
  

<Ｐｒｅｓｓ Ｒｅｌｅａｓｅ>                                                           2017 年 10 月 26 日 

ルミネ荻窪 1F 食品フロアリニューアル！ 

「スイーツショップゾーン」11 月グランドオープン！ 
人気のスイーツショップ、イートイン併設ベーカリーなど 8 ショップがオープン 

 
株式会社ルミネ（本社：東京都渋⾕区、代表取締役社⻑：森本雄司）が運営する「ルミネ荻窪」（東京都杉並

区上荻 1-7-1）は、1F の⾷品フロアを、⼥性から絶⼤な⽀持を得ている 8 つのスイーツ・フードショップを誘致し、また、
3 ショップがリニューアル、フロアが一新いたします。 
 
今回のリニューアルでは、エリア初出店となるイートインスペース併設の「ガーデンハウスクラフツ」や、世界各国から厳

選したワインを豊富に品揃え、専門スタッフがワイン選びをお手伝いする「ワインショップ・エノテカ」のほか、人気ブランドを
取り揃え、スイーツフロアが生まれ変わります。 
 

また、グランドオープンに合わせて 11 月 1 日（水）〜5 日（日）の 5 日間限定で各ショップからお得な
「LIMITED SWEETS」もご用意。お客さまの自分らしい毎日を、個性豊かなスイーツショップが、とっておきの”美味し
さ”で彩ります。ルミネ荻窪のスイーツショップのグランドオープンにぜひご期待ください。 

 
 
 

〔グランドオープン〕 11 月 1 日（水） 
〔場所〕 ルミネ荻窪 1F 
〔ショップ数〕 New Shop ８ショップ 
〔営業時間〕  10：00〜21：00  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ｎｏ  ショップ名 備考 

1 New GARDEN HOUSE CRAFTS ガーデンハウスクラフツ イートイン併設、エリア初出店 

2 New WA・BI・SA ワビサ   

3 New コートクール コートクール ブラウニー専門店 

4 New 東京ミルクチーズ工場 トウキョウミルクチーズコウジョウ  

5 New 富久屋 フクヤ エリア初出店 

6 New ﾗ･ﾒｿﾞﾝ･ｱﾝｿﾚｲﾕﾀｰﾌﾞﾙ ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ ﾗ･ﾒｿﾞﾝ･ｱﾝｿﾚｲﾀｰﾌﾞﾙ ﾊﾟﾃｨｽﾘｰ 9 月 1 日（⾦） OPEN 

7 New イトウエン ティー ガーデン イトウエン ティー ガーデン 9 月 29 日（⾦） OPEN  

8 Renewal 京橋千疋屋 キョウバシセンビキヤ  

ショップ一覧＆フロアマップ 

８ 
11 

New Shop   × 8 ショップ 

Renewal Shop  × 3 ショップ 

京橋千疋屋 

銀座あけぼの 

銀座甘楽 

1F 



 

 

 
8 つの人気スイーツショップがルミネ荻窪に登場！エリア初出店・イートインスペース併設の「ガーデンハウスクラフツ」のほか、
「ワインショップ・エノテカ」、「東京ミルクチーズ工場」、「WA・BI・SA」など、スイーツショップゾーンが一新！  
 

 
 
 

9 Renewal 銀座あけぼの ギンザアケボノ  

10 Renewal 銀座甘楽 ギンザカンラ  

11 New ワインショップ・エノテカ ワインショップ・エノテカ   

【GARDEN HOUSE CRAFTS（ガーデンハウスクラフツ）】              
＊エリア初出店 

 
2015 年、代官⼭に開
業した厳選した国産の
素材と自家製酵⺟で
つくる手作りのパンとス
イーツたちが集まるベー
カリーです。 
 

【ワインショップ・エノテカ】 
 
フランス、イタリアワインを中
心に世界各国から厳選し
たワインを豊富に品揃え。
専門スタッフが皆様のワイ
ンライフに合わせ、ワイン選
びのお手伝いをいたしま
す。 

【WA・BI・SA（ワ・ビ・サ）】 
 

ＷＡ・ＢＩ・ＳＡがお
送りするのは、ヨーロッ
パで⻑い年月をかけ、
洋菓子職人たちによっ
てつくられ続けてきた伝
統的なお菓子を、日
本ならではの素材やデ
リケートな⾷感、香りに

こだわりお造りした洋菓子です。 
 

【東京ミルクチーズ工場（ﾄｳｷｮｳﾐﾙｸﾁｰｽﾞｺｳｼﾞｮｳ）】 
 

選したミルク、良質の
チーズ、お菓子職人た
ちが、日本中、世界
中から集めてきた材料
でこれまでにない自分
たちにしか作れないお
菓子を作りたい…。そ
んな思いで東京ミルク

チーズ工場は生まれました。 

【コートクール】 
選び抜かれた材料だ
けを使うことで、アメリ
カの家庭菓子ブラウニ
ーを今までになく贅沢
な味わいへと高めた、
日本初のブラウニー
専門店。どうぞこだわ
りのブラウニーととも

に、至福のホスピタリティもご堪能ください。 

【富久屋（フクヤ）】             ＊エリア初出店 
 
明治 45 年、武州松⼭
にて創業以来、三代、
百有余年。素材にこだ
わり、水にこだわり、「懐
かしいけど新しい」をテー
マに和菓子造りに精進。
⼤好評の豆くず餅やみ
たらし牡丹だんごなど、

四季折々の和菓子を多数取り揃えております。 
【ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー】  

 
パティシエが厳選した旬
のフルーツをたっぷりと使
った自慢のタルトやカップ
デザートなど、こだわりが
詰め込まれたショーケー
ス。贈り物に喜ばれる季
節のギフトや焼き菓子も
取り揃えています。 

※期間限定アイテムあり！下記参照 

【イトウエン ティー ガーデン】      
 
旬の香りを楽しめるお茶
を取り揃え、各々に合う
国産ドライフルーツ、ハー
ブをブレンド。スタイルに
合わせた「お茶のある生
活」を提案するショップで
す。 
 

※期間限定アイテムあり！下記参照 

New Shop のご紹介 



 
 
New Shop オープンに合わせて、既存のショップも含め、期間限定のおトクなオリジナルセットや、限定価格の商品をご
用意しました。 
 
〔期間〕11 月 1 日（水）〜11 月 5 日（日） 
 
＜限定アイテムイメージ＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ショップ名 内容 価格（税抜） 限定数 

〔New〕 
ラ・メゾン アンソレイユターブル パ
ティスリー 

ハッピーバック ￥2,500 20 個 

ゴディバ ゴディバオリジナル保冷バック 
（チョコレート 3 個） ￥3,500 30 個 

ダロワイヨ お楽しみ洋菓子袋 保冷バック付 ￥1,500 各日 15 袋 
〔Renewal〕 
銀座甘楽 お楽しみ袋 ￥1,000 各日 10 袋 

フランセ 果実を楽しむミルフィユ詰め合わせ 
（限定トートバック付） ￥3,000 100 個 

〔New〕 
イトウエンティーガーデン 抹茶スターターセット ￥2,000〜  

〔Renewal〕 
銀座あけぼの おたのしみ袋 ￥1,000 30 個 

〔Renewal〕 
京橋千疋屋 くり＆さつまいもの紅茶ロール ￥1,500 各日 8 個 

エンハーブ 熊本県産南阿蘇村のオーガニックペパ
ーミントティー ￥1,680 数量限定 

ブールミッシュ 福 BOX ￥1,000 各日 10 個 
 

 
※本リリースは、2017 年 10 月 26 日(木)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】 
ルミネ荻窪 03-3393-3751（代表） 

 

期間限定アイテムのご紹介 

【ゴディバ】 
ゴディバオリジナル保冷バッグ 

【フランセ】 
過日を楽しむミルフィユ詰め合わせ 

【ダロワイヨ】 
お楽しみ洋菓子袋保冷バッグ付 


