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＜Press Release＞            2017年 2月 17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 2 月 24 日

（金）より実施される「プレミアムフライデー」に賛同し、館内のショップやレストランにて、限定のイ

ベントやサービスを実施いたします。お仕事帰りのお客さまにご利用いただきやすいルミネ・ニュ

ウマンには、バラエティ豊かなショップやレストランが揃っています。 

このたびの「プレミアムフライデー」開始に合わせ、ニュウマンで

は「さくらマルシェ」、ネット通販アイルミネでは3日間限定の「PREMIUM WEEKEND 

PRICE」キャンペーンを実施するほか、様々なプレミアム体験やお得なサービスをご

用意し、お客さまの「プレミアムフライデー」を盛り上げてまいります。 
 

 
 
新宿駅に、ひとあし早いお花見スポットが出現！ 

 

プレミアムフライデーからスタートする週末に、ひとあし早いお花見空間

「さくらマルシェ」が出現。本物の桜を眺めながら、お花見にぴったりのフ

ードやドリンクをゆったりとお楽しみください。 

また、会場では、マルシェ限定ワンルミネダウンロードキャンペーンを実

施！マルシェ各ショップで購入されたお客さまには、秘密のワンルミネ特

典コードをお伝えし、1000マイルをその場でプレゼントいたします。 

 
 
 

お花見を盛り上げる出店ショップが 
さくらマルシェに大集合！ 

 
〔場所〕新宿駅新南改札前 Suicaのペンギン広場 

〔日程〕2月24日（金）～26日（日） 

〔時間〕11:00～20:00 

 

【えんなり（和菓子）】 
石川県 金沢の茶菓工
房たろうの「おやつ菓
子」が登場。加賀野菜
の五郎島金時を使った
スイートポテト、石川県
産コシヒカリを使った米
粉ショコラ等、通常取
扱いのない商品を個
数限定販売致します。 

 

【ココルミネストア×越後妻有 大地の芸術祭の里 

（食品・お酒・雑貨）】 
クラウドファンディング
により、新しいプロジェ
クトで生まれた日本酒
『大地の芸術祭エディ
ション天神囃子（３
種）』を、現地の一般
販売に先駆け、先行
販売いたします！爽

やかな旨みと香りが特徴で飲みやすく、女性に人気の
商品です。 

【コルク（ドリンク・花）】 
中国皇帝が愛した高級
茶「白茶」と、スパークリ
ングの華やかさを併せ
持つ、食事との相性が
良いノンアルコールシャ
ンパン“ホワイトティー
スパークリング”のミニ
サイズを限定販売いた
します。 

月末金曜はちょっぴり贅沢を。ひとあし早いお花見スポット登場！ 

ルミネ・ニュウマンで楽しむプレミアムフライデー 
プレミアムなマルシェ、プレミアムな体験を実施。 

さくらマルシェ【ニュウマン】 
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【スワティ（食品）】 
「POPな遊び心」
「CUTEなオブジェ」
「ありそうでなかったも
の」というコンセプトの
もと色々な商品を作っ
ています。今回は、キ
ャンディ、ドリンク、フ
ードを展開予定です。 

 
 

【山形まむろがわ逸品展（食品・雑貨）】 
山形県内陸部最北の
真室川町より、雪国の
自然の恵みたっぷりの
特産品をお持ちしまし
た。伝承野菜や山菜な
どつくり手の自慢の逸
品をお楽しみ下さい。
梅の里にちなんだお菓
子もどうぞ。 

 
【プレミアムイベント開催！】 
VERVE COFFEE ROASTERS ヴァーヴ コーヒー ロースターズ〈カフェ・グロッサリー〉 
 
美味しいコーヒーの淹れ方を学べるワークショップ「LEARN TO BREW」 

 
ロサンゼルスで人気のコーヒー店の日本一号店であるヴァーヴ コーヒー ロー
スターズによる、美味しいコーヒーの淹れ方を学べるワークショップを開催！ 
 
〔日時〕2月24日（金）17:00-18:30／19:00-20:30、 
2月25日（土）10:00-11:30 
〔参加費用〕￥3000 *200g single origin bean 付き 
〔予約〕WEBで受付中 → http://vervetokyo.peatix.com 
 

・・・ And more 

 

 

ルミネ新宿で ワイン片手にプレミアム女子会♪ 
 

ルミネ新宿のレストラン＆カフェでは、プレミアムフライデーに向

けて、様々なお得なサービスをご用意しています。初めての「プ

レミアムフライデー」を、お仕事帰りにも立ち寄りやすい、エキチ

ョクのルミネ新宿で、ワイン片手に、プレミアム女子会はいかが

でしょう？ 

 

【ルミネ１】 

♪ 神戸・六甲道 ぎゅんた（6F）・・・ハッピーアワー（16～18時）はドリンク半額！ 

♪ 華菜樓（7F）・・・ハッピーアワー（15～18時）は 15種類飲み放題が税抜 1,000 円！（制限時間 60分） 

♪ 大かまど飯 寅福（7F）・・・“おいしいもの御前”ご利用でスパークリングワイン１杯サービス（17時以降ご利用可） 

♪ ヴェトナムアリス（7F）・・・「プレミアムフライデーのサービスお願いします」の合言葉で、 

グラススパークリングワイン 1杯サービス（17時から先着 15 名様限定） 

♪ マンゴツリーカフェ（7F）・・・生ビール or樽詰スパークリングワイン半額！（15～19時限定） 

♪ つばめグリル（7F）・・・自家製ソーセージと生ビール（中ジョッキ）のおつまみセットが税抜 980円（16～19時限定） 

 

 

 

 

【ルミネ２】 

♪ ラ・メゾン アンソレイユターブル（5F）・・・プライムタルトセットご注文でアルコール

（ビール orグラスワイン赤・白）1杯サービス！（15時～） 

 

プレミアム体験やお得なサービス 

http://vervetokyo.peatix.com/


3 

 

ルミネ荻窪で 花粉症を楽にする ヨガ＆スペシャルラウンジ体験♪ 
 

ルミネ荻窪では、プレミアムフライデーに向けて、「PREMIUM FRIDAY YOGA」、「PREMIUM FRIDAY LOUNGE」を実施い

たします。また、各ショップでは、様々な特典をご用意してお客さまの「プレミアムフライデー」を盛り上げます。 

 

【PREMIUM FRIDAY YOGA】 
花粉症の方々にとっては辛いシーズンの到来。 

プレミアムフライデーは、いつもよりちょっぴり早めに仕事を終えて、

「花粉症を楽にするヨガ」体験はいかがでしょうか。友永ヨーガ学院

主催のヨガ体験教室を実施いたします。 

 

〔場所〕ルミネ荻窪 7F ルミネサロン 

〔日時〕2月24日（金）19:00～20:00 

〔定員〕25名 ※事前申込制 

〔参加費〕ルミネカード会員：500 円／一般のお客さま：1,000 円 

〔申込〕１F インフォメーションカウンター 

 

【PREMIUM FRIDAY SPECIAL LOUNGE】 
日本で初めての「プレミアムフライデー」をお楽しみいただくスペシャルラウンジを開催いたします。 

ラウンジでルミネカードを提示すると、無料でワインの試飲をお楽しみいただけます。 

 

〔場所〕ルミネ荻窪 5F レストランフロアイベントスペース 

〔日時〕2月24日（金）17:00～20:00 

〔定員〕25 名 ※事前申込制 

〔参加費〕ルミネカード（仮カードを含む）をご提示いただくと、 

ワイン（赤・白）をご試飲いただけます。 ※なくなり次第終了となります。 

 

ルミネ立川で 友達や家族と楽しむプレミアムグルメ♪ 
 

ルミネ立川では、プレミアムフライデーを、友達や家族とシェアして楽しむグルメをご提案します。 

いつもよりちょっぴり早く仕事を終えて、スイーツ＆女子トークを思いっきり楽しんだり、ちょっとだ

けプレミアムなお酒や稀少なグルメに舌鼓を打ちながら、ゆるやかなひと時をお楽しみください。 

 

 

【リンツ ショコラ カフェ】  
口の中いっぱいに広がる上質な香りとなめらかな口どけのチョコレートで人気

のリンツ ショコラ カフェからは、豪華な贈り物として、あるいは、友人の集まる

パーティでみんなで楽しむのにピッタリな、「リンツゴールドバニー ミルク 1kg」

をご提案。ホームパーティへの手土産や家族との食後のデザートに。 

 

〔商品名〕リンツゴールドバニー ミルク 1kg 

〔価格〕10,000円（税抜） 

 

【ザ・ガーデン 自由が丘】 
近頃ブーム再燃の日本酒。東京都にも酒造があるのはご存知ですか？家族

や友人があつまるホームパーティに、150 年以上の歴史を誇る東京生まれの

日本酒、「石川酒造 多満自慢 純米大吟醸」はいかがでしょうか。芳醇でやわ

らかな風味と優雅な香りが広がる、女性にもおすすめ逸品です。 

 

〔商品名〕石川酒造 多満自慢 純米大吟醸 

〔原料米/精米歩合〕山田錦/35％ 

〔容量/価格〕720ｍｌ/5,000 円（税抜） 
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ルミネ大宮で 春を先取り♪ ココルミネマーケット開催 
 

ルミネ大宮では、「プレミアムフライデー」に合わせて、栃木県から、名産品のイチゴと
ともに、ココロはずむ春がやってきます！ 
また、いつもより、ちょっと贅沢気分を楽しめる「ごほうびディナー」も実施！ 
プチギフトやオリジナルメニューや限定アイテムなどの様々な「ごほうび」をご用意し、
プレミアムフライデーの「ごほうびモード」を盛り上げます！  

【ココルミネマーケット】 
「いつもの日常に上質なひとときを」をコンセプトに、春を盛り上げる、おいしい、あたらしいショップが栃木県から「ココ
ルミネマーケット」に大集合！名産のイチゴを使用した商品や、地酒、益子焼など、魅力的な商品が並ぶほか、栃木
県文星芸術大学とコラボレーションのアートなワークショップも開催します。 
 
〔日程〕2月24日（金）～26日（日） 
〔場所〕ルミネ 2 4F レストラン休憩スペース 
〔内容〕栃木の名産品を使ったワークショップやマーケットを開催 
ワークショップ①：「栃木小箱」づくり（写真上） 

那須の烏山和紙などで仕上げる手のひらサイズの小箱づくり。 
ワークショップ②：「益子の子」づくり（写真下） 

益子焼のかけらで世界にひとつだけのアクセサリーづくり。 
〔日  時〕2月 25日（土）、26日（日）12:00～18:00 
〔参加費〕500円 

 
＜栃木県ゆかりの「プチギフト」プレゼント！＞ 2月 24日（金）～26日（日）各日 12:00-18:00 
ルミネカード会員さま限定「自分へのごほうびキャンペーン」を実施。 
ルミネカード税込み 3,000 円以上のショッピングをして下さったお客さまに、当日の買
上レシート提示でルミネ 2 4F 特設会場にて、KOKOLUMINE 栃木キャンペーンで出
店するショップのおすすめ商品をプレゼント！（数量限定） 

 
【「ごほうびディナー」でおいしい開花宣言！】 
ルミネ１、ルミネ２ レストラン・カフェ各店にて、「ごほうび気分」をテーマにオリジナ
ルメニューをご用意。プレミアムな美味しさに気分の満開！ 

 

ネット通販 アイルミネ 「PREMIUM WEEKEND PRICE」日替わりでオトクな 3日間♪ 
 

ルミネが運営するネット通販「アイルミネ」（https://i.lumine.jp/）では、「プレミアムフライデー」が
始まる週末に「PREMIUM WEEKEND PRICE」キャンペーンを実施！アイルミネだけでオトクに買
える人気ショップの SPECIAL アイテムが、3 日間日替わりで登場！さらに、期間中はルミネカー
ド 10％オフの事前注文も承り中♪ルミネカードのご利用でますますオトクな 3日間です！ 

 
〔期間〕2/24（金）0:00～26（日）23:59 〔URL〕https://i.lumine.jp/ 
 

 
 
 
 
 
 

 
【一般のお客さまからのお問合せ先表記】 

 
「ニュウマン」 Tel. 03-3352-1120（代表） 
〒160-0022 東京都新宿区新宿 4-1-6 
「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 
 

「ルミネ荻窪」 Tel. 03-3393-3751（代表） 
〒167-0043 東京都杉並区上荻 1-7-1 
「ルミネ立川」 Tel. 042-527-1411（代表） 
〒190-0012 東京都立川市曙町 2-1-1 
「ルミネ大宮」 Tel. 048-645-1411（代表） 
〒330－0853埼玉県さいたま市大宮区錦町 630  

 


