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＜Press Release＞       201８年 1月 30日 

贈る私も HAPPYに！ 

”ターミナル駅直結”で、会社帰りに気楽に上質チョコ GET 

ルミネのバレンタイン 各館で展開！ 

2月 14日（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）各館では、バレンタインに向けて、よりすぐりのショコラ 

が登場いたします。”エキナカ”や”エキチョク”で気楽に買えるルミネ 

のバレンタインチョコ 12館のラインナップです。 

お仕事帰りやお買い物の時間が限られている方でも、また、雨が

降っていたり、急いでいる時も、駅の中や駅から直結のルミネだか

ら、スムーズにショコラやギフトをお買い求めいただけます。 

 

 

＜各館おすすめチョコ＆ギフト＞ 
 

スペイン王室御用達の本命チョコ 

ロサ アンベルコール 1 枚入り 1,836 円（税込） 

 ＜カカオ サンパカ *期間限定ショップ＞  

2/１（木）～2/14（水） 

バルセロナに本店を構える、スペイン王室御用達のショコラテリア「カカオ サンパカ」。

熟練した職人によって丁寧に作られた、ブランドいちばん人気の板チョコレートから、

2018年バレンタインの新作が登場。バラといちごのホワイトチョコレートにラズベリー

味の真っ赤なハートが、特別チョコにピッタリです。 
 
スカルモチーフのロシアンチョコ 

ロシアンスカル 5 個入り 1,296 円（税込）＜コンパーテス> 

ロサンゼルス発の高級ショコラティエ「コンパーテス」。チョコレートと合わせる

素材のバランスにこだわった美味しさと、西海岸らしいポップなデザインは、ハリ

ウッドセレブたちをも魅了。バレンタイン限定「ロシアンスカル」は、異なる味わ

いの 5個のスカルチョコのうち 1個が激辛という、遊び心が満載のチョコレート。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“インスタ映え”必死のグラバー 

グラバー（ミックスナッツ、ストロベリー、ピンク） 

各 410 円（税込）<ALFRED TEAROOM> 

ロサンゼルスで話題のフォトジェニックなカフェ「ALFRED TEAROOM」のチョコレー

トがトッピングされたグラバーは、栄養バランスや健康に気を遣う大人の女性にピッタ

リ。素材の良さを活かした優しい味わいが好評。 

  

チョコレートをまとって会いに行こう  http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/ 

ルミネ新宿では、「自分らしさをギフトに込めたい」をテーマに、２/１～2/14の期間限定で、

女の子の裏表の表情を“少女とオオカミ”にたとえ、オオカミがファッションとチョコレート

を纏うというユーモアを表現した施策を実施。ルミネ２ ２Fミラオーウェン前に 14ショッ

プが集結する「ショコラオルミネ」を展開するほか、映画『ウイスキーと２人の花嫁』の公

開を記念して、２/14までの期間中、ルミネ新宿館内でルミネカードを利用し特設WEBサ

イトにてご応募いただいた方から抽選で、25組 50名様に劇場鑑賞券をプレゼント。 

ルミネエスト新宿 

ルミネ新宿 
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果汁感あふれるフルーツチョコレート 

フルーツチョコレート（SP リボン） 90ｇ 378 円（税込） 

<フルーツクチュール タカノ> 

老舗の果物専門店「新宿高野」が“フルーツの仕立て=フルーツクチュール”というコンセ

プトでフルーツ加工アイテムを提案する新しいショップ「フルーツクチュールタカノ」。

ブルーベリー、ストロベリー、レモン、バナナ、マンゴー、メロンにミルクの 7 種類の

味が満喫できる「フルーツチョコレート」は、オフィスで配るのにもお勧めです。 

 

パリの老舗メゾンが手がける庭園の香りや味わいを 

表現した新作 

ジャルダン パリジャン 16 粒入り 5,400 円（税込） 

＜ラ・メゾン・デュ・ショコラ＞ 

今年 40周年を迎えるパリの老舗ショコラティエ「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」の 2018年

バレンタインコレクションは、パリの庭園を巡る“ロマンティックな夢散歩”がテーマ。フルー

ツやハーブとショコラを絶妙に合わせて、ロマンティックな散策の、香りや味わいを表現。 

 

食×アートが際立つ 

JW シンガポールシグネチャーシリーズ（5 個入り）3,121 円（税込） 

＜JANICE WONG＞ 
 

食とアートの融合をテーマとするジャニス・ウォンのつくるショコラは、まさに食べら

れるアート。色彩や形、フレーバーの組み合わせの斬新さもジャニスならでは。 

2/１から展開。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

カリカリの食感が楽しい！紅茶味のチョコレート 

ティーチョコクランチ 7 個入り 880 円（税込） 

<アフタヌーンティー・ティールーム > 

パリッと薄く仕上げた紅茶味のチョコレートに、カリカリの食感が楽しいトッピングを

合わせた軽やかで上品な味わいの一品。職場で配りやすい、個包装も嬉しい。 

またアフタヌーンティー・ティールームでは、相性のいい練乳エスプレッソソース、ティラミスホイッ

プを、くるみ入りスコーン生地でサンドしたショートケーキに、甘酸っぱいイチゴがごろごろ盛り付

けられた贅沢な一皿を、2 月 8 日(木)～3 月 5 日（月）で限定販売。 

←苺とティラミスのスコーンショートケーキ 940円（税込） 
 
 

贅を極めたアルコール入りトリュフ 

リンツ ショコラ カフェ オリジナルトリュフ 

8 個入り 3,024 円（税込）<１Ｆ リンツ ショコラ カフェ> 

リンツのオリジナルトリュフは、厳選された材料を使用し、メートル・ショコラティエ

たちが腕によりをかけて生み出した、贅を極めた自信作。すべてアルコール入りで、大

人の彼におすすめ。 

 

この時期限定！桜柄のプレミアム香ほろん 

香ほろんショコラ包み 5 個入り 864 円（税込）<１Ｆ ＷＡ・ＢＩ・ＳＡ> 

「ＷＡ・ＢＩ・ＳＡ」の看板商品「香ほろん」。さっくりほろほろと崩れる優しい食感のク

ッキーをチョコレートで包み込んだ、プレミアなギフトが限定でお目見え。 

和三盆ショコラ、苺ショコラブラン、ダブルショコラの、3フレーバー。 

ニュウマン新宿 

ルミネ有楽町 

ルミネ北千住 

「The Meadow」のポップアップストアで話題のグルメチョコレートを！ www.themeadow.jp 

アメリカ・ポートランド発祥のクラフトフード専門店「The Meadow」（ザ・メドウ）のポップアップストアが 2/3～2/14 でオープン。 

オーナーMark Bitterman（マーク・ビターマン）氏が世界中を旅して集めた食のこだわりのセレクトを紹介します。今回のポップア

ップストアではアメリカ未展開の日本のチョコレートブランドも紹介。また、2/3、2/4 日は来日した Mark 氏による、スペシャルイベン

ト（ワークショップ）も 13：00-13：30、15：00-15：30の各日 2回開催します。（参加費無料、※各日先着順・定員に

達し次第終了 ）大切な方へのギフトや自分へのご褒美ギフト選びに是非立ち寄りください。 

https://www.instagram.com/themeadow_jp 

 

http://www.themeadow.jp/
https://www.instagram.com/themeadow_jp
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リンツの人気チョコタブレットが新パーケージで！ 

リンツ HELLO タブレット 各 100ｇ 550 円（税込） 

 ＜ＰＬＡＺＡ＞ 

スイスのプレミアムチョコレートブランド「リンツ」の人気商品が新パッケージで登場！ 

「HELLO，MY NAME IS」と語りかけてくるパッケージは、仲良しの友達にあげたくなる

ユニークさです。 

 

産地の違いを愉しむチョコレート 

タリーズショコラ カカオセレクション 8 粒入り（チケット 1 枚セット）  

1,280 円（税込）＜タリーズコーヒー> 

ブラジル産カカオ豆とコートジボワール産カカオ豆、２つの産地の違いを 4種類のチョコレ

ートで楽しめるとともに、コーヒー・カフェラテ・ティーと交換できるチケットがセットに

なっています。 

 

定番と 2018 年限定チョコが入った  

ベルジアン  フェイバリットアソートメント 4 粒入り 

1,836 円（税込）<ゴディバ> 

ブランドの持つ伝統と進化を感じさせるバレンタイン限定ラインナップ。本国ベルギー定

番のチョコレートと、2018 バレンタイン限定チョコレートの豪華な詰め合わせをスペシャル

パッケージで。 

 

バレンタイン限定のハート型 

リンドール クラシックギフトボックス 20 個入り 2,500 円（税込） 

<リンツ ショコラ カフェ> 

スイスのプレミアムチョコレートブランド、リンツのベストセラー「リンドール」。バレン

タインのこの時期は、ハート型の「リンドール ハート」はじめ、色とりどりの華やかな包

みのリンドールをアソート。 

 

3 色のラッピングも華やかなチョコレートの芸術品 

ゴディバ トリュフアソートメント 9枚入り 1,350円（税込）<ＰＬＡＺＡ> 

「ゴディバ」のトリュフは、一粒一粒の個性が際立つ芸術品。トリュフ ミルク、トリュフ 

ダーク、トリュフ ホワイトを 3粒ずつ詰め合わせたアソートは、ラッピングも華やかです。 

 

映画でおなじみの板チョコ 

ウォンカ キャラメル 1枚入り 540円（税込） 

<ＰＬＡＺＡ > 

映画「チャーリーとチョコレート工場」でおなじみの板チョコ。ミ

ルクチョコレートの中にキャラメルソースがたっぷり入った定番の

キャラメルは、口の中に入った瞬間、笑顔になる一品。 

 

 

大粒のいちごに、2 色のチョコがたっぷりコーティング 

「ショコラフレーズ」3 本入り 1,296 円（税込）<京橋千疋屋＞ 

よりすぐりの大粒国産苺を 2色のチョコレートでコーティングした見た目もかわいい人気

商品です。 

 

紅茶とラズベリーがリッチに香る冬限定生ブラウニー 

紅茶ラズベリー1 本 494 円（税込）＊なくなり次第終了＜コートクール> 

選び抜かれた材料だけ使い、ブラウニーを今までにない贅沢な味わいに仕上げた、ブラウニー

専門店「コートクール」。冬季限定の新作生ブラウニー「紅茶ラズベリー」は、五感すべてで

リッチな気分に味わえる。 

  

ルミネ荻窪 

ルミネ立川 

ルミネ町田 

ルミネ池袋 
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ＢＯＸも中身もハート！ハート！ 

ハートのベイクドショコラ 3 個入り 1,198 円（税込） 

<La Maison ensoleille table patisserie> 

旬のフルーツにこだわった手作りタルトが人気の「La Maison ensoleille table 

patisserie」。カラフルなチョコレートのコーティングが愛らしい 3 種のベイクドショコ

ラは、バレンタインシーズンの手土産に喜ばれること間違いなし。 

 

かわいいスマイル印のコインチョコ 

スマイルコインチョコ 46ｇ 518円（税込）<アダム エ ロペ ル マガザン> 

遊び心のある雑貨が揃うセレクトショップ「アダム エ ロペ ル マガザン」。ベルギー産の

チョコレートを使用したスマイル印のコインチョコは、とってもユニークなバレンタインギ

フトのプラスワンにピッタリ。 

 

  

本命の彼には真っ赤なハートで勝負 

バレンタインセレクション 9 個入り 3,672 円（税込） 

＜ピエール マルコリー二＞ 

「ピエールマルコリー二」の 2018年のバレンタインは、ベルギーで古来より“愛”と“幸せ”

の象徴とされてきた「タツノオトシゴ」をモチーフに。真っ赤なハートに、新作を加えた

9種類のプラリーヌを詰めたギフトが華やかに登場。 

 

インテリジェンスな彼に小粋なペンケース缶入りはいかが？直営店限定 

バレンタインセレクション５個入り 2,970 円（税込） 

＜ピエールマルコリー二＞ 
バレンタインモチーフのタツノオトシゴを白いペンケース型の缶にあしらったセレクショ

ンは、感度の高い彼におススメ。直営店限定販売で売れ切れ必至のレアギフトです。 

 

 

ca ca o で一番人気の生チョコタルトが 

さらにリッチに！ 

リッチ生チョコタルト 3 個入り 1,296 円（税込） 

＜ca ca o＞ 

鎌倉生まれの生チョコレート専門店「ca ca o」の人気タルト「リッチ生チョコタルト」は、

バレンタインシーズンにも手土産として好評。ミルク、ホワイト、ビターの 3種の味、香

りの違いをお楽しみいただけます。 

 

赤いハートのボックスに風味豊かなアーモンドチョコ 

アマンドショコラ 60ｇ 750円（税込）＜湘南クリエイティブ・ガトー 葦＞ 

フランス菓子をベースに、日本人好みのおいしさと見た目の鮮やかさを追求する、「湘南ク

リエイティブ・ガトー 葦」。赤いボックスに入ったバレンタインにぴったりな装いの「ア

マンドショコラ」は、風味豊かなスペイン産アーモンドをあめがけし、チョコレートコー

ティングした一品です。 
 

【一般のお客さまからのお問い合わせ先表記】  
 

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） 
ルミネ北千住  Tel. 03-3888-7552（代表）    ルミネ池袋     Tel. 03-5954-1111（代表） 
ルミネ立川   Tel. 042-527-1411（代表）    ルミネ町田     Tel. 042-739-3111（代表） 
ルミネ荻窪   Tel. 03-3393-3751（代表）    ルミネ大宮     Tel. 048-645-1411（代表） 
ルミネ横浜   Tel. 045-453-3511（代表）    大船ルミネウイング Tel. 0467-48-5000（代表） 

ルミネ大宮 

ルミネ横浜 

大船ルミネウイング 


