
1 

 

 

＜Press Release＞                              2017年 2月 15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）は、2017 年春のリニューアルを実施いた

します。ルミネ横浜ではＢ１、Ｂ２を中心に大規模なリニューアルを実施し、メインフロアのＢ１では、従来のファッシ

ョンに加えてビューティ、雑貨を融合させた新しい提案を行って賑わいあふれるフロアを演出いたします。それに

加えて、ルミネ新宿、ルミネエスト新宿、ルミネ池袋など、ルミネ各館にて、2 月上旬より順次、約 170 ショップが新

規オープンいたします。 

今回のリニューアルでは、感度の高いお客さまに向けたファッションを中心に、ライフスタイルに関連する雑貨や飲食

店など、多岐に渡る” 新業態”や”ルミネ初出店”、”ビルイン初出店”のショップが登場します。 

 

また、株式会社パルグループ HD と共同開発のファッション新ブランド

「SHENERY（シーナリー）」がデビューいたします。 

 

【ルミネ新宿】 

 ファッション：「シーナリー（ルミネ開発＊新ブランド）」、「ガレージ オブ グッド クロージング ジャパン 

（新業態）」、「アメリ ヴィンテージ（ビルイン初出店）」、「エリオポール ディス（新業態）」、 

「ラウンジドレス」 

 ライフスタイル：「トゥデイズスペシャル（ルミネ初出店）」 

 カフェ：「アフタヌーンティー・ラブ＆テーブル（新業態）」 

 

 

【ルミネエスト新宿】 

 ファッション：「キャセリーニ（ルミネ初出店）」、「ダニエル・ウェリントン（ビルイン初出店）」、 

「シールームリン（ビルイン初出店）」、「レトロガールラボ（新業態）」 

 

 

【ルミネ横浜】※大規模リニューアル！  

地下１、2階を中心に 28店舗がリニューアルいたします。 

 ファッション：「アルアバイル（ルミネ初出店）」 

 ビューティ：「バーバリー ビューティ ボックス（ルミネ初出店）」 

 フード：「トゥエンティーフォーセブン コーヒーアンドロースター（ビルイン初出店）」、 

「ルークス（ルミネ初出店）」、「ル ビアン（ルミネ初出店）」ほか 

【ルミネ池袋】 

 ファッション：「シーナリー（ルミネ開発＊新ブランド）」 

 

ルミネでは、全館でこだわりを持った様々なブランド・新たなショップを展開し、トレンドの情報発信を行うとともに、

新しいもの、楽しいもの、魅力的なものに高感度なお客さまのライフスタイルを、トータルに提案できる場所を目指

してまいります。                             *株式会社ルミネと株式会社パルグループ HD と共同開発 

 

■LUMINE NEW SHOP OPEN 2017 SPRING 情報特設サイト 
http://www.lumine.ne.jp/newshop/ 

ルミネ新宿／ルミネエスト新宿／ルミネ横浜 ほか 

ルミネ 2017年春 約170ショップ大リニューアル 

ルミネが手がける*新ブランド「シーナリー」も登場！ 

http://www.lumine.ne.jp/newshop/
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注目のショップを下記にピックアップいたしました。 
 
 「GARAGE OF GOOD CLOTHING JAPAN （ガレージ オブ グッド クロージング ジャパン）」 

 新業態 〈ファッション〉 2 月 28日（火）オープン 
 
ブランドコンセプトは「Whim woman～気まぐれな女性～」 
 
ハイブランドも、デニムも、古着も、ベーシックもメンズだって着てみた
い…。そんな自由なファッションを楽しみたい女性の心を満たせる
SHOP。ベーシックラインから、カジュアル、ミリタリー、オケージョン等、
シンプルながらも、どこか個性のあるデザインが特徴です。 
 
 場所：ルミネ新宿 ルミネ１ 3F 

 
【オープン記念ギフト】 
ギフト：お買い上げのお客さま先着順で、オリジナルロゴトートバッグ

をプレゼント！（数量限定） 
 

「Ameri VINTAGE （アメリ ヴィンテージ）」 ビルイン初出店 〈ファッション〉 3 月 1 日（水）オープン 
 
'NO RULES FOR FASHION' 
FASHIONにルールはない。 
 
「Vintage」とは完成度の高い、古くて価値のある年代物のアイテムの
こと。今まで他の人と違った FASHION がしたいと思う方々に、AMERI
では「Vintage」アイテムに最新の AMERI オリジナルアイテムをプラス
することによって昔の価値ある物と最新の流行を融合した今までにな
いスタイルを提案します。 
 
 場所：ルミネ新宿 ルミネ 2 2F 

【オープン記念ギフト】 
ギフト：4000円以上お買い上げのお客さまに、オリジナルバッグをプレゼント！（数量限定） 
【オープン記念発売商品】 
☆ ルミネ新宿店限定ワンピース＆トップス発売！ 

 
「HELIOPOLE 10 （エリオポール ディス）」 新業態 〈ファッション〉 2月 25 日（土）オープン 

 
つぎつぎとかたちを変えるポップアップマルシェ 
「エリオポール ディス」が 2月 25日（土）OPEN！ 
 
第一弾は、英国を代表する老舗、マッキントッシュが登場。 
裏にキャンディストライプを施したエリオポール ディス限定のゴム引きコート
を販売します。 
 
 場所：ルミネ新宿 ルミネ１ 3F  
 
【オープン記念ギフト】 
①3月 10日（金）より実施の“トラディショナルウェザーウェア”の傘のオーダー
会優待チケットプレゼント！ 

※税抜 20,000円以上お買い上げの方対象 
②マッキントッシュのコートをお買い上げの方にクリーニングチケットプレゼント！ 

ルミネ新宿は 22 のニューショップが登場！ 
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「Loungedress （ラウンジドレス）」 エリア初出店 〈ファッション〉 2 月 28日（火）オープン 
 
フェミニンでありながらクールでセクシーな芯のある女性たちへ。 
 
ウェアラブルで洗練された都会的なイメージ“女性的な美しさ”それは、
自分自身の内なる輝きをひきたてるもの。時代の“Ｉｔ”を感じ、それを
いかに自分流に着こなすか・・・自然体の自分らしさを映し出すタイム
レスなスタイリングを提案。 
 
 場所：ルミネ新宿 ルミネ 1 3F 

 
 

【オープン記念ギフト】 
①SNS フォローにオリジナルECO BAG プレゼント！（写真上）※数量限定 
②ご来店いただいた方に、先着順で 2017SS カタログをプレゼント！ 
③ご購入いただいた方に、Sweet Holic×Loungedress オリジナルアイシン
グクッキーをプレゼント！（写真下）※数量限定 
※数量限定。（詳しくはコチラへ→ http://www.loungedress.jp/pr/shinjuku/ ） 
 
 
「TODAY’S SPECIAL （トゥデイズスペシャル）」 ルミネ初出店 〈ライフスタイル〉 3月1日（水）オープン 

 
毎日の生活を大事にしたい人たちへ。 
『今日を特別にする”食とくらしの DIY”』。 
 
食品・本・衣服・雑貨など、様々な生活道具を扱うライフスタイルショッ
プです。毎日の生活を大事にしたい人たちに『今日が特別になるよう
な発見』や『旬を贈る楽しさ』をお届する日々のくらしに寄り添った『食
とくらしの商店』です。 
 
 場所：ルミネ新宿 ルミネ 2 1F 

 
【オープン記念発売商品】 
ONE HANDLE MARCHEBAG 税抜 1,000円を数量限定販売！ 

 
 
「Afternoon Tea LOVE&TABLE （アフタヌーンティー・ラブ＆テーブル）」  

新業態 〈カフェ〉 2 月 28 日（火）オープン 
 
”Eat Pretty！可愛くいこう！” 
「私に萌える女子」へ「元気」と「刺激」と「励まし」を。 
 
気分で選べるバリエーション豊富なサラダやパスタ、こだわりのブリオ
ッシュを使い丁寧に焼き上げたふわとろ食感のフレンチトーストなど、
フォトジェニックなメニューでその日の元気と可愛いをお届けします！ 
 
 場所：ルミネ新宿 ルミネ 1 4F 

 
【オープン記念ギフト】 
オリジナルクッキープレゼント！ ※2月 28日（火）～3月 5日（日）各日先着 100名様 

 
 
 
 
 

http://www.loungedress.jp/pr/shinjuku/
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ルミネエスト新宿リニューアル情報の詳細はコチラ → http://www.lumine.ne.jp/est/new/ 
注目のショップを下記にピックアップいたしました。 
 
「CASSELINI （キャセリーニ）」 ルミネ初出店 〈ファッション〉 2 月 24日（金）オープン 

 
自分のスタイルを大事にする女の子たちへ。 
女の子の毎日を HAPPYに。 
 
個性を大切に、ヴィンテージテイストや時代感を取り入れ、他人とはち
がった自分のスタイルを大事にする女の子たちへ。キャセリーニは、
洋服から派生したトータルで楽しめる小物を提案します。あたりまえで
はない素材感や、独特の配色感は、女の子の毎日を HAPPY にしてく
れるはずです。 
 
 場所：ルミネエスト新宿 B2 

【オープン記念発売商品】 
☆ 田中里奈コラボレーションバッグ 
☆ ルミネエスト限定品：キャセリーニの定番人気商品ルミネエスト店別注カラー／VINTAGE LINE 各4型 
＊ルミネエスト店限定オープン記念ショッパーS/M/Lサイズをご用意いたしております。 
 
「Daniel Well ington（ダニエル・ウェリントン）」 ビルイン初出店 〈ファッション雑貨〉 2月24日（金）オープン 

 
スウェーデン発の世界中で人気のファッションウォッチブランド 
 
世界中で瞬く間に人気ブランドへと成長したスウェーデン発のファッシ
ョンウォッチブランド「ダニエル・ウェリントン」のコンセプトショップがオ
ープン。ネイビーとウッドのカラーでアーバンシックにまとめられた店
内は、最新作をはじめとするフルラインナップを揃え、ブランドの世界
観を存分に堪能することが可能。ファッションやニーズ、スタイルに合
わせて時計を選ぶことができます。 
 
 場所：ルミネエスト新宿 B2 

【オープン記念ギフト】 
腕時計をご購入のお客さま先着 100名様にオリジナルアイテムプレゼント。 
 
「SeaRoomlynn（シールームリン）」 ビルイン初出店 〈ファッション〉 2月 24 日（金）オープン 

 
海と都会が好きな“凛”とした女性のためのライフスタイルブランド 
 
日常のシーンに溶け込むリラックスモード。シンプルでありながら、 
上質な個性をまとう、大人の感性をくすぐるリアルクローズ。 
 
 場所：ルミネエスト新宿 B1 

 
【オープン記念発売商品】 
☆ ルミネエスト店限定『HAPPY BAG』（数量限定） 
☆ ルミネエスト店限定カラー『ループニットジャケット』（数量限定復活！） 
☆ ルミネエスト店限定カラー『フリンジ BAG』（数量限定） 

【オープン記念ギフト】 
ギフト①：シールームリン オリジナル「柔軟剤」 ※シールームリン商品をお買い上げの方。（数量限定） 
ギフト②：シールームリン オリジナル「バスローブ」 ※シールームリン商品を¥20,000(税抜)以上お買い上

げの方（数量限定） 

ルミネエスト新宿は約 30 のニューショップが登場！ 

http://www.lumine.ne.jp/est/new/
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「RETORO GIRL LABO （レトロ ガール ラボ）」 新業態 〈ファッション〉 2 月 24日（金）オープン 
 

トレンド、ライフスタイルに合わせ、最新のコーディネートを提案 
 
新しい自分らしさを発見したいオシャレな男女に、国内外からセレクトし
た旬なアイテムと、こだわりのユニセックスアイテムを展開します。 

 
 場所：ルミネエスト新宿 6F 

 
【オープン記念イベント】 
有名テーマパークペアチケットなど豪華賞品が当たる、 
ラッキーロトチャンス開催！ 
〔対象〕税込 3,000円以上お買い上げのお客さま 

 
 

 

ルミネ横浜は、ファッション、ビューティ、フードなど、B1、B2 を中心に、28ショップがリニューアルいたします！ 

「allureville（アルアバイル）」 ルミネ初出店 〈ファッション〉 3月 2 日（木）オープン 
 

 

いつもポジティブな自分を持ち、 
上品で常に遊び心を持った女性に。 
 

上質な物作りにこだわり、時代に合わせて進化させたスタンダードなアイテム

を中心に、フェミニン・エレガント・マスキュリンのスパイスをバランスよく構成。

それぞれを MIX したスタイルをお楽しみいただけます。 

 

 場所：ルミネ横浜 2F  
 

 「BURBERRY BEAUTY BOX（バーバリー ビューティ ボックス）」  
ルミネ初出店 〈ビューティ〉 3月 1 日（水）オープン 

 
英国を代表するブランド、バーバリーのメイクアップ、 
フレグランス、ファッション小物を展開。 
 
バーバリー ビューティ ボックスは、英国を代表するブランド、バーバ
リーのファッションとビューティを融合した店舗です。「ブリティッシュ」、
「エフォートレス」、「ランウェイ・インスパイヤード」をキーワードに、英
国の伝統やカントリーライフ、ランウェイをコンセプトにしたメイクアップ
コレクションをはじめ、メンズ、ウィメンズのフレグランス、ポーチやスカ
ーフなどのファッション小物を合わせて展開しています。 
 
 場所：ルミネ横浜 B1 

【オープン記念ギフト】 
ギフト：「バーバリーBRIT特製トートバッグ」 
※バーバリー製品いずれか 1品以上ご購入の方に。 ※先着 1,000名様 
【オープン記念イベント】 
〔内容〕メークアップアーティストによるバーバリー エフォートレス メイクアップ提案 
〔日時〕3月 1日（水）～14日（火）：3/1（水）～8（水）11：00～17：00、3/9（木）～14（火）11:00～20:00 
 
 
 
 

ルミネ横浜 28 ショップ大規模リニューアル！ 



6 

 

 「24/7 coffee＆roaster （トゥエンティーフォーセブン コーヒーアンドロースター）」  
ビルイン初出店 〈カフェ〉 3月 1日オープン 

 
珈琲本来の果実味を味わって頂くためにフレッシュな豆にこだ
わります。3段階の焙煎からお好みの珈琲をぜひ！ 

 
「フレッシュな豆を味わうこと」を一番に考えています。フレッシ
ュな豆とその本来の果実味を活かした焙煎、挽き方、淹れ方
にこだわります。「珈琲が飲めなかった」という人にも楽しんで
もらえる、女性でも飲みやすく、すっきりとした珈琲。 

 
 場所：ルミネ横浜 3F 

【オープン記念特典】 
「瀬戸内レモンケイク（税込 350円）」を限定発売。 
広島産レモンを使用し、甘さをおさえたベイクドケーキです。 
この機会に珈琲と一緒にお楽しみください。 

 
 「LUKE’S （ルークス）」 ルミネ初出店 〈フード〉 3月 1 日（水）オープン 

 
NY発のロブスターロール専門店。高級食材のロブスターをカジュアル
なスタイルでお楽しみいただけます。 
 
高級食材のロブスターを、カジュアルなスタイルで食べてもらいたいと
いう、創業者の思いのもとに生まれた、行列が続くロブスター専門店。 
旨みの凝縮されたツメとこぶしの部位を使用し、素材の味を生かすた
め、レモンバターとシーズニングのみで味付けするなど、シンプルであ
りながらこだわりの味わいを実現。 
 
 場所：ルミネ横浜 B2 

【オープン記念先行販売商品】 
名称／価格：ロブスターグリルドチーズ／税抜 1,380円 
特徴：表面にバターを塗り香ばしくカリカリに焼き上げたパンに、旨みの詰まったロブスターと 

クリーミーでコクのあるグリエールチーズをたっぷりはさみ込みました。 
【オープン記念ギフト】 
ギフト：「ジャーナルスタンダード コラボ サコッシュ」 
※お買い上げのお客さま対象（数量限定） 
 

 「LE BIHAN （ル ビアン）」 ルミネ初出店 〈フード〉 3月 17 日（金）オープン 
 
1913年に誕生したフランス生まれのブーランジュリー。 
日本人の味覚にあった新しいスタイルパンをご提案します。 
 
フランス・ブルターニュで創業以来３代続く職人のこだわりの技。 
ル ビアン・ミッシェルが焼き上げるフランスパンは、素朴でやさしく、ど
こか懐かしい味わい。カリッとした外皮にふんわりした中身、噛むほど
においしさが口の中いっぱいに広がります。 
こだわりのフランスパンはもちろん、日本人の味覚に合った新しいスタ
イルのパンの提案、個性ある品揃え豊かな商品を作り続けています。 
 
 場所：ルミネ横浜 B2 

【オープン記念ギフト】 
ギフト：ル ビアンオリジナルショッピングバッグ ※なくなり次第終了 お一人様１回限り。 
※税込 1,080円以上の購入で１点プレゼント 
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株式会社ルミネと、全国で８００店舗以上のアパレル・雑貨ブランドを展開する株式会社パルグループＨＤ＊は、

共同で新しいファッションブランド「SHENERY（シーナリー）」を開発しました。ブランドのコンセプトや、ロゴデザイ

ン、商品計画や販促計画などブランドづくりに関るすべての過程を２社で行い誕生したブランドです。 

*大阪本社：大阪府大阪市／代表取締役社長井上隆太 

 

■「SHENERY（シーナリー）」とは？ 
美しい景色といういう意味の「SCENERY」と、彼女を意味する「SHE」を合わせて

う生まれた名前です。 

シーナリーは「Clean Casual」「Elegance」「Spice」の3つの要素を軸に、「エレガン

ト&カジュアル」や「フェミニン&マスキュリン」といった相反するものの組み合わせ

をコンセプトとした、女性らしいカジュアルなスタイリングを提案します。 

 

■OPEN情報 
ルミネ新宿 ルミネ２ ２階---2017年2月25日（土）OPEN 

ルミネ池袋 ２階-----------2017年2月28日（火）OPEN 

 

■ネット通販 
iLUMINE-------2017年3月 1日（水）10：00 OPEN 

PAL CLOSET---2017年2月25日（土）10：00 OPEN 

■オープン記念ギフト 
SHENERYルミネ新宿店・ルミネ池袋店にて、合計1,000円

（税込）以上お買い上げのお客さま先着１００名様に、京都

の和菓子店「UCHU WAGASHI」の限定商品をプレゼント。 

 

 

 

※ 本リリースは、2017年 2月 15日時点の情報に基づき作成しております。変更となる場合がございますので、

あらかじめご了承ください。 

 
 

【一般のお客さまからのお問合せ先表記】 
 

「ルミネ新宿」 Tel. 03-3348-5211（代表） 
[ルミネ 1]〒160-0023東京都新宿区西新宿 1-1-5 
[ルミネ 2]〒160-0022東京都新宿区新宿 3-38-2 
「ルミネエスト新宿」 Tel. 03-5269-1111（代表） 
〒160-0022東京都新宿区新宿 3-38-1 

「ルミネ池袋」 Tel. 03-5954-1111（代表） 
〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-11-1 

「ルミネ横浜」 Tel. 045-453-3511（代表） 

〒220-0011 神奈川県横浜市西区高島 2-16-1 

 

ルミネ共同開発新ブランド「SHENERY（シーナリー）」デビュー！ 


