＜Press Release＞

2017 年 10 月 5 日

「LUMINE×ファッション誌 GINZA」が初共演！

LUMINE SPECIAL DAYS 「TOKYO MIX CULTURE」
お金では買えないスペシャルな 6 種類の体験をプレゼント！
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、
イベントなど、ファッションを楽しむきっかけが多いこの秋のシーズンに合わせ、
「LUMINE SPECIAL DAYS – TOKYO MIX CULTURE -」を 2017 年 10
月５日（木）～11 月 13 日（月）の期間、ルミネ全館にて開催します。
王道だけでなく、ディープなモノ・コトを積極的に取り込み、クリエイティブで生き生き
とした生活が好まれる昨今。ルミネでは、ファッションだけにとどまらず、既存ジャンルに
縛られない自由で自分らしいミックス感を楽しむ秋を提案します。

【TOKYO MIX CULTURE】
今回の施策は、ファッション・モード・メイク・ヘアに限らず、カフェやレスト
ラン、映画などをハイクオリティに MIX し、世に提案するファッション誌
GINZA とタッグを組みました。お客さまにあらゆるカルチャーを MIX し
て自分らしく楽しんで頂くため、「TOKYO MIX CULTURE」と冠し、ルミネ各館にて、さまざまな施
策を展開いたします。
 特設サイトはコチラ → http://ginzamag.com/special/2017/lumine/
イメージムービーで、様々な人々が「カラオケ」を熱唱。「まさかこの曲を!?」という選曲です。

＜Special Pick Up＞
■GINZA 編集部と考えたプレゼントキャンペーン！「当たれ、ルミネガールズ！」
あらゆるカルチャーをミックスして自分らしく楽しむのが「TOKYO MIX CULTURE」。
この「TOKYO MIX CULTURE」を体感できる、FLOWER／BOOK／FASHION／DINNER／MUSIC／ART
などの６種類の体験型プレゼントをご用意しました。このほか、「キレイな秋、美しくなるための MIX ギフト」も！
■新しいスタイルの都市型マーケット「LUMINE ZERO MARKET」開催！
つくる／買う／歌う／観る／聴く／食べる、などのあらゆるジャンルが MIX された、“TOKYO STREET”をコンセプトに
したマーケットを、新宿駅直結のルミネゼロで開催！
■スタイリスト高山エリ氏による「MIX STYLE」をテーマとした特別講座を開催！
今回の「LUMINE ZERO MARKET」に出店し、当日会場では自ら「ファッション相談室ブース」も手がけるスタイリス
ト高山エリ氏を招き、さまざまな視点から”MIX STYLE”を紹介！

お金では買えないスペシャルな体験をプレゼント！
GINZA 編集部と考えたプレゼントキャンペーン！「当たれ、ルミネガールズ！」
あらゆるカルチャーをミックスして自分らしく楽しむ「TOKYO MIX CULTURE」。そ
れを体感できる、FLOWER／BOOK／FASHION／DINNER／MUSIC
／ART などの６種のプレゼントを GINZA 編集部と企画しました。
〔企画名〕

GINZA 編集部と考えたプレゼントキャンペーン！
「当たれ、ルミネガールズ！」
〔応募期間〕 2017 年 10 月 5 日（木）～11 月 13 日（月）
〔実施場所〕 ルミネ全館 ※ニュウマン・アイルミネを除く
〔応募方法〕 ルミネカードにて、1 レシート税込 5,000 円以上お買い上げの上、
特設 web サイトより応募。
※期間中何回でもご応募いただけます。
〔特設サイト〕http://ginzamag.com/special/2017/lumine/
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【世界に１つだけの特別なプレゼント体験を！】各１名さま
素敵なプロフェッショナルたちが、あなたのためだけに心のこもったサービスをプレゼントいたします。お金では買えない 6
種類のスペシャルな体験をお届けいたします。特設 web サイトでは、この６種類のプレゼントを手がける 6 人のプロ
フェッショナルたちのインタビュー記事を、６週にわたって順々に、毎週公開してまいります。

ART

FLOWER

「あなたに毎月花を贈りましょう」

贈りたい人(家族、友達、自分でも OK)とのエピソードを教えてください。フローリスト越智康貴さんがエピソ
ードにぴったりの花を選定し、お手紙とともに、毎月 1 回、6 ヶ月にわたってお届けします。
＜越智 康貴さんプロフィール＞
1989 年生まれ。2011 年に〈ディリジェンスパーラー〉を始動。2016 年 3 月に東京・表参道
に旗艦店をオープンした。目を引く長身ながら「声と態度は小さく」がモットー。ブランドや企業
広告の装花や造園なども手がけるほか、文筆など活動は幅広く ginzamag.com の連載
『花咲くかげに』も人気。

BOOK

「あなたが主人公になった本を書きましょう」

FASHION

「あなたのパーソナルスタイリングをしましょう」

あなたのこれまでの人生やエピソード、大切にしていることを
教えてください。文筆家の五所純子さんが、世界にひとつだ
けの本に仕上げてお贈りします。

あなたの仕事やキャラクターを教えてください。スタイリストの
湯浅美知子さんが、あなたにあった服をルミネのお店から選ん
でプレゼントいたします。

＜五所純子さんプロフィール＞

＜湯浅美知子さんプロフィール＞
スタイリスト青木千加子さんに師事後、
独立。ファッション誌をはじめカタログ、広
告などで活動中。今回のキャンペーンの
キービジュアルのスタイリングや、ルミネ新
宿のショーウィンドウのスタイリングもてがけ
ています。

文筆家。1979 年生まれ。著書に『ス
カトロジー・フルーツ』（天然文庫）、
共著に『１９９０年代論』（河出書
房新社）、『心が疲れたときに観る映
画』（立東舎）をはじめ、映画や文
芸の領域で寄稿多数。日めくり日記
「ツンベルギアの揮発する夜」を boid
マガジンにて連載中。

DINNER

MUSIC

「あなたにぴったりのディナーを
作りましょう」

「あなただけの歌を作って演奏
しましょう」

恋人、家族や友人との記憶に残るシー
ンや夢を教えてください。あなたと、大切
な人のために、特別なディナーをお作り
します。

あなたの人生や、記憶に残る思い出を
教えてください。世界にひとつだけの、あ
なたのオリジナルソングをお作りします。

ART

「あなたのポートレート作品を創りましょう」
あなたの顔は、あなたがいままでの人生を懸命に生きた証で
す。アーティストデュオの Nerhol が、あなたのポートレート
作品をお作りします。

【世界に一つだけの特別な 6 種類の体験】
この６種類のプレゼントを手がける
6 人のプロフェッショナルたちのインタビュー記事を、
特設サイトで、6 週にわたって順々に、
毎週木曜日に公開！

＜Nerhol（ネルホル）さんプロフィール＞
Nerhol は、田中義久と飯田竜太の二人からなるアーティスト
デュオ。それぞれの活動を展開していた二人は、現代において
いかにして問題を提起し、人に伝えて
いくかという方法論において共通項を
見出し、2007 年より Nerhol として
活動を開始する。その後、国内外の
美術館やギャラリーの展覧会への参
加を重ねるなか、現代の経済活動が
生み出し続ける消費と生成、忘却と
いう巨大なサイクルの急所を突くよう
な作品を一貫して制作している。

〔特設サイト〕
http://ginzamag.com/special/2017/lumine/
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【キレイな秋、美しくなるための MIX ギフト】100 名さま
毎日いろんなことがあって、落ち込んでしまったり、自信をなくしたり、沈んだ気持ちになってしまったり。そんな気持ちを
吹き飛ばして、心も体もキレイになって、素敵な秋を迎える 3 種類のギフトをご用意しました！
●明日はきっといい日になるから

●恋するあなたへ贈ります

●しっとり和の秋の気分をどうぞ

毎日頑張っているあなたをスッキリさせる
MIX ギフト

恋するあなたを応援するラブリーな MIX
ギフト

日本の秋を楽しむ、食やコスメの MIX
ギフト

新宿駅直結のルミネゼロで「LUMINE ZERO MARKET」開催！
“TOKYO STREET”をコンセプトにした新しいスタイルの都市型マーケット
LUMINE ZERO MARKET は、つくる／買う／歌う／観る／聴く／食べる、などのあらゆ
るライフスタイルが MIX された、新しいスタイルのマーケットです。アーティスト、クリエイター、
エディター、スタイリスト、ミュージシャンと、ファッション＆雑貨ショップのコラボレーションによ
り、ジャンルの境界をなくし、自由に編集された”TOKYO STREET”を表現します。来場
者の感性を刺激する想定外のヒト・モノ・コトとの出会いをお楽しみください。
〔名称〕「LUMINE ZERO MARKET（ルミネ ゼロ マーケット）」
〔日程〕2017 年 10 月 21 日（土）、22 日（日）
〔時間〕11:00～19:00
〔場所〕ルミネ ゼロ（ニュウマン新宿 ５F）
〔定員／参加費〕なし／無料
〔内容〕ファッション、雑貨、パンやコーヒーなどの食品の販売のほか、
体験型ショップやライブを同時開催予定

●せきやゆりえ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・雑貨
女性を中心に大人気なキャラクター
「ペロペロ★スパ～クルズ」の生みの親
であるせきやゆりえ氏がマーケットでオリ
ジナルグッズを販売！
＜プロフィール＞
大きなキラキラの瞳が特徴のイラストレ
ーター。1987 年生まれ東京在住。ア
ナログ、デジタルでどうぶつや女の子を
描きアパレルやキャラクターデザインなど

【出展者情報】
で幅広く活動中。

〔HP〕 https://www.hanamizz.org/

●高山エリ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・洋服

●とんだ林蘭・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・雑貨

アーティストや女優などのスタイリングを手
がけ幅広く活躍する高山エリ氏が、当日
会場で「ファッション相談室」ブースを開
催！
＜プロフィール＞
2007 年独立。2015 年には NHK 連続
テレビ小説「まれ」のスタイリングを担当し、
音楽、広告、映画と活動は多岐に渡る。
2016 年からはセレクトショップ「ハウス＠ミ
キリハッシン」にてウィメンズのセレクトを監修する。
〔HP〕http://takayamaeri.com

猟奇的でいて可愛らしく、刺激的
な表現を得意とする今注目の女性
アーティストとんだ林蘭氏がイベント
でグッズを販売！
＜プロフィール＞
1987 年生まれ、東京を拠点に活
動。コラージュ、イラスト、映像など
幅広い制作で、木村カエラ、東京
スカパラダイスオーケストラやファッショ
ンブランドへも作品提供を行う。
〔HP〕http://tondabayashiran.com/
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●走るひと・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・古着・雑貨
「走ること」に関わるひとの個性や
内面を深掘りする “異色のラン
ニングカルチャー誌”『走るひと』
が、スポーツブランドの古着やオリ
ジナルアイテムを交え、コンセプト
ショップを OPEN！
＜「走るひと」とは？＞
東京をはじめとする都市に広がるランニングシーンを、さまざまな
魅力的な走るひとの姿を通して紹介する雑誌メディア。
〔Instagram〕https://www.instagram.com/hashiruhito.jp/

●カタネベーカリー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・パン
代々木上原で行列のできる
大人気のパン屋「カタネベーカ
リー」がイベント限定でオリジナ
ルカレーパンを販売！
＜プロフィール＞
代々木上原と幡ヶ谷の間に
ある小さなパン屋。毎日コツコツまじめにおいしいパンを作り今年
の 11 月でオープンから 15 年。
〔HP〕https://www.facebook.com/kataneb/

るスタイリスト高山エリ氏による「MIX STYLE」特別講座を開催！

ルミネが定期開催している、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～」の秋季講座に、スタイリスト高山エリ氏が登場！ルミネの全館キャンペーン「LUMINE SPECIAL
DAYS ~TOKYO MIX CULTURE~」と連動し、「MIX STYLE」をテーマに講座を展開。世界の都市のストリートで、自
由なスタイルが繰り広げられる今、ファッションを起点に、自由に自分らしく生きていくことを後押しします。

【2017 年度秋学期 10 月講座 CLASS ROOM No.027】
〔日時〕2017 年 10 月 22 日（日）11:00～12:30（予定）
〔事前申込〕 なし
〔場所〕LUMINE 0 ホール
東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目 24 番 55 号
〔定員〕 なし
〔参加費〕無料
〔講師〕 高山エリ（スタイリスト）
〔内容〕TOKYO の今、「MIX STYLE」について、さまざまな視点から紹介いただきます。
〔問い合わせ〕CLASS ROOM 運営事務局（classroom@re-write.co.jp）

高山エリ プロフィール
2007 年よりスタイリストとして活動。2015 年 NHK 連続テレビ小説
「まれ」の衣装を担当するなど、広告、映画と多岐に活躍。
※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。

【一般のお客さまからのお問合せ先表記】
ルミネホームページ http://www.lumine.ne.jp/
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ルミネ

新宿

― ルミネ新宿 SPECIAL DAYS ―

特設 Web で別注アイテムの着せ替えに TRY！
＆

ルミチカフードデポ１周年限定メニュー登場！

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）が運営する「ルミネ新宿」（東京都
新宿区新宿３丁目３８−２）は、この秋の「LUMINE SPECIAL DAYS – TOKYO MIX CULTURE -」
の期間中、ルミネ新宿別注コーディネートの着せ替えを web 上で試すことのできる特設サイトを開設いたします。
また、この秋 1 周年を迎えるルミチカフードデポでは、” 1 周年限定メニュー”を展開いたします。

特設 Web で別注アイテムの着せ替えに TRY！
この秋登場の“ルミネ新宿別注コーディネート”を特設 web サイトにてご紹介しま
す。このサイトでは、アイテムをチェックできるだけでなく、モデル着用のコーディネート
を、お客さまご自身が着用したときにどのように見えるかをイメージできる、「TRY！
NEW ME！」という着せ替え体験コンテンツをご用意いたしました。
気になるアイテム、あるいは普段は手に取らないテイストも、ヴァーチャルな着せ替
えだからこそ存分にお試しいただけます。
〔期間〕10 月 12 日（木）～11 月 13 日（月）
〔利用方法〕
特設サイト「TRY!NEW ME！」にアクセスし、自分の顔写真を撮影するだけで、
モデル着用のコーディネートを簡単にフィッティング体験ができます。
また、フィッティング画像は、ご自身の SNS に投稿することができます。

【期間限定 POP UP SHOP 登場！週末はトークショーも！】
あたらしい自分が見つかる、期間限定 POP UP SHOP が別注コーディネートとともに登場します。
ここでしか変えない限定アイテムや、秋のトレンドアイテムが一同に集結します。今年らしい秋のアイテムを通じて、
あたらしく、自分らしいスタイルに出会えるヒントが満載です。週末には新しいカルチャーを体験できるトークショー
やイベントを開催します。
〔期間〕10 月 17 日（火）～29 日（日）
〔場所〕ルミネ 2 2F ミラオーウェン前イベントスペース
〔ラインナップ〕メゾン ド ベージュ／ローブ ルフトローブ／ナイン／エレンディーク／ルージュ・ヴィフ ラクレ
＜第30 回東京国際映画祭公式出品 映画『おじいちゃん、死んじゃったって。』公開直前記念 脚本家 山﨑佐保子さんトークイベント＞
〔日時〕10 月 29 日（日）14:00～
〔ゲスト〕脚本家 山﨑佐保子さん
〔場所〕ルミネ新宿 ルミネ 2 2F ミラーオーウェン前 イベントスペース
〔テーマ〕映画作りの秘話や、ご自身のライフスタイルについて
〔参加費〕無料 ※席に限りがございます。
＜映画『おじいちゃん、死んじゃったって。』について＞
監督：森ガキ侑大 原作・脚本：山﨑佐保子
出演：岸井ゆきの、岩松了、美保純、岡山天音、水野美紀、光石研
主題歌：Yogee New Wave 「SYONARAMATA」
公開：11 月 4 日（土）よりテアトル新宿ほか全国公開
©2017「おじいちゃん、死んじゃったって。」制作委員会

ルミチカフードデポ１周年限定メニュー登場！

この秋ルミチカフードデポは、１周年を迎えます。1 周年記念イベントとして、お客さまより募集した
夢のメニューを商品化した
DREAM メニューをはじめ、1 周年記念の限定メニューが登場します。
TRY！
＊詳しくはコチラ→ http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/（10 月 11 日（水）各ショップ限定メニューを公開）

＜メニュー例＞
 【パティスリー アクイーユ】・・・夢いっぱい 3 段ケーキ（税抜 4,000 円）
 【マドレーヌラパン】・・・・・・・・マンディアン（税抜 232 円）
【一般のお客さまからのお問い合わせ先表記】
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ルミネ新宿 Tel.03-3348-5211

