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＜News Release＞                             2018 年 4 月 13 日 
 

【ルミネ新宿】ピーナッツ日本上陸 50 周年記念！ 

 ルミネ新宿×ピーナッツ 「Girls Marché」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)が運営する「ルミネ
新宿」（東京都新宿区）は、4 月１９日(木)～５月９日(水)の期間、ピーナッツ日本上
陸 50 周年を記念して、ルミネ新宿×ピーナッツ「Girls Marché」企画を実施いたします。 

期間中は、ここでしか買えないピーナッツとの限定コラボアイテム販売をはじめ、期間限定ショ
ップの展開やプレゼントキャンペーンを実施いたします。 

 
 
「Girls Marché」開催概要 

 
〔開催日時〕4 月 19 日(木)～5 月 9 日(水) 
〔開催場所〕ルミネ新宿 館内ショップ  
〔開催内容〕 

①期間限定でピーナッツとのコラボ商品を発売！ 
②期間限定ルミネ新宿限定フードコラボ商品を発売！ 
③期間限定スペシャルショップの登場！ 
＊スヌーピー来店！フォトサービスイベント開催！ 

④スヌーピーグッズが当たる！「ルミネ新宿×ピーナッツ Girls Marché プレゼントキャンペーン」同時開催！ 
〔特設サイト〕販売方法等、詳細はコチラ →→ http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/girls-marche/ （4/19 00:00 公開） 
 
 
 
①期間限定でピーナッツとのコラボ商品を発売！ 

 
期間中、館内のショップでは、ルミネ新宿だけでしか買えない限定のコラボ商品が登場します。 
 

ルミネ新宿の人気ファッションショップのコラボ商品が満載！ 

【エム・ピー・ストア】・・・・・・・・ルミネ 1/5F 
 
スヌーピー・JOE COOL のコミックを組み合わせて、モノトー
ンでシックにまとめました。 ※ポーチは4月26日頃入荷予定 

 
 
 
 
 
 
・SNOOPY Ｔシャツ \4,800 
・SNOOPY ポーチ Ｓサイズ \900 Ｍサイズ \1,700 
・SNOOPY マグカップ \1,200 

【スピック＆スパン】・・・・・ ルミネ 1/4Ｆ 
 
ややルーズなシルエットのBODYにサーフボードを持ったスヌー
ピーがプリントされたＴシャツはルミネ新宿店限定。 
 
 
 
 
 
 
 
 
SNOOPY SURF プリント T シャツ \7,500 

【シティショップ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 1/1F 
 
今の気分をさっと in できるサコッシュを、CITYSHOP らしく
大人ストリートに。スヌーピーとチャーリーブラウンの絶妙な
配色バランスで大人の女性が持ちやすく仕上げました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サコッシュ \3,800 

【アーバンリサーチ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 2/3F 
 
80～90 年代ピーナッツコミックのコマのようなデザインプリン
ト。ユニセックスで使えるアイテム。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・PEANUTS 半袖Ｔシャツ \5,500 

・PEANUTS ２WAY キャンバスバッグ \5,000 

http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/girls-marche/
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【ジル スチュアート】・・・・・・・・・・・・ルミネ 2/2F 
 
スヌーピーのカーリーヘア部分にはハブラシ刺繍と
いう手法を施して毛羽立ちを表現した女性らしいシ
ルエットのＴシャツや、スヌーピーのコミックに JILL 
STUART のロゴをさりげなくプリントした、JILL 
STUART でしか買えない特別感をだしたトートを展
開。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・SNOOPY TEE  \7,500 

・SNOOPY PRINT TOTE  \7,000 

【ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング】 

・・・・ルミネ 2/5F 
 
ピーナッツのキャラクタープリントが目をひくワン
ピース。春夏らしいライトカラーのボーダーもかわ
いらしいアイテム。※キッズアイテム 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LEE PEANUTS ワンピース \4,500 

【メゾン ド フルール】・・・ルミネ 2/2F 
 
メゾン ド フルールで人気のフリルハンドルトートバッ
グにスヌーピーのイラストをゴールドプリントで施し、 
上品に仕上げました。同デザインでティッシュケースと 
ポーチも展開。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・SNOOPY トート \3,990 

・SNOOPY ティッシュケース \2,590 

・SNOOPY ポーチ \2,990 

【ビーバー】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 2/4F 

「MANASTASH」×PEANUTS×BEAVER 新宿のトリプ
ルネームＴシャツ。 
 
 
 
 
 
 
 
 

・LUCY BASEBALL Tee  \5,500 

・SNOOPY CAMP Tee \5,500 
 

【プラザ】・・・・・・・・・・・・ルミネ 2/2F 
 

PLAZA オリジナルデザインのタンブラー。 
飲み口が選べる 2ＷＡＹ蓋はストローを差
し込むホール付。 
他にも期間中Ｔシャツを多数展開。 
 
PEANUTS ウォールマグデミタ \1,400 

 

数量限定【ブルーノ】・・・・・・・・・・・・・ルミネ 2/5F 

ＴＶや雑誌で大人気の「BRUNO」のコンパクトホットプレート限

定スヌーピーデザイン。 

 

 

 
 

SNOOPY×BRUNO コンパクトホットプレート\9,100 
※すべて税抜価格 ※デザインやアイテム、内容は予告なく変更になる場合がございます 

 
②買えるのはルミネ新宿だけ！限定 FOOD コラボ！ 

 
期間中、館内のショップでは、ルミネ新宿だけでしか買えない限定のコラボフードが登場します。 
 

ルミネ新宿限定のコラボレーション FOOD が 4種類登場！ 

【猿田彦珈琲 と ティキタカ アイスクリーム のお店】 

・・・・・・ルミネ 1/1F 
 
スヌーピーが大好きなチョ
コチップクッキーに合うブレ
ンドコーヒーです。ピーナ
ッツのみんなと一緒にホッ
とするひとときをお過ごしく
ださい。 

SNOOPY ブレンドドリップパック \1,200 

【あおざしからり】・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 1/B2 

スヌーピーが大好きな「ピザ」を、あげもちに仕上げました。 
ざっくりとした歯ごたえがリズミカル！ 
 

 

 

 

 

あげもちからり ピザ \500 
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【ザ パイホール ロサンゼルス】・・・・ルミネ 1/B2 
 
アメリカの定番・チョコ×マシュ
マロのスモアサンドがパイに！
スヌーピーたちとおいしさを探
す探検に♪ 
 
SNOOPY S’more プレート 
\800(ドリンクセットは\1,150) 

【パティスリー アクイーユ】・・・・・・・ルミネ 1/B2 
 
ふわふわのショコラガトーパンケーキ
生地に濃厚なチョコカスタードクリー
ムをたっぷり詰めました。季節のベリ
ーとおおきなクッキーのスヌーピーが
印象的！ 
 
ガトーパンケーキ \920 

※すべて税抜価格 ※デザインやアイテム、内容は予告なく変更になる場合がございます 
 
③期間限定スペシャルショップの登場！ 

 
期間中、【Girls Marché】 スペシャルショップが登場いたします。 
 

〔期間〕 4 月 19 日(木)～5 月 9 日(水) 
〔場所〕 ルミネ２/2F ミラ オーウェン前イベントスペース 
〔開催内容〕 女性らしいアイテムから実用的なアイテムまで 

100 以上のピーナッツグッズが一堂に展開。 
 

【スヌーピーがルミネ新宿に来店！～スヌーピーフォトサービスイベント開催～】 
5 月 5 日(土)にスヌーピーが来店!先着順でフォトサービスを実施いたします。 
 
〔日時〕5 月 5 日(土) ①11 時～②13 時～③15 時～ 各回 20 分 
〔場所〕ルミネ２/２Ｆ ミラ オーウェン前イベントスペース「Girls Marché」付近 
〔参加方法〕各回 30 分前に実施場所にて整理券を配布いたします。 

 
 

 
④スヌーピーグッズが当たる！Girls Marché プレゼントキャンペーン開催！ 

 
期間中、Girls Marché プレゼントキャンペーンを開催！ 

今夏神戸に NEW OPENする「ピーナッツホテル」の宿泊券等、豪華景品があたります。 

さらに先着 5,000 名さまに特別マルシェバックもプレゼント。 
 

〔期間〕 4 月 19 日(木)～5 月 9 日(水) 
〔抽選場所〕 ルミネ 1/5F ルミネカードカウンター、 

ルミネ 2/2F ルミネカードカウンター※抽選時間は 20:30 までとなります。 
〔参加方法〕期間中ルミネ新宿館内の各ショップにてルミネカードで税込 3,000 円以上お

買い上げいただいたレシートを抽選会場にお持ちいただくと、1 レシート 1 回と
して抽選にご参加いただけます。 
さらに先着 5,000 名さまに Girls Marché オリジナルマルシェバッグをプレゼント。 

〔景品〕 Ａ賞 2018 年夏オープン ピーナッツホテルペア宿泊券・・・・・・・2 組 4 名さま 
  Ｂ賞 SNOOPY×BRUNO コンパクトホットプレート・・・・・・・・・10 名さま 
  Ｃ賞 スヌーピーミュージアム招待券・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50 名さま 
  ＊先着 5,000 名さま ルミネ新宿×PEANUTS Girls Marché オリジナルデザインマルシェバッグ 

 
「ピーナッツ」とは 
チャールズ M. シュルツ原作のコミック「ピーナッツ」は、1950年10月2日にアメリカの7紙で連載がスタートした新聞連載コミックで、現在も 75カ

国21の言語、2,200紙で掲載されています。「ピーナッツ」は、DHXメディア とチャールズ・M・シュルツ・クリエイティブ・アソシエイツがジョイントベンチ

ャーで設立した Peanuts Worldwide LLC が権利元として、グローバルでライセンスビジネスを展開しています。2018 年は、日本上陸50 周年を

お祝いしているほか、グローバルでは、世界的に活躍している 7 名のファインアーティストたちによって解釈した新しいピーナッツアートを壁画やパブリッ

クアートで紹介するGLOBAL ARTIST COLLECTIVEを4月下旬からNY、サンフランシスコ、パリ、メキシコシティ、ベルリン、ソウル、東京で展開。

東京では、スヌーピーミュージアムでのミニポスター展を行う他、参加アーティストの一人で、GW期間中個展Same Same, Differentをルミネゼロ

で開催することでも話題の日本人アーティスト 松山智一さんの作品をフィーチャーし、GW 中、渋谷の大型ビジョンでのムービー放映を行います。 

■公式サイト http://www.snoopy.co.jp/ ■公式 Facebook 「Snoopy Japan」  https://www.facebook.com/SnoopyJapan 

 

 

 

 

【一般のお客さまからのお問い合わせ先表記について】 

ルミネ新宿 Tel. 03-3348-5211（代表） 

※画像はイメージです 

http://www.snoopy.co.jp/
https://www.facebook.com/SnoopyJapan

