れる中、気持ちのいいモーニングヨガや

ワークショップも開催されます。夜はライトアップもされて癒しのハワイ空間が。GWはルミネ横

浜で“ハワイ”の空間を存分にお楽しみください！ 
 
～Shore×LUMINE YOKOHAMA 夏サキドリ COCO des Hawaii～ 
【開催期間】 

2016年 4月 29日（金・祝）～5月 8日（日）10:00～19:00 

【場所】 

ルミネ横浜 屋上庭園ルミネトソラ 

■ファーマーズマーケット 
ハワイのグルメや雑貨をはじめ、かわいいドリンクなどのブースが立ち並ぶ「ファーマーズマーケット」が登場します。名

古屋の「SUNDAY MARKET」で最も人気なインスタグラマー「＠alohaaasmaile」や「＠808store」の商品を

筆頭に、ハンドメイドアクセサリーや皮小物などの雑貨を販売。さらに、芸能人御用達のサンダルブランド

「SALACS」によるオリジナルサンダルを始め、ピアスや石鹸、キャンドルなどを制作するワークショップも実施します。 

＜飲食ブース＞ 

①ブルーウォーターシュリンプ（11:00～19:00） 

ガーリックシュリンプ、マラサダ、ハワイアンドリンクを販売。 

②Shore’s Cafe 

ロコモコ、アサイーボール、可愛いドリンクを販売。 

また、ALOHA のロゴがかわいい、手作りスムージーやフルーツドリンクなどをお気軽にお

楽しみいただけるフィルター付ドリンクボトルの「ALOHA bottle」も毎日 100 名様に限

定で販売します。 

※商品は予告なく、変更・販売中止になる場合があります 
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<「ALOHA bottle」＞ 

※中身は写真と異なります。 

 



＜ワ―クショップ＞ 

ルミネ横浜内のショップや『Shore』 セレクトの専門店などがワークショップを開講します。 

①ルミネ横浜 6F貴和製作所 

日時：5月 1日（日）、4日（水・祝）、7日（土） 13：00～17：00 

参加費：1,500円（税込） 

所要時間：30分程度 

②Studio Sou 

ビーチをテーマにしたキャンドルや石鹸制作のワークショップ。お子さまもお楽しみいただけます。 

日時：5月 3日（火・祝）、4日（水・祝） 12：00～18：00 

＜1＞Hawaii プルメリアキャンドル作り体験 

参加費：1,500円（税込） 

所要時間：30分程度 

＜2＞Hawaii フラワー＆シェル石けん体験 

参加費：1,500円（税込） 

所要時間：30分程度 

※材料がなくなり次第終了 

③SALACS 

芸能人御用達！！好きな色のデッキ、トング(鼻緒)を選んで、簡単にオリジナルのビーチサンダルが作れるワーク

ショップ。ビーチ好きな皆さんをお待ちしております。 

日時：4月29日（金・祝）、30日（土）、5月1日（日）、3日（火・祝）、4日（水・祝）5日（木・

祝）、7日（土）、8日（日） 12：00～18：00 

参加費：つぶつぶデッキ 2,000円（税込）、フラットデッキ 1,500円（税込） 

所要時間：30分程度 

※材料がなくなり次第終了 

④SoaLa  

簡単石鹸作りのワークショップ。ココナッツオイルやオリーブオイルなどを使い、本格的なコールドプレス石けん作りを

体験できます。 

日時：4月 30日（土）、5月 1日（日） 12：00～18：00 

参加費：1,500円（税込） 

定員数：1回につき 4人（1日最大 20名） 

所要時間：1時間 

⑤BECKY CANDLE 

ビーチをテーマにしたキャンドル制作のワークショップ。 

日時：4月 29日（金・祝）、5月 5日（木・祝） 12：00～18：00 

＜1＞5分で出来るアロマキャンドル体験 

参加費：1,200円（税込） 

所要時間：5分程度 

＜2＞夏をサキドリ！10分で出来るゼリーキャンドル体験 

参加費：1,000円（税込） 

所要時間：10分程度 

※材料がなくなり次第終了 

⑥faro terrace 

「海」を感じる Sea キューブキャンドルやジェルキャンドルを楽しく制作。 

日時：5月 7日（土）・5月 8日（日） 12:00～18：00 

＜1＞Sea キューブキャンドル 

参加費：1,000円（税込） 

所要時間：30分～1時間程度 

＜2＞Summerジェルキャンドル 

参加費：1,000円（税込） 

所要時間：30分～1時間程度 

＜3＞Sea ジェルキャンドル 

参加費：1,500円（税込） 

所要時間：30分～1時間程度 

※材料がなくなり次第終了 



⑦ルミネ横浜 B2 ローズバッド 「Teva」サンダル DIY ワークショップ 

「Teva」スポーツサンダルを自分好みにカスタマイズ！ 

日時：5月 3日（火・祝） 11:00～17：30 

場所：B2 ローズバッド店内 

参加費：無料 

所要時間：75分程度 

■モーニングヨガ 
期間中、芝生広場にて「ROXY」と『Shore』プレゼンツのモーニングヨガを実施します。ご予約などの詳細は雑誌

『Shore』公式ホームページをご確認下さい。（http://shore.co.jp/cocodeshawaii/） 

【開催日時】 

4月 29日（金・祝）（『Shore』プレゼンツ）、5月 1日（日・祝）～6日（金）（「ROXY」 プレゼンツ） 

10：30～11：30（10：00受付開始） 

■フォトスポット 
ハワイアンなフォトスポットが屋上の各所に登場します。「＃ココデハワイ」というハッシュタグをつけて、Instagramや

Twitterなどにフォトジェニックな写真を沢山アップしてみてください。 

■空間プロデュース 
雑誌「Shore」の全面協力により実現。空間デザイン・ディレクションは、広告・ミュージシャンなどの衣装を手掛け

るスタイリストであり、イメージディレクションやライター業でも精力的に活動中の柏木作夢と、セレクトショップディレク

ターの経験をもち現在はヴィジュアルコンサルやコラム執筆など行うライフスタイルプランナーの長屋なぎさが担当。フ

ォトジェニックな空間が広がります。 

ルミネ館内各ショップでもリゾートに関連するフェアを開催！ 
ＰＬＡＺＡ（B2）：ハワイ・ノースショアのサンセットビーチで大人気の「TED’S Bakery」ハウピアパイを期間限

定で販売します。さらに、新商品アサイーチーズパイも初登場！夏にぴったりのスイーツを是非お楽しみください。 

フルラージュ アン（B1）：ハワイの象徴プルメリアの造花がはいったBOXアレンジメントを店舗限定で販売します。 

トゥモローランド（1F）：「BEACH SIDE ROUNGE」をテーマにサングラスと共にリゾートに連れて行きたくなるア

イテムを数多く取り揃えております。 

三愛水着楽園(3F・4F)：4F にも期間限定で登場！この夏のオススメ水着をご提案します。 

ラウレア（4F）：同じく4Fに期間限定で登場！インポートビキニを中心に、世界中から旬なビーチアイテムを集めています。 

ドクターボディ（9F）：通常ハワイワイキキ店限定でのみ取扱いのある大人気の「ブルーセルデルジェル」と

「LOMIデトミー茶」のスペシャルセットを限定 15個販売します。 

ルミネ北千住「ＦＲＩＤＡＹ ＮＩＧＨＴ ＥＶＥＮＴ」   

プロのメイクアップアーティストが講師の“夏ヘア”のアレンジ講座や、ジュエリーデザイナーによるオリジナルピアスを作

るワークショップなど、ファッションをもっと楽しむためのルミネカード会員さま限定イベントを金曜日の夜に実施します。 

【開催日時】 

4月 22日（金）、5月 13日（金） 

各日 18：30～19：30 

【場所】 

ルミネ北千住 9F ルミネスクエア 

【参加方法】 

ルミネカード会員さま限定。要事前予約。 

3F インフォメーション（受付時間 10:00～20:30）、またはお客さま電話相談室 

（TEL：0120-639-005 受付時間 10:00～18:00）での事前予約必須。 

※事前予約数が募集人数に達しなかった場合は、当日参加可 

【参加費】 

無料 

4月 22日（金） 

■「ひと足先に夏を先取り！周りと差をつける夏ヘア 小物でヘアスタイルアレンジ」 

講師：おおくさ みつこ氏（ヘア＆メイクアップアーティスト）  

内容：“夏ヘア”をサキドリする、簡単ヘアスタイルアレンジ講座。難しそうだけど誰でも簡 

<「ワークショップ」イメージ> 

 

http://shore.co.jp/cocodeshawaii/


単にできるヘアアレンジをレクチャーいたします。 

定員：30名 

5月 13日（金） 

■「ジュエリーデザイナーに学ぶ コットンパール×ビジューピアスづくり」 

講師：佐藤 悠子氏（ジュエリーデザイナー）  

内容：コットンパールのピアスにビジューピアスを組み合わせたオリジナルのピアスがつくれるワークショップ。ビジューピ

アスは数種類のパーツから好きな色をお選びいただけます。 

定員：35名 

ルミネ立川 

■ルミネ立川×大人のぬりえ 
雑誌、広告、映像、WEB、CD ジャケットなど、幅広いジャンルで活躍中のイラストレーター・河野愛さんとのコラボ

企画「ルミネ立川×大人のぬりえ」を 2016年 5月 18日（水）まで開催中です。 

＜コラボカフェ＞ 

河野さんの作品が展示されるコラボカフェが 4F「J.S. PANCAKE CAFE（ジェイ・エス・パンケーキカフェ)」に登場。

オリジナルメニューを販売し、ご注文いただいたお客さまには河野さんデザインのポストカードをプレゼ 

ントします。また河野愛さんご本人が登場し、大人のぬりえを実践できるワークショップも開催します。 

～河野愛さんご本人登場！大人のぬりえを実践できるワークショップ～ 

【開催日時】 

5月 3日（火・祝）①15：30～、②16：45～ 

【参加条件】 

ルミネのアプリ「ONE LUMINE」の画面提示でご参加いただけます。 

※事前予約の受付はございません。各回いずれも、14:30 より店頭にて整理券を配布いたします 

＜オリジナルコラボ商品＞ 

ルミネ立川店限定！FASHION CARNIVAL をイメージした河野愛さんデザインの 

オリジナルエコバックを、6F「ヴィレッジヴァンガード」にて販売します。 

【価格】500円（税抜）※先着 100個の限定販売、なくなり次第終了 

■コーディネートコンテスト 
お気に入りのコーディネートへの投票で、旅行券 10万円分などの豪華プレゼントが当たる 

「コーディネートコンテスト」を 5月 18日（水）まで開催します。 

【参加方法】 

①物販ショップ（飲食、食品、ビューティ・リラクゼーション、その他サービス除く）での 1 レシー 

ト 5,000円（税込）以上のお買い上げで、応募用紙をお渡しします。 

②投票対象マークのついたファッションショップのコーディネートからお気に入りを 2 つ選び、2F 

インフォメーション横の応募 BOX で投票します。 

■ショップの期間限定ブース 
ルミネ立川のショップによる期間限定ブースが、2F エントランスに登場。選りすぐりのアイテムをお届けします。 

4月 21日（木）～5月 5日（木・祝） 

アダム エ ロペ：Made in Italy にこだわったバッグづくりに定評のあるブランド「ANITA BILARDI」のカラフルバッ

グを展開します。ルミネ立川店だけの限定商品です。 

フリークス ストア：今年もトレンドアイテムとして大注目のスポーツサンダルを幅広くラインナップ。海外セレブ御用

達の wakami のアクセサリーも同時展開します。 

5月 6日（金）～5月 23日（月） 

ビームス：世界的なイラストレーターである花井裕介氏デザインによるコールマンとのコラボアイテムが登場します。 

トゥモローランド：ニットブランド「TRICOT」の定番アイテムのニットTシャツを展開。立川店限定で女性サイズもご用意。  

<ポストカード> 

 

<投票対象マーク> 

 

<オリジナルエコバッグ> 

 


