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＜Press Release＞                              2017年 8月 25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、2017 年

秋のリニューアルを実施いたします。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、日常を彩る雑貨のほか、今注目のグルメなど、自分らしいライフスタイルやシー
ンを演出するショップが登場します。デビュー間もない、ルミネがみずから手がけるアパレルブラン
ド「シーナリー」や「リムオブジンズ」も好評で、新店舗「アディナ ミューズ」が登場します。 
 
【ルミネ新宿】 
 ファッション：「シティショップ」、「リムアーク」、「エトレトウキョウ」 
 ライフスタイル雑貨：「ビューティー・オプティカル・サロン（アイウェア）」、 

「ブルーノ」 
 コスメ：「メイクアップフォーエバー」 
 カフェ：「猿田彦珈琲 と ティキタカ アイスクリーム のお店」 

 
【ルミネエスト新宿】 
 コスメ：「クリマレ バイ ディーホリック」 
 スイーツ：「ドウ」 
 ビーズ・アクセサリー：「アトリエ バイ パーツクラブ」 

 
【ニュウマン新宿】 
 コスメ＆ライフスタイル雑貨：「シロプラス」 

 
【ルミネ大宮】 
 食品・雑貨：「アコメヤ トウキョウ」 

 
【ルミネ共同開発ブランド】 
「アディナ ミューズ」、「シーナリー」、「リムオブジンズ」 

 
■LUMINE NEW SHOP OPEN 2017 AUTUMN情報特設サイト 

http://www.lumine.ne.jp/newshop/ 

 
 

 
 「CITYSHOP（シティショップ）」 〈ファッション〉 9月 7日（木）オープン 
 

キーワードは「My Beautiful CITY LIFE」。身体がよろこぶオーガニックな食
事。しなやかな体幹を手に入れるためのワークアウト。一緒に歳を重ねたいプロ
ダクツを大切に少しずつ。そしてファッションはセンシュアルでクリーン、そこにストリ
ートモードをミックスさせるのが CITYSHOP らしさ。忙しく欲張りに生きる女性が、
‘理想の自分’になるためのニュースタンダードを発信いたします。 
 
 場所：ルミネ新宿 ルミネ 1 1F 
 http://cityshop.tokyo/ 
 

 「RIM.ARK（リムアーク）」 〈ファッション〉 9 月 7 日（木）オープン 
 
しっかりとした芯を保ち続け、凛とした強さを持った確立している女性像がイメージ。 
無駄なものが削ぎ落とされたSIMPLE＆BASICに時代のファッショントレンドを取り
入れ、上質感と知性を感じさせるミニマルシックなファッションを提案します。 
 
 場所：ルミネ新宿 ルミネ 2 2F 
 http://www.rim-ark.jp/ 

 

ルミネ新宿／ルミネエスト新宿／ニュウマン ほか 

ルミネ 2017年秋 約180ショップ大リニューアル 

ルミネ新宿は 22 のニュー＆リニューアルショップが登場！   注目のショップをピックアップ！ 

ルミネ初 

ルミネ初 
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 「ETRÉ TOKYO（エトレトウキョウ）」 〈ファッション〉 9 月 7日（木）オープン 

 
一人の女性が暮らす空間をイメージし、長く愛着の持てる商品や厳選された
上質な商品を取り揃え、訪れた方の生活を演出するライフスタイルストア。
「CITY」「BEAUTY」「HOME」「TRAVEL」の4つのシーンにフォーカスし、ファッ
ションから生活雑貨まで、トキメキやワクワクが感じられる提案をしていきます。 
 
 場所：ルミネ新宿 ルミネ 2 2F 
 https://etretokyo.jp/ 

 
 
 「Beauty Optical Salon（ビューティー・オプティカル・サロン）」  

〈ライフスタイル雑貨：アイウェア〉 9 月 7 日（木）オープン 
 

私らしくいられる。リラックスできる。いつもより自分に自信が持てる。 Beauty 
Optical Salon では「ここに来れば、いつだって鏡を見るのが楽しみになる」と
言っていただけるよう、専属の BOA（ビューティー・オプティカル・アドバイザー）
が、あなたをドキドキさせるお手伝いをいたします。明日が待ち遠しくなるお顔を
クリエイトするアイウェア専門店、それが Beauty Optical Salon。 
 
 場所：ルミネ新宿 ルミネ 2 2F 
 http://www.beauty-optical-salon.com 

 
 「BRUNO（ブルーノ）」 〈ライフスタイル雑貨〉 9 月 7 日（木）オープン 
 

「BRUNO（ブルーノ）」は、愉しみ上手な大人が集い、生まれた、ライフ
スタイルブランド。 
たとえば、ビーチサイドを仕事場に、いつもの食卓をパーティに、インテリアを
ファッションの一部に変えてしまう、“変幻自在”で“愉しさ重視”のライフスタ
イルが BRUNO 流。人生を贅沢に、愉しみたい。欲張りな大人のための
ニュースタンダードの誕生です。 
 
 場所：ルミネ新宿 ルミネ 2 5F 
 http://idea-in.com/bruno/ 

 
「MAKE UP FOR EVER（メイクアップフォーエバー）」 〈コスメ〉 9月7日（木）オープン 

 
1984 年にフランス・パリで誕生した、メイクアップフォーエバー。4K映像対応
をコンセプトとしたウルトラ HD シリーズや、シンクロナイズドスイミングのために
開発されたウォータープルーフのアクアXLシリーズなど、幅広い色と質感、鮮
やかな発色、色持ちの良さに優れたアイテムは、世界中のステージや撮影
スタジオ、ファッションショーのバックステージなどで使われるだけでなく、一般の
お客さまからの人気も集めています。 
 
 場所：ルミネ新宿 ルミネ 2 2F 
 http://www.makeupforever.jp/ 

 
「猿田彦珈琲  と ティキタカ アイスクリーム のお店」  

〈カフェ〉 8 月 29 日（火）オープン 
 

東京・恵比寿が創業の「猿田彦珈琲」。 
「たった一杯で幸せになるコーヒー屋」を目指してきましたが、さらなるひととき
をたくさんの方に楽しんで頂きたい一心で、大人も子どもも楽しめるアイスク
リーム屋を併設しようと思いつきました。「心に触れるおいしさを提供する」を
テーマに、自由な遊び心に溢れたティキタカアイスクリームをぜひお楽しみくだ
さい。 
 
 場所：ルミネ新宿 ルミネ 1 1F 
 http://www.sarutahiko.co/ 

 

ルミネ初 

新ブランド 

新ブランド 

ルミネ初 

ルミネ初 
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ルミネのアプリ「ONE LUMINE」をダウンロード＆よく行くルミネに「ルミネ新宿 ルミネ 1」または「ルミネ新宿 ルミネ 2」
をご登録のお客さま対象に、ルミネ新宿の NEW SHOP をいち早くチェックできるパーティへご招待！ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
「CREE`MARE by DHOLIC（クリマレ バイ ディーホリック）」  

〈コスメ〉 9 月 13日（水）オープン 
 
アパレルブランド 「DHOLIC 」から新業態のコスメセレクトシ ョ ップ
「CREE`MARE by DHOLIC」がデビュー！着替えるようにコスメを楽しむ
“ビューティークローゼット”をコンセプトに持っているだけで幸せな気持ちになれ
るフォトジェニックな美容アイテムや新進気鋭のコスメブランドをいち早く紹介。 
 
 場所：ルミネエスト新宿 ３F 
 http://www.dholic.co.jp/ 

 
「DOU（ドウ）」 〈スイーツ〉 9 月 13 日（水）オープン 

 
和洋折衷の味わいが楽しめる新感覚の生どら焼き。どら焼きでは珍しい別立て
製法で作り店頭で蒸しあげたふんわり食感のスポンジ生地に北海道産の牛乳
を使用した口どけなめらかな軽い生クリームと最高級小豆「雅」を丁寧に少量
ずつ炊きあげた香り高い粒あん、北海道で栽培された雪のように真っ白な「はく
ちょうもち」を使ったもちもち食感の求肥を絶妙なバランスでサンド。工房一体
型の店舗で作りたてをご提供いたします。 
 
 場所：ルミネエスト新宿 B1 
 https://namadorayaki.com/ 

 
 「Atelier by PARTS CLUB（アトリエ バイ パーツクラブ）」  

〈ビーズ・アクセサリー〉 9 月 7 日（木）オープン 
 
種類豊富なビーズやアクセサリーパーツの中からお気に入りをチョイス！店内
の「手作りスペース」を利用してショッピングの合間にハンドメイド楽しんでみま
せんか？作り方やパーツの選び方をスタッフが丁寧にレクチャーいたします。
作り方の無料レシピもご用意しております。 
 
 場所：ルミネエスト新宿 4F 
 http://www.partsclub.jp/ 

 
  
  

「shiro+（シロプラス）」 〈コスメ〉 9 月 9 日（土）オープン 
 

自然の素材をシンプルに配合したコスメティックやスキンケアと、柔軟剤やクリー
ナーなど心地よい香りをライフスタイルに取り込むホームケアをご提案する“shiro＋”。
毎日の生活にストレスフリーな使い心地のホームケアアイテムと、がごめ昆布や
酒かす、亜麻仁油など素材の力を最大限引き出してつくるスキンケア、カラーバ
リエーション豊富なスキンケア発想のメイクアップを揃えます。 
 
 場所：ニュウマン新宿 M２ 
 https://shiro-shiro.jp/ 

ルミネエスト新宿は約 40のニュー＆リニューアルショップが登場！   注目のショップをピックアップ！ 

 
 
CUSTOM GREEN meets ELIN 
シグネチャーブランドでもある ELIN のディレ
クター榎本実穂が来店！1 日限りの五感
で楽しむ特別なCITY SHOP体験を実施。 

 
 

ディレクター来店イベント 
ディラクター中村真里の来店イベントを
開催！スペシャル限定ノベリティプレゼン
トやオープン記念限定アイテムも発売！ 

 
 
ETRÉ TOKYO PRE-OPEN EVENT 
税抜\25,000以上お買い上げのお客さまに、マ
ルシェバッグをプレゼント！また、当日はディレク
ターJUNNAが接客させていただきます。 

ニュウマン新宿は 2 つのニューショップが登場！   注目のショップをピックアップ！ 

【LUMINE SHINJUKU OPENING RECEPTION PARTY】13 ショップで開催！ 
2017 年 9 月 6 日（水）14:00～21:00（最終受付 20:30） 

（http://lumine.webcatalog.jp/shinjuku_orp/） 
 

新ブランド 

ルミネ初 

新ブランド 

新ブランド 
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「ACOMEYA TOKYO（アコメヤ トウキョウ）」 〈食品・雑貨〉 9月 9日（土）オープン 
 

お釜の蓋を開けた瞬間に溢れ出る、あたたかい湯気。そこに現れる、ツヤツヤと
輝く白いごはん。炊きたてのごはんをお茶碗に盛り、手にとる。それは日本人が
「しあわせ」を感じる瞬間。「AKOMEYA TOKYO」は、その瞬間をあなたに。米
屋であって、米屋でない場所。一杯の炊きたての白いごはんから、つながり広が
る「しあわせ」を。 
 場所：ルミネ大宮 ルミネ 2 ２F 
 https://www.akomeya.jp 

 

 
 

【ADINA MUSE（アディナ ミューズ）】 
2017年9月１日（金）ルミネ新宿 ルミネ２ 2F オープン！ 

9月2日（土）ルミネ有楽町 ルミネ1 2F／ルミネ横浜 2F オープン！ 
9月7日（木）ルミネ北千住 4F オープン！ 

 
「アディナ ミューズ」は本物志向な現代を生きるハイエンドな女性が憧れる、レディとハン
サムを兼ね備えた、ヨーロッパの大人オシャレな女性をイメージしています。シンプルであり
ながらトレンドをおさえた、大人っぽさも女っぽさも取り入れたデザインで、オシャレ感度が
高い全てのハイエンドな女性のライフスタイルを格上げする、新しいハンドバッグブランドで
す。販促計画などブランドづくりに関わるすべての過程をルミネとダイアナの２社で行い誕
生したブランドです。 

 
 http://www.adinamuse.com 

 
 

【SHENERY（シーナリー）】 
2017年9月4日（月）ルミネ有楽町 ルミネ1 B1 オープン！ 

 
“SHENERY”は、美しい景色という意味の「SCENERY」と、彼女を意味する「SHE」を
合わせて生まれた名前。「Clean Casual」「Elegant」「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「キレイカジュアル」なスタイリングを提案します。 

〈既存ショップ〉ルミネ新宿、ルミネ池袋 
 http://www.palcloset.jp/shenery/ 

 
【rim of jins（リムオブジンズ）】 
2017年9月13日（水）ルミネ町田 1F オープン！ 

 
メガネを彩る縁（リム）のように、メガネまわりをもっと楽しんで欲しい。そんな想いから、ファ
ッション性の高いメガネやサングラスを中心に、オリジナルケースやセリート、メガネの素材を
使ったアクセサリーなどの周辺雑貨を展開いたします。アイウエアとしてメガネの着替えを楽
しむのは勿論、メガネの世界の楽しさやかわいらしさを、あなたのスタイルに合わせて見つけ
て下さい。                              〈既存ショップ〉ルミネ新宿 
 http://www.jins.com/jp/rim-of/ 

 

※ 本リリースは、2017 年 8 月 25 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） 

「ルミネエスト新宿」 Tel. 03-5269-1111（代表） 

「ニュウマン新宿」 Tel.03-3352-1120（代表） 

「ルミネ有楽町」 Tel. 03-6268-0730（代表） 

「ルミネ町田」 Tel. 042-739-3111（代表） 

「ルミネ大宮」 Tel. 048-645-1411（代表） 

「ルミネ横浜」 Tel. 045-453-3511（代表） 

 

ルミネ共同開発ブランド出店数拡大！ 

ルミネ大宮は 15 のニュー＆リニューアルショップが登場！   注目のショップをピックアップ！ 

エリア初 

新ブランド 

エリア初 

エリア初 
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