
  

＜Press Release＞                 2017 年 11 月 13 日 

LUMINE CHRISTMAS 2017 

ルミネ全館にてクリスマスマーケットやワークショップ、 
サンタ来店などのイベントを多数開催！ 

 
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）各館では、大人にとっても、子どもにとって

も特別なシーズンであるクリスマスに向けて、お客さまひとりひとりのクリスマスのシーンを盛り上げる、様々な企画を実施いた
します。それぞれのスタイルに合った、自分らしい楽しいクリスマスを提案します。 
 
＜Special Pick Up＞ 
■ニュウマン新宿・・・ケーキもデリも、スマート＆スムーズに準備！ 
特設サイトで事前に注文、ニュウマン新宿 エキナカで受け取り。選んでたのしい、便利でおいしいクリスマス。 
■ルミネエスト新宿・・・パディントンがやってくる！ 
映画『パディントン 2』コラボクリスマス！ 
■ルミネ新宿・・・「ルミネ×サラベス」コラボショップ＆ルミネ新宿限定ケーキ登場！ 
ルミネ新宿にしかない限定メニューや限定ケーキが登場します。 
■ルミネ池袋・・・イルミネーションスポット＆屋上ドーム型フォトスポット登場！ 
 最果タヒさんの詩の世界と連動した、きらめく星の世界が登場します。 
■ルミネ立川・・・・あなたの願いが叶うかも!?  
「願いが叶う！クリスマスウィッシュキャンペーン」実施。 
■800° DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA・・・クリスマス限定メニュー登場！ 
クリスマスピッツァ「クラブケーキとアボカド」＆特別なカクテル「ストロベリークリスマスカクテル」が期間限定で登場！ 
 

2017年のルミネのクリスマスは、「LUMINE CHRISTMAS〜ルミネ×最果タヒの詩の世界〜」 
 
2017 年 11 月 14 日（火）～12 月 25 日（月）まで全館にてクリスマスキャンペーンを実施します。ストーリーテ
ラーに、詩人、最果タヒさんを迎え、ルミネのクリスマスのために、5 編のオリジナルの詩を書き下ろしていただきました。
各館では、最果タヒさんのクリスマスの詩の世界をコンセプトに、様々なイベントを展開させていただきます。 

 
 

 
 
ケーキもデリも、予約＆エキナカ受け取りでスマート＆スムーズに準備！  

 
ニュウマン新宿では、「NEWoMan Christmas 2017 予約サイト」にて、みなさまのご予
約を受付中です。スマートフォンやパソコンから、人気ショップのスイーツやデリを予約＆決済す
ることができ、JR 新宿駅の改札の中（エキナカ）の特設カウンターで受け取ることができま
す！ お支払いで長蛇の列（一部商品を除く）予約したアイテムそれぞれのお店へ足を運ぶことも、
に並ぶこともなく、ワンストップで受け取りができて、スマート＆スムーズにクリスマスの準備ができます。 
 
〔予約期間〕2017年 11月 15日（水）12:00～12月 17日（日）23:59 
〔受取期間〕2017年 12月 22日（金）～12月 25日（月）13:00～21:00 
〔特設サイト〕https://newoman-christmas.jp/ 

＜取り扱い商品ピックアップ＞ 
【レディベア】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2F エキナカ 
シュガーフリー・ショコラ＆ベリー 税抜￥5,000 

ギルトフリースイーツで人気のレディベア。クリス
マスも、砂糖不使用でもラグジュアリーな味わい
に仕上げたスペシャリテがニュウマン限定で登
場！重厚なカカオの風味とベリーの酸味が絶
妙。はちみつ、メープルシロップ、アガベシロップの
魅力をたっぷり詰め込みました。 

【ガーデンハウス クラフツ】・・・・・・・・・・・・・・・・・2F エキナカ 
クリスマス スペシャル デコレーション ショートケーキ税抜￥5,093 

大人気のストロベリーショートケーキをスペシャルな
デコレーションで飾りました。すべて国産の小麦粉・
卵などオーガニックな素材を厳選。カステラのような
スポンジに自家製のバニラいちごシロップを含ませ、
北海道産純生クリームで国産いちごをサンド。 

【ベーカリー＆レストラン 沢村】・・・・・・・・・・2F フードホール 
キャラメルミルフィユ 税抜￥3,400 

 
発酵バターと沢村オリジナルの小麦粉を
使用したパイ生地でキャラメルアーモンドカ
スタードクリームとベリーを贅沢にサンドした
印象深い味わいのミルフィユ。ナッツの香ば
しさにお酒も効いた、ゴージャスな味をお楽
しみください 

【オー・ギャマン・ド・トキオ】・・・・・・・・・・・・・2F エキナカ 
雛鳥の丸ごとロースト パエリア添え 税抜￥4,500 

 
雛鳥を丸ごと焦がしバターでじっくりと時
間をかけてローストし、ジューシーに仕
上げています。サフラン香るパエリアとの
相性は絶品です。 

 

ニュウマン新宿 

https://newoman-christmas.jp/
https://newoman-christmas.jp/


 
 
パディントンがやってくる！ 
 
ルミネエスト新宿では、12 月１日（金）～25 日（月）の期間中、映画『パディントン２』とのコラ
ボレーションを実施いたします。「パディントン×クリスマス」の世界観のウインドウ装飾や、ルミネエス
ト限定映画『パディントン 2』オリジナルクリアファイル”のプレゼント、パディントンの来館でクリス
マス気分を盛り上げます。かわいいパディントンと一緒に写真も撮れちゃうかも？！ 
 
★映画『パディントン 2』オリジナルクリアファイルプレゼント 
期間中、ルミネカードで 1 レシート 7,000 円（税込）以上お買い上げのお客さまに、1F イン
フォメーションにて映画『パディントン 2』オリジナルクリアファイル 1枚（1種類）プレゼント！ 
さらに、ルミネカードまたはルミネのアプリ「ONE LUMINE」画面掲示で、 
クリアファイルをもう 1枚（1種類）プレゼントいたします！ 

 
★パディントンがルミネエスト新宿にやってくる！ 
各日先着500名に、プチギフトと「ONE LUMINE」のルミネマイル 1,000マイルをプレゼント♪ 
パディントンと一緒に写真撮影もできちゃいます！ 
〔日程〕12月 17日（日）、23 日（土） 各日 12：00～・14：00～・16：00～ 

 
 
 
ルミネ新宿限定メニュー＆ケーキ登場！ 「ルミネ新宿にクリスマスプレゼントをおねだり！」企画も！ 

 
★ルミネ新宿限定メニュー＆ケーキが登場！ 
ルミネ新宿のために作られた、限定のパンケーキメニューがサラベスに、ケーキがパティスリー アクイーユに登場します！ 
【サラベス】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 2 2F 
スノーウィ―オレンジパンケーキ 税抜￥1,400 

 
オレンジ香るパンケーキにバニラアイスクリー
ム、雪をイメージした真っ白なメレンゲをトッピ
ング。フレッシュオレンジと農耕なキャラメルの 2
種類のソースで。ふわふわでカリカリの食感も
楽しい期間限定品。 

【パティスリー アクイーユ】・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 1 B2 
Fairy tale 税抜￥4,000 

 
ルミネの 2017 年のクリスマスのコンセプトの「フェ
アリーテール」をテーマに誕生。キャラメル風味のム
ースショコラにベリーのコンポートをあわせたサクサク
のフィアンティーヌのアクセントが心地いい、華やか
でエレガントなケーキ。 

 
★「ルミネ新宿にクリスマスプレゼントをおねだり！」 
〜ルミネ新宿でクリスマスのショッピングを楽しんで、豪華プレゼントをゲットしよう〜 

ルミネ新宿でお買い物orお食事＋公式Instagramフォローでご応募いただけます。 
＜おねだりプレゼントピックアップ＞ 

（詳しくはコチラ→ http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/topics/topics_details.php?article_no=3662） 

【猿田彦珈琲とティキタカアイスクリームのお店】2名さま 
・・・・・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 1 1F 
「1年間ドリンク VIP カード」 
猿田彦コーヒー初の非売品の、1 年間ドリン
ク VIP カードをご用意。 
1 年間、毎日 1 回すべてのメニューからお好
きなドリンクをご注文可能！ 

【デクーヴェルト】各 1名、合計 3名さま 
・・・・・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 1 2F 
「ヴィンテージバッグ」 
今季らしいヴィンテージバッグを 3 種類ご用意！

上質な大人のアイテムでワンランク上のスタイリン

グを楽しめます。 

 
 
 
イルミネーションスポット登場！屋上ドーム型フォトスポット登場！ ワークショップも開催！ 
 
ルミネ池袋では、「LUMINE CHRISTMAS〜ルミネ×最果タヒの詩の世界〜」に連動し
て、様々な施策を実施します。 

★イルミネーションスポット 
詩人 最果タヒさんが詩をつづった素敵なイルミネーションスポットが登場！ 
中に入ると、どこまでも広がる約３万球の光の回廊がフォトジェニックな空間です。 
〔期間〕2017年 11月 14日（火）～12月 25日（月） 
〔場所〕ルミネ池袋 ８F シネリーブル横 

 
★屋上にイルミネーションスポット「IKERES DOME DECORATION」登場！ 
寒い冬でも、あったかい気分になれるイルミネーションスポットが登場！ 
ライトアップされる夜には、より幻想的でフォトジェニックに。 
〔期間〕2017年 11月 14日（火）～12月 25日（月） 
〔点灯時間〕16:00～22:30 
〔場所〕ルミネ池袋 8F イケレス屋上休憩スペース 

ルミネエスト新宿 
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★アドベントカレンダーツリーが登場！ 
B1のメインエントランス内に設置されたアドベントカレンダーツリーに、日によって異
なるデザインのオリジナルポストカードが毎日数量限定で展示されます。 
このポストカードを、４Fのルミネカードカウンターにお持ちいただいたお客さまに、お
菓子のプチギフトをプレゼントいたします。 
〔期間〕2017年 12月 1日（金）～25日（月）※ポストカード展示期間 
〔場所〕ルミネ池袋 B1 ショーウィンドウ前 

 
★クリスマスワークショップ開催 
ルミネ池袋では、クリスマスがますます楽しみになるクリスマスリースやミニツリーをつくるワークショップを開催します。 
【ドライフラワーを使った X’mas リースづくり】by CHACO 
 
冬の到来が楽しみになるクリスマスリースづくり、ブリザーブドフラワーやドラ
イフラワーのパーツを使って自分好みのリース
に。 
〔日程〕12 月 2 日(土)、3 日(日)、16 日
(土)、17日(日) 
〔時間〕13:00～17:00 

所要時間約 60分 
〔申込〕随時受付 
〔参加費〕税込 1,500円 

【紡ぎ糸を使った小さな X’mas ツリーづくり】 
by REIKOMONO 

カラフルな手紡ぎ糸とアンティークボタンやビーズ
を使って、世界でたったひとつの小さな X’mas
ツリーを作ります。 
〔日程〕12月 9日(土)、10日(日) 
〔時間〕13:00～／15:00～ 

所要時間約 90分～ 
〔申込〕随時受付 
〔参加費〕税込 2,000円 

 
 
 
ルミネ立川が願いを叶えるキャンペーンを開催！ケーキやオードブルの早得キャンペーンも！ 
 
ルミネ立川では、「願いが叶う！CHRISTMAS WISHES CAMPAIGN」を開催します。
願い事を応募用紙に記入し、BOX に投函すると、抽選で 5 名さまの願いを、ルミネ立川が、
お買い物やお食事などで叶えます。 
 
〔応募期間〕2017年 11月 14日（火）～12月 17日（日） 
〔当選発表〕12月 25日（月） 
〔応募条件〕期間中、ルミネ立川にて、1レシート税込 10,000円以上お買い上げで、「願
いが叶う！CHRISTMAS WISHES CAMPAIGN」にご応募可能です。 

 
★クリスマス”早得”キャンペーン実施 
期間中、対象ショップの店頭で対象のクリスマスケーキやオードブルをご予約のお客さまに、
成城石井「アップル スパークリングジュース 750ml」をプレゼント（先着 500名さま） 
〔期間〕2017年 12月 10日（日）まで 
〔対象ショップ〕フルーツクチュールタカノ／ラ・メゾンアンソレイユターブルパティスリー／成城石井／リンツ ショコラ カフェ

／アール・エフ・ワン/ベジテリア／柿安ダイニングプラスエー など 

詳しくはコチラ→ http://www.lumine.ne.jp/tachikawa/event/pdf/17_Xmas.pdf 
 

 
 
クリスマスマーケット開催！サンタクロースもやってくる！クリスマス LIVEも開催！ 
 
★クリスマスマーケット開催！ 
ルミネ荻窪にクリスマスマーケットが登場します！クリスマスの雑貨や、心躍るオーナメン
トなど、クリスマスに欠かせないアイテムが並びます。 
〔日程〕2017年 12月 16日（土）、17日（日） 
〔時間〕12:00～18:00（※雨天の場合は 5F レストランフロアにて開催） 
〔場所〕ルミネ荻窪 ２F ペデストリアンデッキ 

 
★ルミネ荻窪にサンタクロースがやってくる！ 
ルミネ荻窪にサンタクロースがやってきます！出会えたお客さまには、サンタクロースからお
菓子をプレゼント！5F レストランフロアでは、サンタクロースと一緒に記念撮影もできま
す！ 
〔日程〕2017年 12月 23日（土） 
〔時間〕12:00～、14:00～、17:00～ 

 
★クリスマス LIVE開催！ 
クリスマス気分をさらに盛り上げるゴスペルライブを開催します。 
〔日程〕2017年 12月 23日（土） 
〔時間／場所〕18:30～／ルミネ荻窪 ２F ペデストリアンデッキ 

〔出演〕Blue Flamingo（男子共同生活ユニット、Twitter（@blfl_bf）にて毎日「おやすみソング」を配信）   
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【ネット通販アイルミネ】クリスマス特設サイトが OPEN！ 
ルミネが運営するネット通販「アイルミネ」では様々なギフトアイテムをご紹介するほか、旅行券
やホテルランチが当たるクリスマスキャンペーンを実施します。 
 
〔期間〕11月 14日（火）11:00～12月 25日（月）23:59 

〔特設サイト〕 https://i.lumine.jp/contents/1711_christmas 
 

 
【一般のお客さまからのお問い合わせ先表記】  

ニュウマン新宿 Tel. 03-3352-1120（代表）  ルミネエスト新宿 Tel. 03-5269-1111（代表） 
ルミネ新宿 Tel. 03-3348-5211（代表）    ルミネ池袋 Tel. 03-5954-1111（代表） 
ルミネ立川 Tel. 042-527-1411（代表）    ルミネ荻窪 Tel.03-3393-3751（代表） 

 
 

 
 

                                                 2017年 11月 13日 
  NEWS LETTER                                 株式会社ルミネ 

大人気カスタマイズ型ピッツェリア 「800°DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA」 

クラブケーキとアボカドのクリスマスピッツァ登場！  

目にも鮮やかなストロベリークリスマスカクテルも！ 
12月 25日まで 

 
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）が手がける商業施設、「NEWoMan」

（ニュウマン）のエキソトにある「800° DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA」（800° ディグリーズ ナポリタン ピッツ
ェリア）では、クリスマスシーズン限定の「クラブケーキとアボカドのクリスマスピッツァ」が新宿店限定で登場します。鮮やかな
見た目の際立つ「ストロベリークリスマスカクテル」も合わせて登場します。 
 
 
 
 
クラブケーキとアボカドのクリスマス限定ピッツァ！【クラブケーキとアボカド】税抜 1,800円 
〔期間〕12月 1日(金)～12月 25日(月) 
 
友人や恋人とのプチパーティーにもピッタリなクリスマスシーズン限定メニュー。蟹をそ
のまま使用するのではなく、アメリカ西海岸で人気の高い「クラブケーキ（蟹肉のベー
スに卵やエシャロットを加えてパン粉焼きにしたアメリカ料理）」にしてトッピングしました。さら
に、蟹と相性抜群のアボカドを組み合せることで、赤、緑、白のクリスマスカラーを表
現。ベースにはこのピッツァだけの限定レモンクレマソースベースを使用し、酸味が程
よい味のアクセントになっています。 

 
特別な日には、ちょっぴり贅沢なフレッシュいちごのカクテルを！【ストロベリークリスマスカクテル】 
アルコール 税抜 600円／ノンアルコール 税抜 500円 
〔期間〕12月 1日(金)～12月 25日(月) 
 
クリスマスシーズンにピッタリな、鮮やかな赤色のクリスマスカクテルが登場！フレッシュストロベリーとローズマリーをあしらった
爽やかな味わい。上からふりかけられた粉糖が、クリスマスの雪を思わせる演出で、クリスマス気分を盛り上げてくれます。 
ノンアルコールでもご用意がございますので、アルコールが苦手な方にもお楽しみいただけます。 

 

【800° DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA とは？】 

本格ナポリピッツァをカウンターサービスでカジュアルに楽しめるレストランで、シェフ兼創設者のアンソニー・キャロン氏が、アメリカで 2012 年にオー

プンしました。NEWoMan 新宿店はその日本 1 号店として 2016年 4月 15 日にオープン。お客さま自身で 5 種類ベースピッツァと約 40 種

類あるトッピングを自由にカスタマイズできるというスタイルが注目され、週末を中心にいまだ行列ができる人気店です。2017 年冬には南青山に

2号店がオープン予定。 
 
〔店名〕800° DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA（エイトハンドレッド ディグリーズ ナポリタン ピッツェリア） NEWoMan 新宿店 

〔住所〕〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-24-55  NEWoMan SHINJUKU 2F エキソト 

〔営業時間〕11：00～23：00（LO22:30） 〔定休日〕不定休  〔ホームページ〕 http://www.800degreespizza.jp/ 

新宿店限定！ 贅沢な蟹の風味の限定ピッツァ＆ストロベリークリスマスカクテル登場！ 

https://i.lumine.jp/contents/1711_christmas
http://www.800degreespizza.jp/

