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夏の暑さも楽しみのひとつに変える?! 

ルミネの涼感最旬サマースイーツ 2018 
最旬フローズンドリンク＆ソフトもシェイブも定番が新しい！ 

  
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）が手がける商業施設「NEWoMan 新宿」

（ニュウマン）とルミネ各館では、夏の涼感スイーツを展開中です。今年注目のフローズンフルーツを使⽤したアイテムや、夏の
定番人気のシェイブやソフトクリームも、ひと工夫くわわった新たな装いで注目です。 

夏の厳しい暑さも楽しみのひとつに変えてしまいそうなルミネの涼感スイーツをご紹介します。 
 
 
⾒た目も⾷感も楽しいフローズンドリンク＆スムージー 

 
 
 
 

今年注目したい「フローズンドリンク」 
⾒た目も⾷感も楽しいフローズンフルーツを使ったものや 

冬に人気の高いチョコレートも、 
夏ならではの美味しさと装いで登場です。 

 
 

【カフェ＆ブックス ビブリオテーク】・・・ルミネ有楽町 ルミネ 1 3F 
フローズンストロベリー コットンキャンディーボンボンスムージー

（税抜1,700 円） 
人気の「コットンキャンディーボンボン
スムージー」に凍らせた苺をかき氷
のように削ってたっぷりとトッピング
した最旬フローズンスイーツ。 
⼤粒の苺を贅沢に使⽤したさっぱり
スムージーに、濃厚な苺のコンフィチ
ュールとバニラアイス、フレッシュ苺、
コットンキャンディーを飾り、⾒た目
も、ひんやりシャリシャリ⾷感も楽し
い一品です。 
◆期間：9月12 日（水）まで 

【ピエール マルコリーニ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ横浜 B1 
フローズン ショコランブル＆ソフトショコラ（税込864 円） 

 
人気のソフトショコラと夏季限定
のチョコレートドリンクを同時に楽
しめる一品。 
シャリッとした⾷感のフローズンド
リンクと、濃厚で味わい深いチョコ
レートのソフトで、暑い日でも、
ひんやりと、ピエールマルコリーニ
のカカオを存分に楽しんでいただ
ける一品です。 
 
◆期間： 

8月31 日（⾦）まで 

【ca ca o】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 1 B2 
生チョコっぺ チョコミント（税抜700円） 

ca ca o の看板商品のアロマ
生チョコのフローズンドリンク。
生チョコならではの香りと口ど
けの良さ、絶妙な⾷感の氷粒
のハーモニーが生み出す美味
しさは、東京サロンデュショコラ
では 3時間待ちになるほど。
6月1日発売のチョコミント
は、香料を使⽤せずにフレッシ
ュミントのみを使⽤。発売以
来、チョコミン党の支持を集
める人気商品！ 

◆期間：8月31 日（⾦）まで（生チョコっぺは 10 月末まで） 
 
 

定番だけど新しい贅沢かき氷＆シェイブ 
 

 
 
 

夏の定番ひんやりスイーツ「かき氷」。 
近年、とってもおしゃれなものや 

ボリュームのあるものも登場しました。 
ルミネのかき氷＆シェイブは、 

本物の美味しさを追求した逸品揃いです。 
 

 
 

【和カフェ こころね】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ荻窪 5F 
かき氷 白桃みるく（税抜907 円） 

 
ふわふわ⾷感のかき氷に、
フレッシュな白桃をまるまる
１個トッピングした贅沢な
かき氷。桃の風味をさらに
プラスする桃のソースと、濃
厚な練乳でお好みの味わ
いでお楽しみいただけます。 
◆期間： 
8月31 日（⾦）まで 



【⽢味茶屋 七葉】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ⽴川 1F 
かき氷 抹茶白⽟⾦時（税込980 円） 

風味豊かな京都宇治
茶の名産地として名
高い和束町産の茶葉
を使⽤した特製の抹
茶蜜と、風味豊かな
北海道産の⼩⾖と甜
菜糖を使⽤したやさし
い甘さの餡の調和が
絶妙な、素材にこだわ
ったクラシカルなかき
氷。 
◆期間：夏季限定 

【ピエール マルコリーニ】・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキソト 
マルコリーニ シェイブ ショコラ パイナップル 2018（税抜900円） 

 
チョコレートで作った、カカオの
風味豊かに香る、ふんわりとし
たシェイブショコラ（かき氷）。
やわらかな口どけと、甘酸っぱい
パイナップルソースの組み合わ
せが絶妙な、大人が楽しめる
上質な夏の新定番！ 
 
◆期間：8月31日（⾦）まで 
◆ニュウマン新宿店限定！ 

 
 
やっぱりわくわくする定番！ソフトクリーム・アイスクリーム・シャーベット！ 

 
【800° DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA】 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ニュウマン新宿２F エキソト 
シトラス蜂蜜 フロマージュブランソフトクリーム（税抜580円） 

 
レアチーズケーキの材料にも
使われるフロマージュブランを
半量以上まぜこんだ、オリジ
ナルのチーズソフトクリーム。 
イタリア、シチリア島の柑橘系
の花々から集めたシトラス蜂
蜜を贅沢にかけ、最後にパル
ミジャーノレッジャーノをその場
で削ってトッピング。 
 

【TP TEA（ティーピーティー）】・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ 
タピオカミルクティーソフトクリーム（税抜530円〜） 

 
タピオカミルクティーで人気の“春水堂”
がプロデュースし、台湾国内で 250
店舗を展開するティースタンドが 7月
20 ⽇（⾦）ニュウマン新宿エキナ
カに⽇本初上陸します！ 
薫り高いお茶、もちもちのタピオカ、リッ
チなソフトクリームのハーモニーが抜
群。紅茶と鉄観⾳味の2 種類のフレ
ーバーをご⽤意しました。 
 
 

【東京ミルクチーズ工場】・・・・・・・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 1 B2 
カウカウアイス（税込500 円） 
 
チェダーチーズをたっぷり練りこんだワッフル
コーンに濃厚なチーズソフトを合わせた贅
沢な一品です！ 
とことんチーズにこだわった「カウカウアイス」
はルミネ新宿店でしか味わえません！ 
 
 
 

【GODIVA】・・・・・・・・・・・・・・・・・・⼤船ルミネウィング 3F 
カップアイス ヘーゼルナッツプラリネ（税抜 400 円） 

 
クリーミーでコクのあるヘーゼ
ルナッツアイスクリームに、キ
ャラメリゼされたアーモンドを
加えたナッツの香り豊かなア
イスクリーム。ハート型のチョ
コチップが⾒た目にも、⾷感
にもアクセントとなり楽しま
せてくれる、5 月の発売以
来人気の一品。 

【GODIVA】・・・・・・・・・・・・・・・・・・⼤船ルミネウィング 3F 
カップアイス タンザニアダーク＆ミルクチョコレート（税抜 400 円） 

 
ゴディバならではの濃厚な
チョコレートアイス。タンザ
ニアダークチョコレート、ミル
クチョコレートアイスに、コク
のあるチョコレートソースを
加えた、ひとつで 3 度楽し
める、濃厚かつ、まろやか
なハーモニーの一品。 
手土産や自分へのご褒
美にも！ 

【モロゾフ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ⼤宮 ルミネ 1 1F 
凍らせてシャーベット 6 個入り（税抜1,500 円） 

 
常温で保存し、⾷べる前に凍らせると
シャーベットに変わるデザート。凍らせ
てからスプーンでふんわりするまでかき
まぜれば、口どけなめらかなシャーベッ
トに。ひんやりした爽快感と、国産果実
のみずみずしい味わいと香りが広がりま
す。手土産にも、おもてなしにも⼤活
躍です！ 
◆期間：8月31 日（⾦）頃まで 
 

 
 
 



 
⼀度は⾷べたい注目の⼀品 

 
 

 
 

いつも⾏列のあの店や、 
人気のスイーツを掛け合わせたもの、 

話題のギルトフリースイーツ、 
まだ試したことのない注目の材料を使ったものなど、 

一度は⾷べてみたい品々をご紹介します。 
 

【フリッパーズスタンド】・・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ 
奇跡のスフレパンケーキプリン（税抜500 円） 

 
スフレパンケーキ専門店「フリッ
パーズ（FLIPPER'S）」のテ
イクアウト専門店。たっぷりのメ
レンゲを使⽤し丁寧に焼き上
げた、スフレの中に自家製クリ
ームをフィリングし、焼き⽴ての
しっとり感とふわふわの⾷感を
実現。卵の魅⼒を凝縮させた
カスタードプリンと掛け合わせ
た、ここにしかない逸品。 
 

【横浜くりこ庵】・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ⼤宮 ルミネ 2 1F 
冷やしたいやき 小倉＆ホイップ/カスタード＆ホイップ 
（各 税抜 213 円） 

ほかほかあったかい冬のスイーツのイメージの強いたいやきですが、
夏にたべるひんやり“冷やしたいやき”が新しい！ 
冷やしてもふんわり美味しい特別な生地を使⽤し、ホイップクリーム
がたっぷりのった「冷たい」たいやきをお楽しみください。 
◆期間：夏季限定 

【レディベア】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ 
ビューティーこんにゃくあんみつ（税抜574 円） 
 

こんにゃく配合の寒天に、低GI の
アガベシロップをかけていただく新ス
タイルのあんみつ。 
ボリューム満点ながら砂糖不使⽤
＆1⾷100kcal 前後のギルト
フリースイーツです。ローズヒップジ
ュレとフルーツの彩りも鮮やかな、
健康にも美容にも嬉しい一品。 
◆期間：夏季限定 
◆ニュウマン新宿限定品 
 

【ca ca o】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・⼤船ルミネウィング 3F 
カカオビネガーゼリー 6 個入り（税抜 2,400 円） 

 
カカオの果実から作られる稀
少な“カカオビネガー”と、桃
の⼥王とも言われる“清水
白桃”をあわせた夏にピッタ
リのゼリー。カカオの香りと、
ゴロゴロとした桃の⾷感と香
りが楽しい、甘くてスッキリと
した新感覚スイーツです。 
 
◆期間： 
8 月 31 日（⾦）まで 

【築地ちとせ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 1 B2 
ラムネゼリー 4 個入り／単品（税込1,296 円／ 税込270 円） 

 
夏の風物詩「ラムネ」の味わいを爽や
かな飲むゼリーに仕⽴てた季節限定
の人気商品。瓶入りのラムネのビー玉
にみたてた、まんまるのゼリーも入って
います。 
ひんやり、つるつるののどごしも心地よ
い涼やかな一品です。 
◆期間： 

夏季限定（なくなり次第終了） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


