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＜Press Release＞            2017 年 8 月 18 日 

 

 

 

 
株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森本雄司）は、8 月のプレミアム

フライデーから始まる週末に、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、「ココルミネマルシェmeets信州」を開催します。信州（長野）
の空と大地と風が育んだ、さまざまな実りが並ぶ、緑あふれる心地よい空間が JR 新宿駅ミライナタワ
ー改札外に登場します。信州生まれの果物、野菜、加工食品やお酒の販売のほか、お子さまとご一
緒に楽しめるワークショップも開催いたします。 

また、ルミネ各館では、プレミアム体験イベントや、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。 

 

 
 
自然の恵みがあふれる信州の世界がマルシェになって新宿に登場！ 

 
夏の太陽と農家さんの愛情をたくさん浴びて育った実りが、ニュウマン新宿で開催する「ココルミ
ネマルシェmeets信州」に集まります。みずみずしい果物や野菜を、地元長野で信州の魅力を
発信する商業施設MIDORI（ミドリ）がセレクト。素材を活かした信州ならではの加工食品
や、丹精こめて醸したお酒などが集まる「ココルミネストア」の出店、ワークショップも楽しめる阿智
村の魅力を伝えるブースなど、信州の魅力がたくさん詰まったマルシェです。新宿の喧騒から隣り
合わせとは思えないほど、穏やかで緑があふれる空間です。 
 

【開催概要】 
〔開催期間〕2017年8月25日（金）～27日（日） 
〔開催時間〕8月25日（金）12:00～19:00 

8月26、27日（土・日）10:00～16:00 
〔場 所〕JR新宿駅ミライナタワー改札外（ニュウマン新宿 2F エントランス前） 
 

信州の豊かな自然をテーマとした空間演出 
「ココルミネマルシェmeets信州」の会場は、爽やかな風が感じられる緑あ
ふれる空間です。SOLSOFARMにより植栽で演出され、リラックスしなが
らお買い物をお楽しみいただけます。 
 
＜SOLSOFARM＞ 
話題のショップや商業施設などの植栽演出で人気の植物のプロ集団
「SOLSO」が運営する、グリーンライフスタイルショップ。 

信州で活躍のデザイナーを起用 
「ココルミネマルシェmeets信州」のアイコンデザインは、長野を拠点に活
躍する太田伸幸氏を起用。マルシェのイメージである”テント”をモチーフ
に、そこに集まる多彩な魅力を、いろとりどりのカラーで表し、ココルミネマル
シェならではの賑わいを表現。 
＜太田伸幸＞ 
1981年長野県出身。2014年に株式会社KICHIを共同設立。長野
と東京で広告制作をしながら、長野市で2009年から数名でシェアオフィ
スの運営などもしています。 

 
【MIDORI＠マルシェ 取り扱い商品イメージ】 
JR 長野駅直結の商業施設 MIDORI が川中島白桃など、旬の野菜・果物を地元生産者の皆さまとともにセレクト。
信州の旬のおいしさが詰まったフレッシュな野菜、果物、加工品が並びます。 

 
 
 
 
 
 
 
 

ルミネで出会う・楽しむ ８月のプレミアムフライデー 

「ココルミネマルシェ meets信州」＠新宿開催！ 
ルミネ各館にてプレミアム体験＆お得サービスを実施 

「ココルミネマルシェmeets信州」

開催 

※天候などにより取り扱い商品が予定と異なる場合がございます。 
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【ココルミネストア＠マルシェ】 
JR新宿駅直結の商業施設NEWoMan（ニュウマン）のエキナカで、日本のものづくりのすばらしさを発信する「ココルミネスト

ア」が、ココルミネストアならではの、こだわりのセレクトアイテムを携えてマルシェに出店します。信州の美味しいものや、“星が最も

輝いて観える場所”として環境省に認定された長野県阿智村の「星の里限定オリジナルグッズ」など、自慢の逸品が並びます。 
 

 
＜おすすめアイテム＞左から 
・信州川中島ファクトリー あかつき＆ナガノパープルミックスジュレ 税抜 1,000 円 
・信州川中島ファクトリー 川中島白鳳＆シャインマスカットミックスジュレ 税抜 1,000 円 
・HIRUGAMIYAGE 昼神温泉水ミスト 80g 税抜 1,204 円 
・天空の楽園オリジナル双眼鏡 税抜 3,704 円 

 

【親子で楽しめるワークショップ開催】 
“星が最も輝いて観える場所”として環境省に認定された長野県阿智村の PR ブースでは、
星空をより身近に感じていただけるよう、夜空を駆ける星座たちを見つけ出すための「星座
早見盤」を作るワークショップを開催いたします。満天の星空に出会える旅行でも、お子さ
まの夏休みの自由研究としても、きっと大活躍！ご家族ご一緒のご参加も大歓迎です。 
 

〔タイトル〕ふれてみよう星座早見盤☆ 
〔日時〕8 月 25 日(金)13:00～18:00 

8 月 26 日(土)、17 日(日)11:00～15:00 
※上記時間帯にて随時参加可能 

〔所要時間〕約 10 分 
〔参加費〕税込 300 円／回 
＊作成の星座早見盤はお持ち帰り可能です。 

 
そのほか、税込 1,500 円以上お買い上げのお客さまに、抽選で「阿智村グッズ」などのプレゼントも。 
 

阿智村とは・・・長野県の南端にあり、“美肌の湯”とも呼ばれる「昼神温泉」と「花桃の里」で知られる、「星が最も輝いて観
える場所」として第１位に認定された（2006 年環境省実施）星空の美しい山あいの静かな村。 

 
 

「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。 

 
＜ココルミネストア情報＞ 
〔場所〕JR 新宿駅直結甲州街道改札すぐ 「NEWoMan(ニュウマン)」 ２Ｆ エキナカ（駅構内／要入場券 or 乗車券） 
〔営業時間〕平日 8:00～22:00／土日祝 8:00～21:30 
〔コンセプト〕日本と世界が繋がる場所「新宿」から、日本のものづくりの素晴らしさを発信 ～新宿から地域へ、新宿から世界へ～ 
〔店舗運営〕株式会社ルミネアソシエーツ 

〔公式ホームページ〕www.lumine.ne.jp/kokolumine/ 

 

 

 
 

真夏でも涼しい高冷気候の軽井沢では、夏には朝霧が高原を包みます。たちこめる霧によ
って乾燥から守られ、やわらかさと甘みを増していく野菜たちは、「霧下野菜」とよばれ、人気
を集めています。そんな新鮮な霧下野菜と、こだわりの詰まった無添加の加工品を集めた
『軽井沢発地市庭（ほっちいちば）』が、ホームから直接アクセスできる、ニュウマン新宿エ
キナカに期間限定で登場します。なかなか手に入らない軽井沢生まれの逸品たちが、とって
も身近なエキナカにやってきます。 

 
〔期間〕2017 年 8 月 16 日（水）～31 日（木） 
〔時間〕平日：8:00～21:30、土・日・祝：8:00～21:00 

※8 月 16 日（水）のみ 11:00～21:30 
〔場所〕ニュウマン新宿 2F エキナカ イベントスペース 

ニュウマン新宿エキナカ「軽井沢発地市庭（ほっちいちば）」開催！ 
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【ルミネ荻窪】 夏の疲れを秋まで持ち越さないセルフメンテナンス「夏の終わりの夜ヨーガ」開催！ 

 

ルミネ荻窪では、8 月のプレミアムフライデーに、「夏の終わりの夜ヨーガ」を開催いたします。厳しい

暑さや熱疲労など、過酷な夏を乗り切るために頑張った身体には、疲れがたまってしまっているかもし

れません。そんな疲れを秋まで持ち越さないよう、夏の終わりのセルフメンテナンスは重要です。自宅

でできるセルフケア方法のレクチャーも交えた、プレミアムなヨーガ体験をお楽しみください。 

 

〔場所〕ルミネ荻窪 7F ルミネサロン 

〔日時〕8月25日（金）19:00～20:00 

〔定員〕20 名 ※事前申込制 

〔参加費〕ルミネカード会員：税込 500 円／一般のお客さま：税込 1,000 円 

〔申込〕１F インフォメーションカウンター 

 

【ルミネ荻窪】 この夏最後のプレミアムフライデーは「Roof Top Gramping Party」で盛り上がろう！ 
 
ルミネ荻窪では、この夏最後のプレミアムフライデーに、「Roof Top Gramping Party」を開
催いたします。ルミネ荻窪の屋上は、この日かぎりの非日常の空間に！ 
今話題の、グラマラス(豪華な)とキャンプを組み合わせた新しいキャンプスタイルの“グランピング”
のプチ体験ができるパーティを開催します。インスタジェニックなコットンテントを設置し、テントの中
で、女子に大人気のスモアや軽食、ドリンクなどをご用意し、都会の空のもとで、ひとときの非日
常空間へと誘います。“ドレスコード「白」”もフォトジェニックでグランピングを盛り上げます。 
 

〔場所〕ルミネ荻窪 7F 屋上 ※雨天の場合は７Fルミネサロン2 

〔日時〕8月25日（金）18:30～20:30 

〔定員〕8 名 ※事前申込制 

〔ドレスコード〕ホワイト（白のトップスまたは白ベースのコーディネイト） 

〔参加費〕税込 3,000 円 ※ワークショップ参加費を含む 

〔申込〕１F インフォメーションカウンター 
 

【ワークショップも開催】 
■インスタジェニック！ 今話題の“透明フラワーピアス＆イヤリング”づくり 
小さなドライフラワーを、透明樹脂の中にとじ込めてつくる、今話題のアクセサリー。 
透け感が軽やかでありながらも、小さなお花がキラキラしてとっても華やか。 

 
 

 

 
 【ルミネ新宿】 ８つのレストラン＆カフェでプレミアムフライデー特典をご用意！ 
  
ルミネ新宿のレストランやカフェでは、プレミアムフライデーの8月25日（金）限定で、ワンドリンクのサー
ビスや、スペシャルプライスメニューなどをご用意し、プレミアムフライデーを盛り上げます。 
 
 
 

ショップ名 フロア 特典種別 特典内容 条件・備考 

アフタヌーンティー・ラブアンドテーブ
ル 

ルミネ 1 
4F 

DRINK 
Present 

ハートランド１杯 
17:00～ハッピーセットをご注文の
先着 10 名さま限定 

神戸・六甲道 ぎゅんた 
ルミネ 1 

6F 
DRINK 
Present 

夏のフルーツカクテル 1 杯 
 

華菜樓 
ルミネ 1 

7F 
Special 
Price 

1,000 円で 15 種類飲み放題 15:00～18:00 限定／60 分 

つばめグリル 
ルミネ 1 

7F 
Special 
Price 

自家製ソーセージ 生小セット 
\853／生中セット\1,058  

プレミアムイベント開催！ 

レストラン＆カフェのプレミアム特典！ 
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mango tree café 
ルミネ 1 

7F 
Special 
Price 

グラスビール／スパークリングワイ
ン \400 

16:00～18:00 限定 

大かまど飯 寅福 
ルミネ 1 

7F 
Special 
Price 

ドリンク\324 16:00～18:00 時限定 

ヴェトナムアリス 
ルミネ 1 

7F 
DRINK 
Present 

グラススパークリングワイン 1 杯 
合言葉「プレミアムフライデーのサー
ビスお願いします」／先着 15 名さ
ま限定 

ラ・メゾン アンソレイユターブル 
ルミネ 2 

5F 
DRINK 
Present 

ビール or グラスワイン 1 杯 プライムタルトセットご注文 

※価格はすべて税込です。 

 

 
【ルミネ横浜】 12のレストラン＆カフェでプレミアムフライデー特典をご用意！ 

 
ルミネ横浜のレストランやカフェでは、プレミアムフライデーの8月25日（金）限定で、ワンドリンクのサービスや、 
スペシャルプライスメニューなどをご用意し、プレミアムフライデーを盛り上げます。 
 
 
 
 
＜8月25日(金)15:00～18:00限定サービス＞ 

ショップ名 フロア 特典種別 特典内容 備考 

ヴィレッジヴァンガード ダイナー 6F 
Special 

Price 
カールスバーグ \250 通常価格\450 

アマポーラ 6F 

Drink 
Present 
Spcial 
Price 

ランチ：ワンドリンク 

ディナー：お食事 10%OFF 

ランチタイム：15:00～16:00 

ディナータイム：16:00～18:00 

シャッターズ 6F 

Drink 
Present 
Spcial 
Price 

ランチ：コーヒーor 紅茶 or グラス

ワイン 1 杯 

ディナー：お食事 10%OFF 

ランチタイム：15:00～16:00 

ディナータイム：16:00～18:00 

オッティモ シーフード ガーデン 6F 
Special 

Price 

樽生スパークリングワイン飲み放

題 90 分\1,500 
ラストオーダー18:00 

マルモキッチン 6F 
Drink 

Present 
ワンドリンク お食事 or デザートご注文 

mango tree café 6F 
Drink 

Present 

スパークリングワイン or マンゴージ

ュース 
お食事のご注文 

黒ぶたや 7F 
Drink 

Present 
ワンドリンク＆肉増量 しゃぶしゃぶセットのご注文 

ラ・メゾン アンソレイユターブル 7F 
Drink 

Present 
ビール or グラスワイン１杯 プライムタルトセットご注文 

土古里 7F 
Special 

Price 

生ビール\390、サワー各種

\290、ワイン\290 
通常価格より 35～40％OFF 

石塀小路 豆ちゃ 7F 
Drink 

Present 

スパークリングワイン or ソフトドリン

ク 
コースのご注文 

バルバラ ア ターブル 7F 
Special 

Price 
フレンチフライポテト半額  

牛たん炭焼 利久 7F 
Special 

Price 
ドリンク全品\100 お食事ご注文 

※価格はすべて税抜です。 
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         ネット通販 アイルミネ「PREMIUM GOURMET 4 DAYS」開催！ 

 
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から
始まる４日間限定で、食を彩る「PREMIUM GOURMET 4 DAYS」を開催いたします。 
期間中にアイルミネにてご利用いただける 300円クーポンもプレゼント！ 
ますますオトクでプレミアムな 4 日間です！ 
 

〔期間〕8 月 25 日(金)12:00～28 日(月)23:59 

〔URL〕https://i.lumine.jp/contents/1708_foodpremium 

 
秋の訪れを感じ、夜が少しずつ長くなるこの季節は、いつもよりちょっと贅沢なテーブル
を囲むのにピッタリ。大切な人とのおうちディナーや、気の合う仲間とのホームパーティを
応援します。i Lumine では信州発祥の”サンクゼール”や”久世福商店”、ワインの専
門店”エノテカ”、グロッサリーが豊富な”成城石井”など、こだわりの一品を取り揃えて、
期間限定の特別プライスで登場します。 
 
 
 

 
【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） 
ルミネ新宿 Tel. 03-3348-5211（代表） 

ルミネ荻窪 Tel. 03-3393-3751（代表） 
ルミネ横浜 Tel. 045-453-3511（代表） 

 
 

ネット通販の特典情報！ 

https://i.lumine.jp/contents/1708_foodpremium

