
  

＜Press Release＞                 2018 年 11 月 8 日 

ルミネが鎌倉や目黒などの話題のクリスマスケーキをキュレーション！ 

あの人気店のケーキもネット予約→新宿駅エキナカ受取！ 
「ネット×ニュウマン新宿」でケーキもデリも、スマート＆スムーズ準備 

 
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）が運営するニュウマン新宿（東京都新宿区）
は、ネット予約のクリスマスフードを新宿駅エキナカでお受け取りいた
だける「Christmas Foods Pre-order」を実施します。今回
は、ニュウマン新宿だけでなく、ルミネ新宿の人気ショップのアイテム
を取り扱うことに加え、ルミネがキュレーションする鎌倉や目⿊など
の人気パティスリー＆ベーカリーのクリスマスケーキやシュトーレン
もご予約注文＆新宿駅エキナカ受け取りが可能となりました。 
予約したアイテムそれぞれのお店へ足を運ぶことも、お⽀払いで⻑蛇の
列に並ぶこともなく、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。全 35 ショップの魅惑のクリスマスメニューをご用意し、みなさまのクリスマスシーンを美味しく彩る
準備をサポートいたします。  
Christmas Foods Pre-order 実施概要 

 
〔期間〕 11 月 8 日（木）0:00〜12 月 19 日（水）23:59 
〔URL〕 https://newoman-christmas.jp/ 
〔利用⽅法〕 Setp1：特設サイトにアクセスし、希望商品をクリック。お買い物カート

から決済ページへ進み決済 
Step2：予約時に決定した受取日に、新宿駅エキナカ特設ブースにて

受け取り。 
〔受取日〕 12 月 22 日（土）、23 日（日）、24 日（月・祝）、25 日（火）

のいずれかを選択。 
〔受取場所〕 ニュウマン新宿 エキナカ特設ブース（JR 新宿駅 新南改札内） 
〔受取時間〕13:00-21:00 

（13〜15 時、15〜17 時、17〜19 時、19〜21 時のいずれかを指定） 
※鶏撰、すし屋のはなれ、、今日のごはん 和 sai の国、柿安 牛めし、RF1 の商品は、ショップ店頭受け取り 

 
ルミネがキュレーションする、鎌倉・目⿊& more 人気店のアイテムも予約＆エキナカ受取可能に！  

今回の「Christmas Foods Pre-order」では、ニュウマン新宿のショップに加え、ルミネ
新宿の人気ショップのアイテムも取り扱うことに加え、ルミネがキュレーションする鎌倉や目⿊
などの人気パティスリー＆ベーカリーのクリスマスケーキやシュトーレンもご予約＆新宿駅
エキナカ受け取りが可能となりました！全 35 ショップが「Otona Shiny（オトナ シャイ
ニー）」をテーマとするニュウマン限定商品をはじめ、32 種のクリスマスケーキ、9 種のシュト
ーレン、10 種のデリなどを展開します。 
 
【ルミネがキュレーションする人気店のクリスマスケーキラインナップ】 ★印はニュウマン限定品 

店名 アイテム 税抜価格 番号 
パティスリー・スリール（目⿊区 五本木） ★ノエル ピスターシュ・ショコラ 5,000 ① 
パティスリークグラパン（鎌倉） ビュッシュ フルール 

ビュッシュ リュクス 
3,800 
3,800 

② 

パティスリーショコラトリー シャンドワゾー（埼玉県 川口） デュオ・ショコラ 4,722 ③ 
クレール ドゥ リュンヌ（台東区 蔵前・寿） ★サントメ 66% 

★ごろっといちごのタルト 
5,000 
4,200 

④ 

パティシエ・ヒロ ヤマモト（江⼾川区 篠崎） ★デジレ 4,200 ⑤ 
ラトリエドゥシュクル（江⼾川区 北小岩） ★ローゼの雫 5,000 ⑥ 
パティスリー ロタンティック（埼玉県 南浦和） トロワショコラ 2,788  
ラヴィアンレーヴ（足⽴区 梅島） ★ノエル・ブルーベリーフロマージュ 

★ノエル・ショコラスペシャリテ 
3,300 
3,300 

 

パティスリー アヴランシュ・ゲネー（文京区 後楽園・春日） マルティンヌ 3,800  

Step1----- 
PC・スマホで 
ORDER 

Step2----- 
新宿駅エキナカで 
Pick Up 

① 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
【ニュウマン新宿ショップ／ルミネ新宿ショップ クリスマスケーキ スペシャルピックアップ】 ★印はニュウマン限定品 

店名 アイテム 税抜価格 番号 
レディベア（ニュウマン 2F エキナカ） ★シュガーフリー・リュミエールショコラ 5,000 ⑦ 
アラボンヌー（ニュウマン 2F エキナカ） クリスマスショート 5 号 

★クリスマスベリー 
4,200 
7,400 

⑧ 
⑨ 

ジャニス・ウォン（ニュウマン 2F エキソト） ★JANICE WONG Art Xmas Cake 2018 5,000 ⑩ 
ル パン ドゥ ジョエル・ロブション（ニュウマン 1F）  ノエル ローブルージュ 4,500 ⑪ 
ガーデン ハウス クラフツ（ニュウマン 2F エキナカ）  ノエル ガトーショコラ 4,445 ⑫ 
ca ca o（ルミネ新宿 ルミネ 1 B2）  ca ca o rouge 2018 5,500 ⑬ 

コンパーテス（ルミネ新宿 ルミネ 1 B2）  ノエル キャラメルオレンジ 3,800 ⑭ 

ザ パイホール ロサンゼルス（ルミネ新宿 ルミネ1 B2）  マムズアップルクランブル Christmas Ver. 3,900 ⑮ 
シーキューブ（ルミネ新宿 ルミネ1 B2）  雪だるまのクリスマスティラミス 1,500 ⑯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【ルミネがキュレーションする絶品のシュトーレンのラインナップ】  
2 万人が訪れた”ニュウマンパンまつり”でも人気を博したベーカリーのシュトーレンが登場！ 

店名 アイテム 税抜価格 番号 
soil by HOUTOU BAKERY（横須賀） soil シュトレン 2018 2,600 ⑰ 
ブーランジュリー・コメット（麻布十番） コメットのシュトーレン 3,000 ⑱ 
ブレッド＆カフェ サンチノ（目⿊区 碑文谷） サンチノさんちのシュトーレン 1,000 ⑲ 
三浦パン屋 充⻨（神奈川県 三浦） 三浦小⻨の全粒粉のシュトーレン 2,130 ⑳ 

 
 
 
 
 
 
 
【ニュウマン新宿・ルミネ新宿の絶品シュトーレンのラインナップ】  

店名 アイテム 税抜価格 番号 
ル パン ドゥ ジョエル・ロブション（ニュウマン新宿 1F） ロブションのシュトーレン小 1,950 ○21  
ベーカリー＆レストラン 沢村（ニュウマン新宿 2F フードホール） シュトーレン 2,580 ○22  
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 シュトーレン 2,500 ○23  
ファーイーストバザール（ルミネ新宿 ルミネ 1 6F） シュトーレン 2,750 ○24  
Richu 濱田家（ルミネ新宿 ルミネ 1 B2） 国産小⻨のシュトーレン 1,200 ○25  

 
 

②         ③        ④        ⑤           ⑥ 

⑦         ⑧        ⑨         ⑩          ⑪ 

⑫         ⑬        ⑭         ⑮          ⑯ 

⑰            ⑱           ⑲            ⑳ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
【デリやオードブルも展開】  
クリスマスケーキやシュトーレンと一緒に楽しみたい、オードブルやチ
キンも一緒にご予約＆新宿駅エキナカ受け取りが可能です。 
※鶏撰、すし屋のはなれ、、今日のごはん 和 sai の国、柿安 牛めし、RF1 の商品
は、ショップ店頭受け取りとなります。 
 

 
 

※アイテムにより予約受付期間が異なります。詳しくは特設サイトをご参照ください。 
 

 
【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） ルミネ新宿 Tel. 03-3348-5211（代表） 

○21           ○22          ○23         ○24          ○25  


