
 

＜Press Release＞                 2017年 4月 6日 

ルミネで旅準備／旅体験／旅気分 

LUMINE SPECIAL DAYS 

～LIFE IS JOURNEY～ 
2017 年 4 月 6 日（木）～5 月 7 日（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、
旅行シーズンの訪れに合わせ、「 LUMINE SPECIAL DAYS ～ LIFE IS 
JOURNEY～」を、2017年 4月 6日（木）～5月 7日（日）の期間、ルミネ全
館にて開催します。春から夏に向かう爽やかなこの季節は、旅行に最適なシーズン。
新たな発見をするために、どこかあまり知られていない場所に行き、普段とは違う色彩、
食彩に触れ、また新たな価値観をみつけられるような旅をテーマとした施策を展開い
たします。 
ルミネ各館では、旅の必需品や旅前準備だけでなく、思わず旅に出たくなるアイテ

ムや、ヴァカンスやホリデーを想起させるような様々なアイテムをご提案させていただきま
す。そのほか、旅にまつわるイベントやワークショップを展開いたします。 

 
イメージmovieはコチラ →→ https://youtu.be/2xG9x0PTnic 
 
＜Special Pick Up＞ 
「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」プロデューサーの詩歩(Shiho)が、「LUMINE SPECIAL DAYS ～
LIFE IS JOURNEY～」のために、5 つのオリジナルの旅プランを提案。ルミネカードでお買い物をされたお客さ
まに、抽選でプレゼント。 

 
■ルミネ新宿 
〔ルーフトップイベント〕”どこでもないどこか”の町「HARMOLAND」 
再生回数 600 万回を記録した“世界の都市散歩ムービー「ワールド・クルーズ」”を、目の前に迫ってくるような
大きなスクリーンで上映、多国籍料理の屋台、カラフルな花が咲くお花見スペース etc 
■ルミネ池袋 
～TRANSIT タイアップ～ 
〔トークショー〕TRANSIT編集長 林紗代香×阿久津ゆりえ×kazumi 
■ルミネ荻窪 
～「旅音（たびおと）」コラボレーション～ 

「自分らしい女子旅＆写真のコツ」セミナー、旅音写真展、フォトスポット etc 

 
 
 
累計 55 万部超、Facebook70 万超いいね！獲得の、「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」プロデューサーの
詩歩(Shiho)が、「LUMINE SPECIAL DAYS ～LIFE IS JOURNEY～」のために提案する、「本当は誰に
も教えたくない 5 つの旅」をプレゼント。 

 
〔企画名〕「本当は誰にも教えたくない 5 つの旅」プレゼント 
〔実施期間〕2017年 4月 6日（木）～5月 7日（日） 
〔実施場所〕ルミネ全館（※ニュウマン・アイルミネを除く） 
〔応募条件〕ルミネカードにて、税込 5,000 円以上お買上げいただき、
特設サイトより応募。 

〔特設サイト〕http://www.lumine.ne.jp/journey/ 

※期間中サイト内にて、毎週、詩歩さんのシークレットな旅コラム
「SECRET HOLIDAYS」を掲載予定。 

 
 
 
 
 

詩歩プロデュース「本当は誰にも教えたくない５つの旅」プレゼント 

 

詩歩 プロフィール 
世界中の絶景を紹介する Facebookページ「死ぬまでに行きたい！世界の絶景！」を運営し、70万以上の
いいね！を獲得し、話題に。2013 年に書籍化され、オリコンランキング１位を獲得。その後 4 作にわたりシリ
ーズ化され、累計 55 万部を突破する大ヒット作品となる。 

http://www.facebook.com/sekainozekkei 

クリエイティブディレクター 
石黒篤史 OUWN 

http://jp.ouwn.jp/ 
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https://youtu.be/2xG9x0PTnic
http://jp.ouwn.jp/


【詩歩プロデュース① “幻の砂浜”を満喫する与論島の旅】 
“東シナ海の真珠”とも謳われる、鹿児島県最南端の島、与論島。春から夏にかけ
て、大潮の日の干潮時のわずかなひと時だけ姿を現す幻の砂の浜辺。エメラルドグリ
ーンに輝く海に、同じ形、同じ場所に現れることのない、白く輝く砂浜で、しばし時を
わすれて・・・。 

 
【詩歩プロデュース②まるで“モネの池”奇跡の絶景に出会う岐阜の旅】 
 
驚くほど透明度の高い湧き水に睡蓮が咲く様が、まるで、印象派を代表するフランス
画家クロード・モネの「睡蓮」のようだといわれる、名も無き池。 
睡蓮の合間を優雅に泳ぐ錦鯉が、絵画に色を添え、モネの世界が動き出す。 

 
【詩歩プロデュース③丹後半島で久美浜湾を見晴らすホテルの旅】 
海と山に囲まれ、久美浜湾を見晴らす場所に佇む「暮らすように、泊まるホテル」
HOTEL HOLIDAY HOME。人が暮らすべき場所、人が帰ってくるべき場所、心が
落ち着く場所、勇気を取り戻す場所。そんな気持ちになる自然と調和するホテルで、
心も体もゆだねてみる。 

 
【詩歩プロデュース④長野で驚きの雲海に出会う旅】 
雨降りや曇り空の、その雲の上の景色を見たことがあるだろうか。地上でありながら、
まるで空に浮かんでいるかのように思える、標高 1,800 メートルのその場所に、一面
の雲海が広がる。日が西に傾く夕暮れ時はより幻想的に、夜になれば手が届きそう
なほどに、満天の星空が迫ってくる。 

 
【詩歩プロデュース⑤北海道の“青い池”と美瑛の絶景をめぐる旅】 
なぜこんなにも青く美しいのか。その理由のすべては、まだ解明がされてはいない。風
で水面がゆれるだけで、気象条件が少し違うだけで、その印象を大きく変える繊細
な池。息をのむほどに鮮やかなコバルトブルー、包み込まれるような優しい薄水青、
自然と水が作る無限大の青に会いに行く。 
 

 
 
 ”どこでもないどこか”の町「HARMOLAND」登場 ルーフトップグルメワールド＆雑貨マーケット開催 

 

ルミネ新宿 ルミネ１屋上に、どこかでみたことがあるような、も
しかしたら行ったことがあるかもしれないし、でもやっぱり知らな
いかもしれない・・・。そんな“どこでもないどこか”の町
「HARMOLAND」が登場します。 
HARMOLAND は、ルミネが、世界に点在する秘密の旅先
を独自に編集した架空の町です。異国情緒漂うグルメ屋台

や、全世界で600万回以上再生されている世界の都市散歩ムービー「ワールド・クルーズ」の目の前に迫ってくる
ような大きなスクリーン上映、カラフルな花が咲くお花見スペースなど、食べたり、飲んだり、お買い物したり、くつろ
いだり、あなただけの秘密の旅へと誘う期間限定の町です。 
 
【世界の都市散歩ムービー「ワールド・クルーズ」上映】 
まるで自分の目で見ているかのようにゆっくりと流れていく景色の
映像と、合わせて耳に届くその街の喧騒が、自分がその街を歩
いているかのような気分にさせます。まだ見ぬ世界中の街を散
歩しながら、旅する気持ちを味わっていただきます。 
 
〔期間〕2017年4月29日（土・祝）～5月7日（日） 
〔場所〕ルミネ 1 屋上 テント内 

 
【ルーフトップグルメワールド】 
毎年人気のビアガーデン「東京小空」が今年も OPEN！ 
ジャンバラヤジャークチキンやスペシャルカクテルなど、 
GW だけの異国の特別メニューが登場！ 
 
〔期間〕2017年 4月 29日（土・祝）～5月 7日（日） 
〔時間〕12:00-21:00 
※5月 1日（月）2日（火）のみ 15:00-21:00 
〔場所〕ルミネ１屋上 

ルミネ新宿 

 



 
 
 
 TRANSIT タイアップ「Travel Notebook ～旅に出よう！～」 
 
ルミネ池袋では、トラベルカルチャー雑誌 TRANSIT タイアップ企画「Travel Notebook 
～旅に出よう！～」を実施いたします。館内では「旅に出よう！」をテーマに、旅支度のた
めのおすすめアイテムや、旅のおとも、”ミニマムコスメ”の準備術などを展開するほか、
TRANSIT 編集長 林紗代香氏が人気モデル 2 名をお迎えし、トークショーを開催。旅
にまつわる思い出や、旅慣れた 3 人の旅支度についてなど、旅前に聞きたい情報をお届
けします。 
 
【TRANSIT presents SPECIAL TALK SHOW】 
〔出演〕TRANSIT編集長 林紗代香×阿久津ゆりえ×kazumi 
〔日時〕4月 30日（日）13:00～（約 20分） 
〔場所〕ルミネ池袋 B1 エントランス前 
〔参加費〕無料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「旅音（たびおと）」に学ぶ「自分らしい女子旅＆写真のコツ」セミナー 

 
ルミネ荻窪では、旅にまつわるさまざまな仕事を手がける「旅音（たびおと）」とコラボレーションし、「自分らしい女
子旅＆写真のコツ」セミナーを開催します。ツアーでは訪れないフォトジェニックなスポットの探し方や、思い出をよ
り魅力的に撮影するテクニックなど、旅をよりユニークにするコツを伝授！ 
また、５F 中央スペースには、「旅音」による、思わず旅に出かけたくなるような魅力たっぷりの写真展を開催する
ほか、同エスカレーター付近には、絶景の前で写真が撮れるフォトスポットが登場します。 
 
〔日時〕4月 29日（土・祝）11:00～ 
〔場所〕ルミネ荻窪 7F ルミネサロン 
〔参加方法〕１F インフォメーションにて予約（4月 6日（木）～） 
〔人数〕30名さま ※先着順・完全予約制 
〔参加費〕無料 

 
■旅音写真展＆フォトスポット 
〔期間〕4月 6日（木）～5月 7日（日） 
〔場所〕ルミネ荻窪 5F 写真展：中央スペース／フォトスポット：エスカレータ－脇 
〔参加費〕無料 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ルミネ池袋 

 

阿久津ゆりえ 
 
「にじいろジーン」や
「トラベルコ」の CM
でも活躍中のファッ
ションモデル。 

kazumi 
 
「リンネル」や「こと
りっぷ」などで活躍
中のファッションモ
デル。 

TRANSIT 
美しい写真と個性的
なライターが世界を切
り取り、読者を旅へと
駆り立てるトラベルカ
ルチャー雑誌。 

ルミネ荻窪 

 

【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） 
「ルミネ池袋」 Tel. 03-5954-1111（代表） 
「ルミネ荻窪」 Tel. 03-3393-3751（代表） 

 
旅音（たびおと） プロフィール 
カメラマン（林澄里）、ライター（林加奈子）おふたりによる、旅にまつわるさまざまな仕事を手が
ける夫婦ユニット。単行本や雑誌の撮影・執筆、トークイベント出演など、活動は多岐にわたる。近
年は息子といっしょに海外へ出かけるのが恒例行事に。著書に『インドホリック』（SPACE 
SHOWER BOOKS）、『中南米スイッチ』（新紀元社）がある。 



～暮らしをもっと楽しく、ルミネが提案する学びの場～ 

「CLASS ROOM  ～THE SCHOOL FOR A GOOD LIFE～」 

2017 年 4 月講座『世界の暮らしをめぐる僕の旅』を開催！ 

講師：LUKETH編集長 Norito 

 

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、暮らしをもっと楽しくするカルチャ
ースクール「CLASS ROOM  ～THE SCHOOL FOR A GOOD LIFE～」の春学期講座を実施いたします。 

 

今回の講座は、ルミネの全館キャンペーン「LUMINE SPECIAL 

DAYS ～LIFE IS JOURNEY～」と連動して、旅をテーマにした講座を
展開します。いわゆるツアー旅行とは異なる“世界の暮らしにふれる旅” 
の魅力に触れることで、忙しい日々の生活を忘れ、つかの間の旅気分を
味わっていただきます。 

 

CLASS ROOM はルミネによるライフスタイル提案を体験できる場とし
て、2015 年 4 月からスタート。「ライフスタイルをアップデートして、暮らし
をもっと楽しもう」をコンセプトに、トレンドに敏感な女性にぴったりなテー
マに合わせ、話題の講師陣をラインナップした講座を毎月開講していま
す。 
 
◇講座のお申し込み／Facebook 

 オフィシャルサイト→→ http://www.lumine.ne.jp/classroom/ 

 Facebookページ →→ https://www.facebook.com/lumine.classroom 

 

【2017年春学期 4月講座 CLASS ROOM No.021】 
〔日時〕2017年 4月 26日（水）18:30～21:30 
〔講座申込受付期間〕2017年 4月 12日（水）まで 
〔場所〕CAFE PARK（カフェパーク） 渋谷区恵比寿西 1丁目 21-15 
〔定員〕60名（抽選） 
〔参加費〕無料 
〔講師〕Norito（LUKETH編集長） 
〔講座〕「世界の暮らしをめぐる僕の旅」 
〔内容〕世界各国を巡るロードトリップを重ね、現地にあるリアルな日常を綴った、ビジュアルトラベル誌

『LUKETH（ルークス）』を創刊した Norito さん。ガイドブックからはなかなか体験することのできない
エリアを、お一人で車旅するユニークな旅路や、現地の暮らしにふれる醍醐味について、ご紹介い
ただきます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
Norito プロフィール 
香川県出身。2013 年より世界各地を車で巡るロードトリップに出る。ローカルエリアを中心に人々の営みや
日常風景を写真に収め、世界のライフシーンを綴ったビジュアルトラベル誌『LUKETH（ルークス）』を創
刊。2015年にはインドのラージャスターン地方を巡った旅をテーマに、東京／神戸にて巡回展を実施。今後
の旅模様についても、本誌や個展にて随時発表を予定している。 
Web サイト→→ http://luketh.com/ 

【一般のお客さまからのお問合せ先表記】 

CLASS ROOM運営事務局 

classroom@re-write.co.jp 

http://www.lumine.ne.jp/classroom/
https://www.facebook.com/lumine.classroom
mailto:classroom@re-write.co.jp

