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＜News Release＞             2016年 12月 13日  

忘年会に新年会、帰省みやげ、お年賀まで 

年末年始のグルメもルミネにおまかせ！ 
ルミネが贈るパーティプランや期間限定アイテム 

 

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）は年末から年始にかけてのご宴席

プランや帰省みやげ、お年賀などのご準備をサポートするキャンペーンや商品を展開いたします。 

楽しい忘年会・新年会におすすめのメニューや、贈られた人を笑顔にするお土産、お正月に欠かせない

食品などをご提案。 何かと人の集まる機会の多い年末年始に向け、魅力的なサービスや商品をご用意し、

皆様のお越しをお待ちしております。 
 

 

 

 
 ルミネ池袋 
 
■ イケレス × ヒトサラ 「イケレス女子会」 

日程： 2017年 1月 31日（火）迄 

場所： ルミネ池袋レストランフロア 「イケレス 8&9」 

ルミネ池袋のレストランフロア「イケレス」と、グルメ・レストランサイト「ヒトサラ」

がコラボして女子会にぴったりな企画をご提案。スペイン料理を多種盛り

合わせた女性に大人気の『スペイン堪能ランチ（アマポーラ）』や、健康・

美容にうれしい『たっぷり野菜のヘルシービュッフェ（はーべすと）』など、

女性に嬉しいスペシャルメニューを各レストランでご用意。また期間中は、

食事シーンを撮影後、「#イケレス女子会」をつけてインスタグラムに投稿

いただいた方の中から抽選で“リムジンクルーズ付き「スペシャル女子会コ

ース」”が当たるキャンペーンも実施中！ 

 

◆ 「イケレス女子会」の詳細はこちらからご覧いただけます。 

http://hitosara.com/areaguide/lumine/2016winter.html 

 

 

 
 ルミネ横浜 
 
■ 忘年会・新年会おすすめメニュー 

日程： 2017年 1月 31日（火）迄 ※実施期間は各店によって異なります。 

場所： ルミネ横浜レストランフロア 

人気の各レストランが、忘年会・新年会のために企画した、お得で 

みんなが盛り上がれるパーティプランを期間限定でご提案。 

 

◆イタリアン 『オッティモシーフードガーデン』（6F） 

  オッティモを食べ尽くす！パーティプラン 5,555円（税抜） 

  お店自慢の料理をふんだんに盛り込んだ宴会プランです。 

  メインディッシュには牛フィレ肉の炭火焼をご用意しております。 

 

楽しいご宴席に！ルミネがご提案するパーティプラン 

「オッティモシーフードガーデン」 

パーティプラン 5,555 円（税抜） 

「アマポーラ」 

スペイン堪能ランチ 1,649 円（税抜） 

 

http://hitosara.com/areaguide/lumine/2016winter.html
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◆ ベーカリーレストラン 『バルバラアターブル』（7F） 

プライベート 忘・新年会プラン 3,500円（税抜） 

お腹いっぱいになるボリューム満点の内容です。 

最後は豪華なデザートプレートで、プライベート忘・新年会を

盛り上げませんか？  

 

◆ 「忘年会・新年会おすすめメニュー」の詳細は 

こちらからご覧いただけます。 

http://www.lumine.ne.jp/yokohama/topics/topics_detail

s.php?article_no=3085 

 
 
 800°DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA （「NEWoMan」 2Fエキソト）  

 
■ 800°DEGREESでプチパーティ 「アニバーサリーセット」 

日程： 2017年 1月 15日（日）迄 

場所： NEWoMan 2F エキソト  

年末年始の楽しいイベントを友人や家族など大切な人と焼きたてのナポリ

ピッツァでお祝い！カジュアルでスタイリッシュな店内でプチパーティ気分

が味わえる豪華セットが期間限定で登場します。 

【アニバーサリーセット】1,800円（税抜） 

じっくり煮込んだジューシーな牛肉と歯応えが楽しい赤キャベツのザワークラウト

の酸味がベストマッチな「牛肉の赤ワイン煮とザワークラウトのピッツァ」とベリー

味のスパークリングドリンクのセットは 1月 15日までの限定スペシャリティです。    

 

【800°DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA とは？】 

本格ナポリピッツァをカジュアルに楽しめるレストランで、シェフ兼創設者のアンソニー・キャロン氏が、アメリカで 2012 年にオ

ープン。ＬＡ1号店であるウエストウッドビレッジ店では 1日平均約 800～1,000枚のピッツァを販売する、急成長ブランドです。

NEWoMan新宿店はその日本 1号店としてオープン。5つのベースピッツァと約 40種類あるトッピングを自由にカスタマイズで

きるというスタイルが注目。１番人気の「マルゲリータ」は、1日約 200枚販売。 

 

◆ 「800°DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA」 URL 

  http://800degreespizza.jp/ 

 

 

 

 

 
ルミネ新宿 

 
■ 「ルミチカ フードデポ」で見つける旬な手みやげ 
場所： ルミネ新宿 ルミネ 1 Ｂ2 食品フロア 

2016 年 11 月にグランドオープンした「ルミチカ フードデポ」から、選んで

楽しい、貰って嬉しい手みやげをご提案いたします。来年の干支「酉」を

モチーフにした可愛らしい和菓子や、カラフルなパッケージが楽しい揚げ

菓子など、帰省みやげやお年賀にぴったりなアイテムをご用意。“関東初

出店”や“新業態”として展開する話題のショップの商品をはじめ、ルミチカ

フードデポが自信を持ってお薦めする、旬なラインナップを取り揃えまし

た。 

 
◆ 「ルミチカ フードデポ」の詳細はこちらからご覧いただけます。 

帰省みやげ、お年賀にぴったりのお菓子、お正月のごちそうが勢揃い！ 

「アニバーサリーセット」 1,800 円（税抜） 

12/1～1/15 期間限定 

「バルバラアターブル」 

プライベート 忘・新年会プラン 3,500 円（税抜） 

 

http://www.lumine.ne.jp/yokohama/topics/topics_details.php?article_no=3085
http://www.lumine.ne.jp/yokohama/topics/topics_details.php?article_no=3085
http://800degreespizza.jp/
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  http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/  
 
 
ルミネ立川 
 

■ 「贅をつくした『食』の市」 ・ 「こだわりお年賀」 
日程： 2016年 12月 26日（月）～31日（土） 
場所： ルミネ立川 B1・1F 食品フロア 

年末年始の特別な時間にふさわしい自慢のおせちや、生鮮逸品をご提

案。「アール・エフ・ワン」によるワインによく合う中華おせちや、「ザ・ガー

デン自由が丘」による京料理店の年越祝膳など、味わい深く彩り豊かなお

せちを多数取り揃えました。また、「魚力」の国産本まぐろや身がしっかりと

詰まった味の良いタラバガニ、「精肉 あづま」の飛騨牛すき焼き肉は、ま

さに自慢の逸品です。 

さらに、来年の干支「酉」をモチーフにしたパッケージや、お正月の風物

詩が描かれた煎餅など、新年最初のご挨拶に最適な、こだわりの銘品を

豊富に取り揃えました。貰った人が思わず笑顔になれるような、お正月な

らではの、色とりどりで楽しいアイテムを展開いたします。 

 

◆ ルミネ立川 ホームページ 

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

  
◆ 年末特別販売として、12/26（月）～12/31（土）の期間中、 2F西側コンコースにて 

日本酒やお飾り、焼き栗など年末年始の食卓を彩る食材や、お正月のアイテムを 

多数取り揃えて販売いたします。  

    

 
 
ルミネ大宮 
 

■ 「ルミネ大宮 ～歳末食市～」 

場所： ルミネ大宮 ルミネ 1  B1・1Ｆ、ルミネ 2・1F 

帰省のお供に、季節のご挨拶に、お土産はルミネ大宮で！家族や仲間

が集まる年末年始にはイマドキおせちや旬食材で！贈られて嬉しい、贈

って嬉しい各ショップ自慢の商品や、脂ののったとろけるマグロやすき焼

き用のお肉など、年末年始に欠かせない生鮮食品もご用意しております。

12/30・31 は、「魚力」、「魚力海鮮寿司」、「さわみつ青果」、「柿安本店」、

が以下日程で早朝営業。何かと忙しい年末のお買い物に是非お役立て

ください。 

 

・ 12月 30日（金） 9：30オープン 

・ 12月 31日（土） 9：00オープン 

※ 通常は 10：00 オープン 

 

◆ 「ルミネ大宮 歳末食市」の詳細はこちらからご覧いただけます。 

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

 

※「歳末食市」にて展開する商品には、期間限定品もございます。  
 

 
 

 

 

 

http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/
http://www.lumine.ne.jp/tachikawa/
http://www.lumine.ne.jp/omiya/
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- INFORMATION - 

「Village
ヴ ィ レ ッ ジ

 Vangurad
ヴ ァ ン ガ ー ド

 Cafe
カ フ ェ

」 
ルミネ初のコラボカフェがルミネエスト新宿に 12/16（金）オープン！ 

 
 株式会社ヴィレッジァンガードコーポレション（本社：愛知県名古屋市、 

代表取締役長白川篤典 以下ヴィレッジァンガード）は、 新規事業とし

て 2016 年 12 月 16 日（金）にコラボ専門のカフェ「Village 

Vanguard Cafe 」を 「ルミネエスト新宿」にオープン。 

 日本を代表するキャラクターやアニメとのコラボを、1 ヶ月から 2 ヶ月のサイ

クルで常に展開し、「美味しくなけりゃカフェじゃない！」をモットーとして、どの

コラボカフェよりも味にこだわり、見た目にこだわり、コラボするキャラクターの

魅力を表現してまいります。 

 第 1 弾はサンリオ人気キャラ勢揃い『サンリオキャラクターズ×もにまるず』 

が登場。「シナモロール」、「マイメロディ」などの人気キャラクターはもちろん、 

「けろけろけろっぴ」や「ハンギョドン」などの懐かしいキャラクターが勢揃いした 

メニューをお楽しみいただけます。カフェと合わせてここでしか手に入らない 

限定グッズも発売いたします。 

 

 

【店舗詳細】 

店舗名：「Village Vanguard Cafe ルミネエスト新宿店」 

所在地：東京都新宿区新宿 3 丁目 38 番 1 
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