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＜Press Release＞          2016年 12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(ココ ルミネ)」 
日本各地の名産品や手工芸品の展開、“だるま”や“しめ縄”のワークショップなど 

 

 

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素晴らし

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、日本各地の名産品や手工芸品の展開、

日本文化に触れるワークショップなど、ルミネ計 9 館と NEWoMan、ココルミネストアにて実施します。一年のうちで

も、ことさら『和』を感じる年末から年始にかけて、改めて日本の良さと豊かさをご体感いただける催しを各種ご用意

して、皆さまのお越しをお待ちしております。 

  KOKO LUMINE STORE（ココルミネストア）では、江戸中期に創業し
た福井県・越前塗り「漆琳堂」の器や日本海の海の幸、華やかにデザインされた
焼き菓子など、北陸のかわいいものやおいしいものを展開します。 

NEWoMan（ニュウマン）では、「PREMIUM にっぽん」と題し、
NEWoManがセレクトした、“Made in JAPAN”の魅力をお届けします。 
期間中「PREMIUM にっぽん」認定ショップにて特別なスタンプラリーを実施。 
スタンプを溜めると、NEWoMan 完全招待制イベント「2017 spring 
summer SECRET PARTY」へご招待します。 

ルミネ新宿では、アッシュペーフランスが手掛ける「rooms SHOP」が監修する、
「LUCKY MARKET」を開催。日本のモノづくりにフォーカスをあて、“Made in 
Japan”アイテムを集めてご紹介。 

ルミネエスト新宿では、手づくり体験を通して日本の良さに触れていただける、日
本伝統の素材と工法を使ったコットンバッグづくりのワークショップを開催。 

ルミネ有楽町では、「一杯の炊きたての白いごはんからつながり広がるしあわせ」を提案する“お米”に焦点をあて
たライフスタイルショップ『AKOMEYA TOKYO』の POP UP SHOP を展開。全国各地から厳選したお米や食品、
干支のお正月飾りなどをご用意。 

ルミネ町田では、震災被害によって仕事を失った女性たちを支援するため、東北グランマが作った「お守り」を販
売し、売上全額を寄付するとともに、福島のオーガニックコットンを使った雑貨などもご紹介します。 

ルミネ立川では、「暮らしを彩る日本のものづくり～TACHIKAWA KOKO LUMINE WEEK 2017～」と称し、
立川発の「オジャガデザイン」、三鷹発の「デイリーズマーケット」による催事やワークショップを開催。 

ルミネ池袋では、TOKYO FANTASTIC OMOTESANDO アートディレクターの一人「Tida Flower」が提案
する、年のはじまりのお正月飾りをリースにしたためて、「しめ縄リース」を簡単に作れるワークショップを開催する他、
帰省シーズンに合わせ、さまざまな産地由来（京都他）のおすすめ手みやげを集めた期間限定ショップを開催。 

ルミネ横浜では、「FUN! NIPPON FESTIVAL」と称し、横浜ならではの“日本のいいもの”を堪能するファッショ
ン・ワークショップ・催事・イベントを開催。 

ルミネ大宮では、「東北のものづくり」の魅力をご紹介するイベントを開催。「日本酒」「雑貨」「食」をテーマに、
東北地方の名産品販売のほか、岩手の酒器で味わう日本酒の試飲イベント等を実施します。 

大船ルミネウィングでは、テキスタイルデザイナー澁木智宏氏がデザインした世界に１つだけのオリジナル商品の
販売・受注会とテキスタイル作品の展示会を開催します。 

ルミネは、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。 

 

＜デコだるま ワークショップ イメージ＞ 

＜しめ縄づくり ワークショップイメージ＞ 



2 

 

 
 

KOKO LUMINE STORE （ココルミネストア）          
 

■ 「新しい年に、新しいものを。～漆琳堂「aisomo cosomo」展」 

江戸中期 1803年に創業した福井県・越前塗り「漆琳堂」。 
日本を代表する素材である「漆」を多くの人に知っていただこうという思いから 
始まった「aisomo cosomo」の器を期間限定で展開します。 

 開催期間： 

2016年 12月 19日（月）～ なくなり次第終了 

 開催場所： 

NEWoMan エキナカ 「ココルミネストア」 

 

 

 ■ 「北陸のおいしいマルシェ展」 
日本海の海の幸の商品や、かわいく華やかにデザインされた焼き菓子、 

ピクルス、紅茶など。北陸のおいしくてかわいいものを展開します。 

 開催期間： 

2017年 1月 4日（水）～1月 15日（日） 

 開催場所： 

NEWoMan エキナカ 「ココルミネストア」 
 
 

NEWoMan（ニュウマン）          
 

■ 「PREMIUM にっぽん」 
 期間：2016年 12月 26日（月）～2017年 2月 2日（木） 

 NEWoManがセレクトした、“Made in JAPAN”の魅力をお届け。 

 期間中、「PREMIUM にっぽん」認定ショップにて特別なスタンプラリーを実施。 

 該当のショップにてお買上で 1 スタンプ、ルミネカードをご利用でW スタンプ。 

 4 スタンプ溜まると、NEWoMan完全招待制イベント 

 『2017 spring summer SECRET PARTY』へご招待。 

  ※ 各ブランドの s/s商品を一足先にご紹介する特別イベント 

  ※ その他当日限定のスペシャルイベントを多数開催予定 

 

1. 「花園樹斎」  

プラントハンター 西畠清順さんと中川政七商店の新ブランド 

『お持ち帰りしたい日本の園芸』をご紹介。 

 期間：2016年 12月 26日（月）～2017年 1月 9日（月・祝）  

 場所：1F NEWoMan Lab.  

 

2. 「すすむ屋茶店」 

鹿児島にあるスペシャルグリーンティ専門店 すすむ屋茶店の 

“世界一表情豊かな日本茶を求めて”厳選した様々な銘柄のお茶をご紹介。 

 期間：2016年 12月 26日（月）～2017年 1月 9日（月・祝）   

 場所：2F エスカレーター横  

 

3. 「Have a Herbal Harvest」 

飾って楽しむだけでなく、食品としてのおいしさにもこだわった 

唯一無二の国産ハーブティブランドのご紹介。 

 期間：2017年 1月 11日（水）～1月 17日（火）   

 場所：2F エスカレーター横  

 

Special 企画一覧 

＜「漆琳堂」 祝皿＞ 

各 2,300円（税抜） 

＜のとクロセット＞ 

1,852円（税抜） 

））） 
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4. 「カネ十農園」 

日本を代表するお茶の産地、静岡県牧之原のお茶農園を、Tea Bar スタイルで展開。 

 期間：2017年 1月 25日（水）～2月 2日（木）   

 場所：2F エスカレーター横  

 

5. 「MGNET」 

JAPAN 金型の魅力がつまった新潟県燕三条の名刺入れブランド『mgn』をご紹介。 

 期間：2017年 1月 25日（水）～2月 2日（木）   

 場所：2F エスカレーター横  

 

6. 「OKINAWA WINTER MARKET」 

いつもそばに置いておきたい。 

地元の人が選んだ、おきなわで愛されてきた商品が並びます。 

 期間：2017年 1月 25日（水）～2月 2日（木）   

 場所：2F エスカレーター横  

 

 
 

ルミネ新宿          
 

■ 「LUCKY MARKET（ラッキーマーケット）」 

アッシュペーフランスが手掛ける「rooms SHOP」が監修する、「LUCKY 

MARKET」。日本のモノづくりにフォーカスをあて、「Made in Japan」アイ

テムを集めました。暮らしを豊かにする、50 を超える日本のアクセサリー・

雑貨・食品ブランドを展開。 

期間中 5,000円（税込）以上お買い上げのお客さま先着 200名

さまに、福島から届いた起き上がり小法師が当たるくじ引きを実施。 

 開催期間： 

2016年 12月 26日（月）～2017年 1月 9日（月） 

 開催場所： 

ルミネ新宿 ルミネ 2  2F インフォメーション前催事スペース 

 

 

■ 「デコだるま ワークショップ」 
カラフルなパーツや季節限定パーツを使い、その場でだるまをデコレーション。 

お好きなデザインでお作りいただけます。 

 開催日程： 

2017年 1月 7日(土) １３:００～１７：００ 

 開催場所： 

ルミネ新宿 ルミネ 2  2F インフォメーション前催事スペース 

参加費： 

1,200円～（税抜） 

※ 金額はパーツ種類や量によって変わります。 

   1,200円がミニマム金額です。 
 
 

ルミネエスト新宿          
 

■ 「日本伝統の素材と工法による 『コットンバッグづくり』 ワークショップ」 
昔ながらのお正月遊び「福笑い」と、来年の干支「酉」の 2 種類からバッグの絵柄を選んで制作。日本で古

くから伝わる型染めの技法と渋紙や刷毛を使ってオリジナルコットンバッグをつくります。体験を通して日本の

良さに触れていただけるワークショップです。 

＜デコだるま ワークショップ イメージ＞ 

＜起き上がり小法師（福島）＞ 
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 開催日程： 

2017年 1月 14日（土）・ 1月 22日（日） 

13：00～18：00 の間で常時実施（所要時間：約 30分） 

 開催場所： 

ルミネエスト新宿 8F 特設会場（コールド・ストーン・クリーマリー前） 

 参加方法： 

ルミネエスト新宿 7・8F レストランフロア、 

1F 催事店舗「ukiashi ダクツショップ」での 

お買上レシートのご提示でご参加いただけます。 

 
 

ルミネ有楽町          
 

■ 「AKOMEYA TOKYO」 POP UP SHOP 
「一杯の炊きたての白いごはんからつながり広がるしあわせ」を提案する

“お米”に焦点をあてたライフスタイルショップ AKOMEYA が、全国各地

から厳選したお米や食品、雑貨をご紹介します。 

 開催期間： 

2016年 12月 26日（月）～2017年 1月 3日（火） 

 開催場所： 

ルミネ有楽町 ルミネ 1  1F 正面入口 

 

■ 「赤・MADE IN JAPAN」  
“良い年になりますように”との願いを込めた、お正月の縁起物として、 

館内ショップにて赤い色のアイテムを集めてご紹介します。 

 展開期間： 

2016年 12月 26日（月）～2017年 1月 3日（火） 

※参加ショップに関しては、館内リーフレットをご参照ください。 

 

 

ルミネ町田 

 

■ 「東北グランマのお守り」 
『東北グランマ』とは、震災被害によって仕事を失った女性たちを支援す

ることを目的に、オーガニックコットン製品やお守りを制作・販売するプロジ

ェクト。東北グランマ制作のお守りをルミネ町田で販売し、売上全額を陸

前高田市に寄付します。2011 年から 6 年目の東北の想いをお届けし

ます。 

 開催日時： 

2017年 1月 2日（月・祝）～1月 4日（水）※各日 13：30～16：30 

 開催場所： 

ルミネ町田 2F ビームス前特設会場 

 

■ 「自慢したくなる、こだわりジャパンアイテム」 
ルミネ町田各店から、SNS で拡散したくなるような選りすぐりの“Made in Japan” 

商品を公式インスタグラムでご紹介します。 

 開催日時： 

2016年 12月 26日（月）～2017年 1月 31日（火） 

※ ルミネ町田公式インスタグラムにて発信 

  

＜コットンバッグづくり ワークショップ イメージ＞ 
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ルミネ立川 

 

■ 「暮らしを彩る日本のものづくり～TACHIKAWA KOKOLUMINE WEEK 2017」 
立川発の「オジャガデザイン」、三鷹発の「デイリーズマーケット」による催事を通して、日本のものづくりの素晴ら
しさと、価値あるものを大切に使い続ける心の豊かさをお伝えいたします。立川市のシルエットをキービジュアル
とした限定のノベルティや商品を販売するほか、立川の老舗印刷加工会社「福永紙工」によるリーフレットやポ
スターを展開いたします。 

 開催期間： 

2016年 12月 27日（火）～2017年 1月 31日(火) 

 内容： 

1. 「オジャガデザイン」 

立川生まれのものづくり ～使う度に嬉しくなるオールハンドメイドの革小物～ 

オールハンドメイド、Made in Japanに拘り、立川市にある工房で革の 
染色、裁断、手縫いによる縫製までを一貫して行うレザーブランド。 
綿密にカットされたレザーパーツを幾重にも重ねて繊細なデザインを再現する 
職人技の数々を、ぜひお手に取ってご覧ください。また、1月 7日(土)、8日(日) 
には、世界に一つだけのオリジナルレザーアイテムが作れるワークショップを開催。 

 

場所：  ルミネ立川 2F東側イベントスペース 
期間：  2016年 12月 27日（火）～2017年 1月 9日（月・祝）  
 営業時間 10：00～21:00 
 ※12月 31日(土) 10:00～19:00、 1月 1日(日) 休館日 

★限定ノベルティ ：期間中、店頭にて 1 レシート税込 3,000円以上お買い上げのお客さま（先着 
             100名さま）に立川市の形をしたココルミネ限定ノベルティをプレゼント。 

★ワークショップ  ：2017年 1月 7日（土）・8日（日）13：00～18：00 
             実施場所 ： 2F インフォメーション横 

 

2. 「デイリーズマーケット」 

日本のいいもの、いい暮らし ～心と日常を豊かにする道具たち～ 
      三鷹を中心にインテリアショップからカフェまで展開するデイリーズグループが 
      ココルミネに初出店。昔ながらの古道具をはじめ、日本各地からセレクトした 
      ものづくりの名産品をご紹介いたします。今回は古道具と生活雑貨の「四歩」、 

ケーキショップ「モリスケ」、自家焙煎の「横森珈琲」が合同で出店し、 
暮らしを豊かに彩る商品を多数ご用意してお待ちしております。 

 

場所： ルミネ立川 2F東側イベントスペース 

期間： 2017年 1月 11日（水）～31 日（火）  

      営業時間 10：00～21：00 

★限定商品：ココルミネ限定パッケージによるドリップコーヒー（税込 230円） 

 

          

 

ルミネ池袋 

 

■「産地由来のフードショップが多数出店」  
年末年始のひとときに、大切なあの方への贈り物に、帰省のお土産に、 

贈って楽しい、贈られて嬉しい産地名物から、厳選した“手土産好適品”をご紹介。 

  ＜お取り扱い商品例＞ 
・ 京都 錦一葉  他 

 開催期間： 
2016年 12月 27日（火）～12月 31日（土） 

 開催場所： 
ルミネ池袋 B1F プリズムガーデン 

＜「錦一葉」ポップコーン＞ 

「オジャガデザイン」 

ココルミネ限定ノベルティ 

「デイリーズマーケット」 

ココルミネ限定ドリップコーヒー 
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■「TOKYO FANTASTIC OMOTESANDO -POP UP SHOP-」  
南青山のライフスタイルストア「TOKYOFANTASTIC OMOTESANDO」が期間限定出店いたし
ます。TOKYO FANTASTIC OMOTESANDO は、ひと言でいうと、日本のハンドメイドいいも
の雑貨店。日本の作家、職人の手仕事、日本全国各地のこだわりのハンドクラフトの魅力を発
信するコンセプトショップです。“日本を楽しもう”というコンセ
プトのもと選びぬかれた、花と緑といいもの雑貨のポップアップ
ストアです。 

 開催日時： 
2016年 12月 27日（火）・28日（水） 

 開催場所： 
ルミネ池袋 B1F プリズムガーデン 
 

※ 「TOKYOFANTASTIC OMOTESANDO」に関する詳細はこちらをご参ください。 

http://blog.tokyofantastic.jp/ 

 

■「“はじまりの結び”しめ縄リース –WORKSHOP-」  
  TOKYO FANTASTIC OMOTESANDOのフラワーデザイナーTida flowerが提案する、お正月の準備に
欠かせない「しめ縄」を簡単に作れるワークショップを開催。“日本を楽しむ”をコンセプトに、長野県産の無農
薬、減農薬の草花を使った、とっておきのリースです。日本の文化に触れながら手づくりのしめ縄で、新しい年を
迎えませんか。                        

 開催日時： 

2016年 12月 27日（火）・28日（水）13：00～18：00 

 参加費： 

2,000円（税込） 

 開催場所： 

ルミネ池袋 8F シネ・リーブル横 

 

※ 「Tida flower」に関する詳細はこちらをご参照ください。 

http://blog.tokyofantastic.jp/tidaflower 

 

 

ルミネ大宮          
 

■「東北の魅力・ものづくりを伝える」 
“東北くらしのマーケット”を開催。東北地方の名産品の販売、 
ものづくりを伝えるワークショップを実施。 
 
1. 「東北の日本酒」 

  東北の厳選した日本酒の試飲・販売 

日程：2016年 12月 29日（木）～2017年 1月 3日（火） 
     12：00～19：00  ※1月 1日（日・祝）は休館 
場所：ルミネ大宮 ルミネ 2・4F レストラン休憩スペース 
 

2. 「ふれあう東北雑貨」 
  岩手山の麓で造る日本酒と岩手の作家による酒器などをご紹介。  

日程：2017年 1月 14日（土）～1月 15日（日） 
     12：00～18：00 

場所：ルミネ大宮 ルミネ 2・4F レストラン休憩スペース 

 

3. 「あじわう東北の食」 

  青森県産のリンゴを使ったオリジナルパンなどをご紹介。  
日程：2017年 1月 21日（土）～1月 22日（日） 
      12：00～18：00 
場所：ルミネ大宮 ルミネ 2・4F レストラン休憩スペース 

 

＜東北雑貨「ファーメンステーション」＞ 

＜東北の日本酒＞ 

＜しめ縄づくり ワークショップイメージ＞ 

＜青森りんご × 「ドンク」＞ 

http://blog.tokyofantastic.jp/
http://blog.tokyofantastic.jp/tidaflower
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ルミネ横浜 
  
■ 「FUN! NIPPON FESTIVAL」 

“横浜ならではの「日本のいいもの」”をテーマとしたファッション・ワークショップ・催事・ 

イベントを開催。 

1. FUN! NIPPON FESTIVAL -KANAGAWA 地酒 PARTY-  

ルミネ横浜館内で税込 1,000 円以上お買上のお客さまを対象に、
神奈川県内で醸造した日本酒・地ビール30種以上を無料でご提供。
（お一人さま 5杯まで） 
場所： ルミネ横浜 7F レストランフロア 
期間： 2017年 1月 28日（土）・29日（日）  
      14：00～20：00  （両日とも） ※なくなり次第終了 
神奈川県酒蔵の「ものづくりのこだわり」を伝えるパネル展を 
７F レストランフロアにて同時開催。 

   

2. FUN! KOKOLUMINE LIMITED SHOP  

◆Lilaf 
「人生は光と花とともに」をテーマにオリジナルのフラワーボトルライトの製
作や自家製のドライフラワーを使用したスワッグなど、自家製のドライフラ
ワーをその場で選んでいただき、世界に１つのアイテム作りをお客様と共
に楽しむショップです。期間中押し花のカードケースワークショップを実
施。 
場所： ルミネ横浜 1F 下りエスカレーター前イベントスペース 
期間： 2017年 1月 10日（火）～2月 28日（火） 

 

◆IROZA 

JAPAN Made の食器を中心に、レザー小物や日本ならではの職人技の光る小物アイテムをご提案。 
場所： ルミネ横浜 1F イベントスペース 

   期間： 2017年 1月 16日（月）～1月 31日（火） 
 

3. FUN! NIPPON SHOP  

ルミネ横浜の人気ファッション・コスメショップからは注目の“Made in 
Japan”ブランド・アイテムを、レストランショップからは、神奈川産や国産
にこだわった料理をリーフレットにてご紹介。 
期間中、その他のショップでも“Made in Japan”商品を展開。 

 

 

 

大船ルミネウィング 
  
■ 「テキスタイルデザイナー/アーティスト澁木智宏氏 オリジナル商品販売/受注会・作品展示

会」 

 澁木智宏氏のテキスタイルデザインによるオリジナル商品の販売やお客さまの要望に合わせて作る 
商品の受注会、作品の展示会を開催 

 開催日時： 
◆作品展示期間 
2017年 1月 10日（火）～2017年 1月 22日（日） 
◆商品販売・受注会 
2017年 1月 21日（土）・1月 22日（日）10:00～17:00 

 開催場所： 
大船ルミネウィング４F エンハーブ前 

 【澁木智宏  Tomohiro Shibuki】 

1986 年、北海道小樽市生まれ。武蔵野美術大学工芸工業デザイン学科卒業。 

テキスタイルデザイナー、ウールを中心としたテキスタイルを用いた作品制作を行う作家として国内外で活動中。 

＜Lilaf ワークショップイメージ＞ 

＜澁木智宏氏 テキスタイル＞ 
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詳細はこちらをご参照ください。 

   http://www.tomohiroshibuki.com/ 

 
 
 
「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。 

 
 

 

 
 

【一般のお客さまからのお問合せ先表記】 
「ルミネ」ホームページ http://www.lumine.ne.jp/ 

KOKO LUMINE とは 


