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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「ルミネ新宿」は、

2018 年 7 月 27 ⽇（⾦）〜8 月 31 ⽇（⾦）の期間、スパイスの⼒でキレイに、ヘルシーに、をテーマに「CURRY
＆SPICE FAIR We Love Curry」を実施いたします。 
 ルミネ新宿店のルミネ 1 地下食品フロア「ルミチカフードデポ」を含む 31 ショップがこの暑い夏にぴったりの様々なジャンル
のカレーや、スパイス料理、手⼟産が⼤集合！更に話題のフードユニット“gochoju”氏が参加するイベントも開催。 
 美味しいだけでなく、食べれば綺麗になれる！？そんな美容効果のある商品も勢ぞろいしておりますので、今年の夏休
みはルミネ新宿店にぜひお越しください。 
 
開催概要   
〔日程〕2018 年 7 月 27 日（⾦）〜8 月 31 日（⾦） 
〔特設サイト〕 http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/curry ※7 月 27 日（⾦）00:00 公開 

 
ルミネ新宿店限定！人気ショップの特別メニューも勢ぞろい！ 

この時期だけ！ルミネ新宿限定メニューも多数取り揃えました。 
【バンコク屋台 カオサン】・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 1 B2 
海⽼とアボカドの屋台風グリーンカレー（税込 1,080 円） 
★ルミネ新宿店限定商品 

 
⼥性が⼤好き！ 海⽼とアボカドの最強コンビ 
⼈気のグリーンカレーを、さらに⼥性好みにアレンジしたタイカレ
ー。 

【華菜樓】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 1 7F 
夏野菜の麻婆カレー（税込 1,188 円） 
★ルミネ新宿店限定商品 

 
オリジナルカレールーと本格麻婆ソースがコラボ。 
5 種の夏野菜をたっぷり添えた、夏を感じるカレーライス。 

【wired bonbon】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 1 6Ｆ 
焼き鯖の SPICY バインミー〈カレー風味〉（税込 1,166 円） 
★ルミネ新宿店限定商品 

人気メニューに期間限定でカレー風味が登場！ 
ビタミン豊富な鯖と、野菜がたっぷり摂れるヘルシーな夏のベトナ
ム風サンドイッチ。 

【Plataran Resort & Restaurant】・・・・・ルミネ 1 7F 
ジャワカレー (税込 1,382 円） 
★ルミネ新宿店限定商品 

じっくり煮込んだＵＳ産チョイスビーフがたっぷり。 
チョイスビーフの旨みをココナッツミルク、スパイス、ハーブが引き⽴
てます。 

ルミネ新宿 スパイスでキレイ＆ヘルシーを応援! 
「CURRY＆SPICE FAIR We Love Curry」 

ルミネ新宿限定・期間限定特別メニューが登場！ 
 



人気のショップの話題のカレーメニューも登場！ 
 
⼈気ショップの定番メニューだけでなく、テイクアウトできるカレーパンも勢ぞろい！ 
【mango tree cafe】ルミネ 1 7F 
野菜たっぷりタイの激辛スープカレー“ゲーンバー“ 

（税込 1,200 円） 

激辛スープカレーで夏バテ解消 
タイならではのハーブをたっぷり使用し、旬の野菜と“はかた一番
どり”の手羽肉でヘルシーに。 

【FAR EAST BAZAAR】ルミネ 1 6F 
マンゴーペッパーチキンカレー（税込 1,080 円） 

マンゴーと 8 種のスパイス香るまろやかチキンカレー 
ライスに乗せたナッツやドライフルーツの食感・風味が新鮮。 

【リチュー濱田家】ルミネ 1 B2 
チーズカレー（1 個 税込 230 円） 

プロセスチーズとレッドチェダーが入り、マイルドな味わいに。 
コーンフレークが楽しい食感。 

【とんかつ まい泉】ルミネ 1 B2 

ちっちゃなポケットサンドたまとろチーズカレーヒレかつ(1 個 454 円) 
とろ〜り卵と 2 種のチーズがたまらない！ 
⼈気のポケットサンドにカレーソースをプラス。 

【神⼾屋キッチンエクスプレス】ルミネ 1 B2 
ビーフカレーパン（1 個 税込 259 円） 

⽣地と同量のカレーを包んで焼き上げ、さらにカレーを注入。 

【ディーン＆デルーカ】ルミネ 2 1F 
キーマカレーパン（1 個 税込 346 円） 

ガルバンゾー、レーズン入りのじっくり煮込んだスパイシーなカレー
がたっぷり。 

【Soup Stock Tokyo】ルミネ 2 1F 

冷たいスープとカレーのセット（税込 1,180 円） 
香り⾼いカレーと滋味豊かな冷たいスープ 
独自の配合のスパイスを使用したカレーとスープの欲張りセット。 
 

【ラ・メゾン アンソレイユターブル】ルミネ 2 5F 
オーブン焼きカレー（ライス付）（税込 1,490 円） 

 
暑い夏こそ アツアツを！チーズがとろける 香ばしカレー 
ガラムマサラが効いたルーにはジューシーなお肉が。 
玉子をからめてマイルドに。 



 
スパイシーな”旅のおとも”＆この夏注目の”手みやげ” 

 
ひんやり美味しい”旅のおとも”と、この夏注目の銘店の”手みやげ”をご紹介します。  
【D.I.Y. SALAD & DELICATESSEN】ルミネ 1 B2 
ホットペッパーアイランドサラダ(税込 1,280 円） 

※ルミネ新宿店限定商品 
ハラペーニョの醤油漬けがピリ辛な具だくさんの夏サラダ 
たっぷり野菜に、モッツアレラチーズやベーコン。 
島とうがらしドレッシングでさっぱりと。 

【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 
自家製ジンジャーエール（S/税込 432 円、T/税込 540 円） 

⽣の⽣姜からとったエキスとスパイスがピリッと刺激的 
自家製の⽣姜シロップにオリジナルのスパイスが効いた、⼤⼈な
ジンジャエール。 

【ca ca o】ルミネ 1 B2 
カカオビネガーゼリー6 個セット(税込 2,592 円） 

⾝体にも美味しい「カカオビネガー」と桃の⼥王・岡⼭県の「清
水白桃」のピューレと果肉を贅沢に使った、ふるふるのゼリー 

【船橋屋こよみ】ルミネ 1 B2 
マサラチャイのブラマンジェ（１個 税込 470 円） 

チャイをベースに、ほのかに香るシナモン。 
濃厚な味わいなのにさっぱりと食べられる。 

 

人気ショップでルミネ新宿限定イベントも開催！ 

話題のフードユニット“gochoju”が参加する「ザ・パイホール ロサンゼルス×ヴィノスやまざき」のスペシャルコラボイベントと、 
スープストックトーキョーの新宿エリア初イベントを開催します！ 
 
ザ・パイホール ロサンゼルス×ヴィノスやまざき「パイとワインとスパイスと」 

  
ザ・パイホール ロサンゼルスのサラダやパイに合わせて、ヴィノスやまざきのソムリエがワインをチョイス！さらに話題のフードユニット
“gochoju” がワインにチョイ⾜しをした、美味しくて綺麗になれる！？カクテルを提案します。  

〔日程〕8 月 9 日（木） 
〔時間〕19：00〜20：00 
〔場所〕ルミネ 1 B2  ザ・パイホール ロサンゼルス 
〔費用〕2,500 円（税込） 
〔定員〕30 名 
〔申込方法〕ルミネ 1 B2 ヴィノスやまざき店内または tel:03-5990-5528 

 
 

＜gochoju ＰＲＯＦＩＬＥ＞ 

「おいしくてカラダにいいものをたくさん食べて⻑⽣きしよう」をモットーに、和の食
材や調理法とさまざまな国の食を組み合わせて新しい“おいしい”を提案してい
るフードユニット。 （http://gochoju.tumblr.com） 

 
 
 
 



スープストックトーキョー 「スープストックトーキョーとスパイス」 
 

スープストックトーキョーで使用しているスパイスのこだわりと役割を、実際の商品のテイス
ティングを⾏いながらご紹介します。  

〔日程〕8 月 22 日（水）・29 日（水） 
〔時間〕18：00〜19：00 
〔場所〕ルミネ 2 1F スープストックトーキョー 
〔費用〕500 円（税込） 
〔定員〕各回 10 名 
〔申込方法〕ルミネ 2 1F スープストックトーキョー店頭または tel:03-3342-6066 

※8 月 1 日（木）受付開始 
 
おトクな飲食＆食品スタンプラリー開催！ 

 
期間中、ルミネ 1 B2「ルミチカ FOOD DEPOT」とその他のルミネ 1・ルミネ 2 の飲食・食品ショップで、それぞれスタンプ
を 1 つずつ集めると、スタンプカードがそのまま次回お買い物時（税込 500 円以上お買上）に 300 円ショッピングチケッ
トとしてご使用いただけます。 
 

〔期間〕 
スタンプカード配布・押印期間：2018 年 7 月 27 日（⾦）〜8 月 31 日（⾦） 
お買い物券有効期限：9 月 3 日（月）まで 

〔対象ショップ〕ルミネ新宿 ルミネ 1・ルミネ 2 の飲食・食品ショップ 
詳しくはコチラ → http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/） 

〔内容〕700 円（税込）以上お買上時にスタンプカード 1 枚進呈。 
さらに 700 円（税込）以上お買上時にスタンプ 1 つ押印します。 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


