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＜Press Release＞                            2017年 4月 20日 

ルミネ新宿／ルミネ立川／ニュウマン新宿／ルミネ荻窪／ルミネ北千住／ルミネ大宮  
ルミネ GWフォトジェニックイベント開催！ 
「ボールプールパーティ“tamapa”」、「どこでもないどこかの町“HARMOLAMD”」ほか 

 

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）が運営する「ルミネ新宿」、「ルミネ立
川」、「ニュウマン新宿」、「ルミネ荻窪」、「ルミネ北千住」、「ルミネ大宮」各館では、ゴールデンウィークに訪れたいフォト
ジェニックな特別企画を実施します。 

 
■ルミネ新宿：ルーフトップイベント 
”どこでもないどこか”の街「HARMOLAND」。世界を旅するシ
ョッピングテント、季節はずれのお花見体験、多国籍料理屋台
etc 旅にまつわる映画の上映やワークショップも開催。 

 
■ルミネ立川：ボールプールパーティ 
50,000 個の真っ白なボールが飛び交う大人のためのボールプ
ールパーティ「tamapa」開催！ 
レストラン・カフェ GW限定ランチメニューも。 

 
■ニュウマン新宿：”ここだけ・いまだけ”限定メニュー 
おでかけ前や行楽のおともに最適な限定メニューを展開。 
期間限定かき氷や、東京土産にピッタリなおせんべいセットなど。 

 
■ルミネ荻窪：野外ライブ 
世界の様々な音楽を奏でるアーティストが登場！青空のもと届けられる音楽が、世界各国へと誘ってくれる。 
 
■ルミネ北千住：E テレ“びじゅチューン！”がやってくる 
アオゾラ クリエイト カレッジ 開催！ 
アーティスト井上涼氏によるミニコンサートを開催！そのほか番組グッズの販売やワークショップも実施。 

 
■ルミネ大宮：BONSAI WEEK 
大宮で開催される盆栽の世界大会に合わせ「LUMINE OMIYA BONSAI WEEK」を開催。 
 
晴れ渡る青空の下、思わず写真を撮りたくなるようなフォトジェニックで、ココでしか体験できないイベントが目白押し
です。皆様のお越しをお待ちいたしております。 
 

 
 

”どこでもないどこか”の街「HARMOLAND」登場 
 

GW ルミネ新宿 ルミネ１屋上に、世界に点在する魅力的な秘
密の旅先を独自に編集した架空の町「HARMOLAND」が登場
します。ショッピング、グルメ、エンターテインメント、ワークショッ
プなど、旅する気分をいっぱいに詰め込んだ、“どこでもないどこか”
の町「HARMOLAND」で素敵な旅体験をお楽しみください。 
 
〔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 
（ビアガーデン「東京小空」ラストオーダー20:30） 
〔場所〕ルミネ新宿 ルミネ１屋上 エルテラス 

 
【ルーフトップ シネマ】 
「マイ・ブルーベリー・ナイツ」、「最高の人生の見つけ方」、「幸せのレシピ」など、 
旅にまつわる映画を、大きな特設スクリーンにて上映予定です。 
〔上映日〕4月 29日（土・祝）、30日（日）、5月 3日（水・祝）～７日（日） 
〔時間〕19:00～（予定） 

ルミネ新宿 
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【ワールドマーケット＆ワークショップ】 
「HARMOLAND」では、旅先で出会う、思わず手にとりたくなる雑貨たちや、ライフスタイルに彩りを添える、オシャ
レなアイテムを自分で作るワークショップを多数開催します！その中から、特に注目の４つを下記にご紹介します。 
※一部コンテンツは事前予約制  ※詳細・予約方法は、随時、館内ポスター/web にてご案内いたします。
（http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/） 
 
■インスタジェニック！初夏の小さなリースづくり 
フラワーコーディネーター山本文さん
に教わりながら、貝殻やモスを使っ
て、あなただけの、夏にぴったりの爽
やかなリースを作ります。 
 

〔日程〕4月 29 日（土・祝） 

〔時間〕12:30～／15:00～／17:30～（各回約 90 分） 

〔参加費〕3,400 円（税込） 

■大人気のオシャレインテリア「スワッグ」づくり 
西洋では古くから、生命の象徴や
魔よけとして飾る習慣がある壁飾り
「スワッグ」。近頃、オシャレなカフェ
や雑貨屋さんで見かけるスワッグ
を、花やグリーンを合わせて手作り
します。 
〔日程〕4 月 30 日（日） 

〔時間〕12:30～／15:00～／17:30

～(各回約 90 分) 

〔参加費〕3,400 円（税込） 

■人気！多肉植物寄せ植え＆ジュートハンギング 
プニプニぷっくりしたフォルムが愛らしく
て人気の多肉植物を、好みの鉢に
寄せ植え。オシャレに飾る、ジュート
ハンギングも麻ひもで作ります。 
〔日程〕5月 5 日（金・祝） 

〔時間〕12:30～／14:00～／15:30

～／17:00~（各回約 60 分） 

〔参加費〕2,700 円（税込） 

■ワンハンドマルシェバッグにプリント体験 
TODAY’S SPECIAL 新宿
店限定ワンハンドマルシェバッ
グに、シルクスクリーン印刷で
オリジナルプリントをオン！自
分だけのとっておきのデザイン
の１枚に。 
〔日程〕5 月 3 日（水・祝）、7日（日） 

〔時間〕12:30～18:30 随時参加可能 

〔参加費〕1,200 円（税込） ※雨天中止 

※上記 4 つのワークショップはすべてトゥデイズスペャル主催。 雨天時はルミネ 2 2F ショップ前にて開催予定 

 
 

大人のためのボールプールパーティ「tamapa」開催！  
 
インスタジェニック、ムービージェニックで話題の「tamapa」が、ルミネ立川に登
場！「tamapa」とは、約 50,000 個の真白なボールが飛び交う大人のためのボ
ールプールパーティ。欧米で開催された白いボールを大量に使用したイベントが世
界的に注目を集め、その DNA を受け継ぎつつ音楽と掛け合わせ、日本のために
ローカライズされたイベント。日本初の屋外開催です！空を仰ぎながら無数の白
玉と戯れる非日常の開放感をぜひ！ 
 
 

〔日時〕5月 6日（土）、7日（日）11:00～17:00 
〔場所〕ルミネ立川 屋上庭園 コトリエ ※雨天中止 
〔参加条件〕無料ルミネアプリ「ONE LUMINE」or「ルミネカード」をご提示 
 
詳しくはコチラ→→ http://tamapa.jp/ 

 
 
＜GW限定！とっておきの\1,500 ランチメニュー展開＞ 
GW期間中限定、いつもより豪華でボリューミーな、とっておきの\1,500（税込）ランチメニューをご用意！ 
ルミネ立川のレストラン・カフェ 17ショップにて。 
 
〔期間〕4月 29日（土・祝）～5月 7日（日） 

詳しくはコチラ→http://www.lumine.ne.jp/tachikawa/event/pdf/201704_specialdays.pdf 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ルミネ立川 

〈黒ぶたや〉 
六白黒豚冷しゃぶごはん 

〈こなな〉 
鯛と五穀梅しそのおだし茶漬けぱすたセット 

〈西安餃子〉 
西安特製 五目冷し中華 

http://tamapa.jp/
http://www.lumine.ne.jp/tachikawa/event/pdf/201704_specialdays.pdf
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おでかけ前、行楽のおともに最適な”ここだけ・いまだけ”限定メニューが多数登場！ 
 
ニュウマン新宿では、エキナカ＆エキソトの各ショップにて、友達にもオススメしたい限定メニューや、行楽のおとも、手
土産にピッタリなメニューが期間限定で多数登場します。 
 
■初夏を楽しむハイセンスなおせんべい 
「えんなり」(2F エキナカ)で
は、東京下町、葛飾・青砥
の煎餅ブランド「富士見堂」
の季節限定商品が登場！
季節のご挨拶や東京の手
土産にピッタリ！ 
〈東京日和 若苗〉 

2,000 円（税抜） 

5 月 1 日（月）～8 月 15 日（火）まで 

 営業時間 8:00-22:00（土日祝 8:00～21:30） 

■いち早く食べたい今年のかき氷！ 
「トラヤカフェ・あんスタンド」(2F エキ
ソト)のかき氷が GW 先行販売！
八ヶ岳の天然水から作られる氷に、
京抹茶を贅沢に使った抹茶蜜、な
めらかな自家製練乳、あんペースト
のハーモニーの至福をぜひ！ 
〈あんペーストかき氷 抹茶練乳〉 

750 円（税抜） 

5 月 3 日（水・祝）~7 日（日）まで 

 営業時間 10:00-22:00（土日祝 10:00～21:30） 

■彩り鮮やかなカラダ喜ぶサラダ♪ 
「今日のごはん 和 sai の国」
(2F エキナカ)では、持ち寄り
パーティやピクニックなどに大活
躍の色とりどりのサラダが登
場！目もカラダもココロも楽しく
してくれる。 
〈9 種のサラダパレット〉1,200 円（税抜） 

4 月 29日（土・祝）～5 月 5日（金・祝）まで 

 営業時間 8:00-22:00（土日祝 8:00～21:30） 

■みんなでわいわい食べたい「手土産にぎり」セット 
「米屋のおにぎり屋 菊太屋米穀
店」」(2F エキナカ)では、期間限
定で、人気おにぎり 8種セットをご
用意。行楽のおともに、手土産に
おすすめです。 
〈手土産にぎり〉1,200 円（税抜） 

4 月 28 日（金）～5 月 7 日（日） 

 営業時間 8:00-22:00（土日祝 8:00～21:30） 

 

 
 

世界の音楽にふれる「AOZORA MUSIC FES」開催！ 
 

ルミネ荻窪の屋上では、世界の音楽にふれる「AOZORA MUSIC FES」を開催しま
す！ブラジル、インド、アイリッシュ、世界の様々な音楽にインスピレーションを受けた 6 組
のアーティストが日替わりライブを開催します。 
会場には、中央線沿線の人気店が出店し、焼きたてパンやスイーツを販売するほか、
子ども縁日や、ちびっ子向けワークショップも実施します！軽快な音楽＆フードとともに、
青空の下で世界旅行気分に♪ 
 
〔日時〕5月 6日（土）、7日（日） 11:00～17:00 
〔場所〕ルミネ荻窪 7F グリーンテラス／8F屋上 ※小雨決行 
〔参加条件〕入場無料 

 
【出演アーティスト】 
●Three Primary Colors ●LADY Chieftains 
メロウでピュアな３ピースジャズバンド。 アイルランドの伝統音楽をモダンにアレンジ。 
●ビューティフルハミングバード ●Honami Kikawa Group 
誰もが一度は耳にしたことのある歌声。 陽気なリズムを奏でるブラジル音楽。 
●武藤景介と池田絢子 ●Baku Furukawa 
インド古典音楽の音色に酔いしれる。 多彩なジャンルの音楽性が心地いい。 
 

 
【こども縁日＆不思議な音のする笛づくりワークショップ】 
お面などのおもちゃや雑貨の販売のほか、不思議な音が鳴る笛を作るお子様向けのワークショップ（参加費
500円）を、風変わりな縁日屋”CHATOY（チャットイー）”が開催します。 
 
＜CHATOY とは？＞ 
デンマークやスウェーデンの北欧インポートブランドを中心に子供服、雑貨をあつ
めたセレクトショップと、イベント向けのキッズワークショップを開催するユニット。 

 

ニュウマン新宿 

ルミネ荻窪 
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アオゾラ クリエイト カレッジ開催！ 
 
ルミネ北千住では、NHK E テレで放送中の「びじゅチューン！」が「ゴール
デンウィーク アオゾラ クリエイト カレッジ」に登場します！番組オリジナル
グッズの販売や、井上涼氏のミニコンサート、サイン＆握手会を実施。こ
のほか、GW の思い出作りにピッタリのワークショップも開催！ 
 
【「びじゅチューン！」がやってくる！】 
●「びじゅチューン！」ミニコンサート・サイン＆握手会 

「びじゅチューン！」の作詞・作曲・うた・アニメすべてを手がけるアーティスト
井上涼さんをお迎えし、ミニコンサートとサイン＆握手会を実施します。 
〔日時〕4月 30日（日）11:30～／14:00～ 
※ミニコンサート各回約 40分 
※ミニコンサート終了後、サイン＆握手会を実施（各回 50名さま限定） 
〔場所〕ルミネ北千住 10F屋上 
〔出演〕井上 涼 
〔ミニコンサート、サイン＆握手会参加条件〕 
店頭ポスターまたはweb サイトをご参照ください。 
（http://www.lumine.ne.jp/kitasenju/） 

 
●「びじゅチューン！」ぺたぺた焼きワークショップ 
好きな色を塗って焼いて、世界でひとつだけのキーホルダーを作ります。 
〔参加費〕税込 700円 
※無料ルミネアプリ「ONE LUMINE」ご提示で 200円引き 
その他、番組のオリジナルグッズも販売します！ 

 
＜「びじゅチューン！」とは？＞ 
世界の「びじゅつ」を歌とアニメで紹介する番組。ポップな絵、奇想天外な歌詞、忘れられないメロディーが次々
に飛び出します。（放送日 火曜日 19:50～、再放送：水曜日 22:45～） 

 
【クリエイターズマーケット＆ワークショップ】 
様々なジャンルのクリエイターのハンドメイドアクセサリーや雑貨を販売する、 
マーケットや、ワークショップが登場！ 
 
●クリエイターズマーケット 
世界にたったひとつだけの、お気に入りアイテムをみつけよう！ 
〔日程〕5月 3日（水・祝）、4日（木・祝） 
〔時間〕10:00～16:00 
〔場所〕ルミネ北千住 10F屋上 
 
●クリエイターズワークショップ 
オシャレでキュートな自分だけのオリジナルアイテムを手作り♪ ※ルミネカードご提示で 500円引き！ 

■ドリームキャッチャーづくり 
好きなパーツを選んでカラフルな
ドリームキャッチャーを作ります。 
〔日程〕5月 3 日（水・祝） 
〔時間〕10:00～16:00 
随時参加可能 

〔場所〕ルミネ北千住 10F屋上 
〔参加費〕500円 or1,000 円 
（金額により選べるパーツが変わります） 

■アクリルアクセサリーづくり 
オリジナルのアクリルパーツでヘア
ゴムやミラーを飾ります。 
〔日程〕5 月 4 日（木・祝） 
〔時間〕10:00～16:00 
随時参加可能 
〔場所〕ルミネ北千住 10F 
〔参加費〕500円 or1,000 円 
（金額により選べるパーツが変わります） 

 
●”あべたかし GOLD＆キラキラみさこ”ライブ＆カホン体験 
慌ただしい日々の暮らしの中に見落としがちな小さな幸せや喜び、切
なさや悲しみ、それらの大切さを心にそっと歌いかける”あべたかし
GOLD＆キラキラみさこ”のライブを開催。ライブ後には、ペルー発祥の
木箱のような打楽器「カホン」の体験を！ 
〔日程〕5月 3日（水・祝）、4日（木・祝） 
〔時間〕11:30～／14:00～（各回約 30分） 
その他、冷たいドリンクやパンの販売とルミネ北千住館内のショップイベントも開催します。 

 

ルミネ北千住 
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「LUMINE OMIYA BONSAI WEEK」開催！ 
 
いまや世界が注目する日本の”BONSAI”。ルミネ大宮では、28 年ぶりに大宮で開催される世界盆栽大会にあ
わせ、「LUMINE OMIYA BONSAI WEEK」を開催します。期間中、照明とテラリウムを合体させた作品で話題
の植栽家Re:planterの村瀬貴昭氏による装飾がウィンドウを飾るほか、「盆栽」や「グリーン」などをテーマにしたワ
ークショップ・イベントを開催します。 
 
【Re:planterの村瀬貴昭ウィンドウディスプレイ】 
〔期間〕4月 22日（土）～5月 7日（日） 
〔場所〕ルミネ大宮 ルミネ 2 2F JR大宮駅中央通路に面したショーウィンドウ 
〔イメージ〕真っ白な空間に吊るされた、球内で成熟していく Space Colony を
覗き込むとまるで小宇宙のような、生命力を感じることができます。京都市在住
の植栽家 Re:planter 村瀬貴昭さんが手がけたウィンドウディスプレイが期間限
定で登場。 
 
【盆栽・グリーン ワークショップ】 
 

女子クリエイターたちが、心から共感できるモノ・コトを発信する WEB マガジン「箱庭」プロデュースのワークショップを
開催。現代のライフスタイルに取り入れやすい、オシャレでカワイイアイテムを作ったり、素敵な技を習ったり、盆栽や
グリーンにまつわるスタイルを提案します。また、ルミネ 2 4F イベントスペースでは、館内のショップによるワークショップ
を開催。 
■自分だけの小さな庭を作ろう（箱庭主催） 

国産ひのきでできた枡を器に、
苔・石・砂を用いて、自分だけ
の小さな”こけ庭”を作ります。
小さな世界を作る楽しさ、イン
テリアとして飾る楽しさをぜひ。 
〔日程〕4 月 29 日（土・祝）

30 日（日） 

〔時間〕各日13:00～／15:00

～／16:30～（29 日のみ） 

（約 45分） 

〔参加費〕税込 1,500 円 

〔参加方法〕事前予約制(箱庭サイトの申込ページより先着順) 

■日本茶インストラクターによる新茶の淹れ方講座
(一葉主催) 
新茶の美味しい淹れ方を楽しみ
ながら学べます。お茶を二煎目ま
で味わった後に、茶葉を召し上が
っていただきます。旬の新茶の味
を存分にお楽しみいただけます。 
 

〔日程〕5 月７日（日） 

〔時間〕14:00～／16:00～（約 60 分） 

〔参加費〕税込 500 円 

〔参加方法〕予約可/空きがあれば当日参加可 

■自分でつくる！こけだまワークショップ（無印良品主催） 

自分で選んだ植物を、土と苔で包
んでこけだまを作ります。自分だけの
こけだまで「インテリアグリーン」のある
生活を。 
〔日程〕5月 3日（水・祝）4日（木・

祝） 

〔時間〕各日 12:00～／15:00～

（約 60分） 

〔参加費〕税込 1,900 円 

〔参加方法〕事前予約制(店頭または店舗へ TEL)  

■カラフルサマーブレスレットづくり(貴和製作所主催) 

大人気のマリンチャームとガラスビーズを使ってカラフルな
ブレスレットを作ります。お好きなチャーム・ビーズ・コードを
選んで自分スタイルに。 
〔日程〕5 月 5 日（金・祝）～7 日

(日) 

〔時間〕12:00～18:00 

(所要時間約 20 分) 

※最終受付 17:30 

〔参加費〕税込 1,500 円 

〔参加方法〕当日会場にて随時受付 
 
 
 

 
 

 

ルミネ大宮 

【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） 
ルミネ立川 Tel. 042-527-1411（代表） 
ニュウマン新宿 Tel.03-3352-1120（代表） 
ルミネ荻窪 Tel. 03-3393-3751（代表） 
ルミネ北千住 Tel. 03-3888-7552（代表） 
ルミネ大宮 Tel. 048-645-1411(代表) 
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