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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）は、ルミネ各館、およびニュウマン新宿より、
年末年始の”帰省みやげ”や”お年賀”にも大活躍の、テーマ別の”ほめられ手みやげ”をご紹介いたします。 

慌しく過ぎていく 12 月。何を買って帰ろうかと考えてはいたけれど、気づけば年末！という方も多いかと思います。時間が限ら
れていても、駅から好アクセスのルミネで、”お渡しするテーマ別”に選ばれた確かな逸品をまっしぐらに目指して指名買い、そして
また電⾞やバスに乗る。時間をかけずに準備できる、心のこもった、選び抜かれた“ほめられ”帰省⼟産と、お年賀を展開します。 
 
2018 年東京で大注目だった話題の逸品を贈る 

 
2018 年、web や雑誌、TV などのメディアで話題となり、⾏列、完売、お客さま殺到となった逸品を手土産に。 
【プレスバターサンド】・・・・・・・・・・・・・・ルミネエスト新宿 B1 
バターサンド（5 個入り 税込 1,000 円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
東京らしい洗練されたパッケージでまさに”ほめられ手みやげ”にふ
さわしい逸品は、年間 1000 万個も売れる人気商品！こだわりの
バター風味が香るサクサク食感のクッキーに、バタークリームとキャラメ
ルをサンド。口に含むと、ほろりとほどけて溶け合い、至福の味わい。
箱も、個包装も、中身も、すべてがオシャレ！  
※12/31 10:30〜19:00、1/1 休業、1/2 10:00〜20:00、 
1/3 10:30〜22:00 

【えんなり】・・・・・・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 ２F エキナカ 
高岡ラムネ（税込 500 円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
空前の大人のラムネブームの 2018 年。ブドウ糖が脳のエネルギ
ーになることから、仕事中のおやつとしても人気が集中！富山県産
コシヒカリをはじめ、国産素材にこだわり、和菓子伝統の干菓子の
木型で作られる高岡ラムネは、ひとつひとつがとてもキュートで人
気。和をオシャレに感じさせるパッケージも”ほめられ”ポイント！  
※12/31 8:00〜20:00、1/1 8:00〜19:00、 
1/2 8:00〜20:00 

【POGG】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネエスト新宿 1F 
焼きたてスイートポテトパイ（1 個 税込 298 円） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4 月に誕生して以来、新食感スイートポテトとして話題に！ 
「さくっ」、「ほくほく」、「とろり」３つの食感を⼀度に楽しめる新食感
と、三角柱型のいままでにないシェイプが特徴。冷やしても、トー
スターであたためてもその味わいを楽しむことができ、洗練されたデザ
インのパッケージも手土産として人気。 
 
※12/31 10:30〜19:00、1/1 休業、1/2 10:00〜20:00、

1/3 10:30〜22:00 

【DEAN & DELUCA】・・・・・・ルミネ有楽町 ルミネ２ 1F 
DEAN & DELUCA ピスタチオソース 

（税抜 1,600 円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入荷してもすぐに品薄＆完売となったパスタソース！前菜からメイ
ンディッシュまで、幅広く活用できる優秀ソースで、DEAN & 
DELUCA のパスタシリーズの中で、初登場にして人気 No.1 の逸
品。ピスタチオのまろやかな甘みとコクのベースに、フレッシュなバジル
と食欲をわかせるガーリックの香りが加わった豊かな味わいで上質な
⼀品に仕上げてくれる。  

※12/31 10:00〜18:00、1/1 休業、1/2 11:00〜20:00 
 

今年は悩まない！ルミネ＆ニュウマン新宿で⾒つかる「冬の手みやげ」 

”ほめられ”帰省⼟産＆お年賀セレクション 



 
 
東京らしいセンスの光る逸品を贈る  

和も洋も、甘くても、しょっぱくても、ちょっとカッコイイのが東京スタイル。多色でもシンプル、強いコントラストでも押し付けな
い、華やぐおやつも体にやさしい。そんな東京らしさが詰まったセンスの光る品々をご紹介します。 
【バターバトラー】ニュウマン新宿 ２F エキナカ／ルミネ⽴川 1F 
バトラーセレクション（税込 3,240 円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

持って歩けば振り返られるほど印象的でスタイリッシュなパッケージ。
2017 年「みんなが贈りたい。JR 東日本おみやげグランプリ*」で総
合グランプリを獲得し、ますます人気のバターフィナンシェと、2018
年新作のガレットがセットになった限定品。スイス産発酵バターとフラ
ンス産ゲランドの塩を使用し、表はカリッと、中はしっとり。 
※ニュウマン：12/31 8:00〜20:00、1/1 8:00〜19:00、
1/2 8:00〜20:00 ※ルミネ⽴川：12/30 10:00〜20:30、
12/31 10:00〜19:00、1/1 休業、1/2 10:00〜20:00 

【ひょうひょう庵】・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ 
ぽちおかき（大）（18 枚入り 税抜 3,000 円） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
おかき屋の「赤坂柿山」が手がける菓子処「ひょうひょう庵」の手土
産として人気の⼀品。新大正もち米の美味しさと食感を生かした、
自慢の薄焼きおかきが、1 枚ずつ、江⼾⽂様の美しい江⼾千代
紙の⽼舗「いせ⾠」のぽち袋に入っています。 
※12/31 8:00〜20:00、1/1 8:00〜19:00、1/2 8:00〜
20:00 

【LadyBear】・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ 
グルテンフリーパウンド〜抹茶＆笠間栗〜(税込3,200 円) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
“ギルトフリー”と“満⾜感”を両⽴する「Lady Bear」のスイーツには、東
京らしさが満載。おしゃれでたっぷりなのに罪悪感が少ない、“ほめられ”ス
イーツ。米粉、玄米粉を使用したグルテンフリーのパウンドケーキが、マロ
ニエはちみつの甘みがコク深い抹茶と、メープル香る茨城県産の笠間栗
のアソートでギフト仕様に。 
※12/31 8:00〜20:00、1/1 8:00〜19:00、1/2 8:00〜
20:00 

【TOMIZ】・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ有楽町 ルミネ 2 B1 
1 週間分の低糖質ナッツ(210g：30g×7 袋入り) 

（税抜 831 円） 
 

 

 

 

 

 

 

 

ナッツブーム満開の 2018 年。美に必要なビタミンとミネラルが含
まれるナッツは、低糖質おやつとしても人気。ナッツ 1 週間分を、１
日分ずつに⼩分けした優れもの。摂取量を簡単に管理できるほ
か、持ち歩いたり、大人数でのシェアにも便利。おやつにも、おつま
みにもピッタリな“ほめられ”おやつ。 
※12/31 11:00〜18:00、1/1 休業、1/2 11:00〜20:00 

＊ＪＲ東日本が発足30周年を記念して2017年4月に実施した、東日本エリアの1 都16 県よりエントリーした128品の中からグランプリを決定するイベント 
 
2019 年の⼲⽀「猪」アイテムをお年賀に  
【フルーツクチュール タカノ】 
･･・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ/ルミネ⽴川 1F 

⼲⽀カップ〜いのしし〜（税込 756 円） 
 
2019 年の干⽀の「猪」のかわいら
しい陶器に、チョコスポンジとチョコム
ースを重ね、マロンクリームで猪を表
現。お正月らしいおみくじも。 
★12/30-1/3 限定 
※ ニ ュ ウマ ン ：12/31 8:00〜
20:00 、 1/1 8:00 〜 19:00 、
1/2 8:00〜20:00 ※ルミネ⽴
川：12/30 10:00〜20:30、
12/31 10:00〜19:00、1/1 休
業、1/2 10:00〜20:00 

【銀座甘楽】・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 1 B2 
⼲⽀繭衣（5 個入り 税抜 956 円） 

 
干⽀の「猪」を焼き印した蒸
しどら焼。北海道産の⼩⾖
を使用した上品な粒あん
を、ふわふわに蒸し上げた皮
で挟んだ人気商品。この時
期だけの干⽀模様は、毎年
大好評の人気商品。 
 

★12/中旬-1/4 限定 
※12/31 10:00〜19:00、1/1 休業、1/2 10:30〜22:00 



【ひょうひょう庵】・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ 
【赤坂柿山】・・・・・・・・ルミネ北千住 1F／ルミネ⽴川 1F 
招福多福Ⅱ（税抜 1,500 円） 

猪の絵柄の入った箱に、鶴
や⻲をモチーフにした縁起の
良いおかきのほか、懐かしい
紙風船や、ひょうひょう庵で
人気の、ぽち袋に入った「ぽ
ちおかき」を詰め合わせた、
お年賀にピッタリの逸品。 
★期間： 
12/1(土)〜1/7(月) 
※ニュウマン： 12/31 8:00
〜20:00、1/1 8:00〜 

19:00、1/2 8:00〜20:00 ※ルミネ北千住：12/31 9:30
〜19:00、1/1 休業、1/2 10:00〜19:30 ※ルミネ⽴川：12/30  
10:00〜20:30、12/31 10:00〜19:00、1/1 休業、1/2 10:00
〜20:00 

【AKOMEYA TOKYO】 
・・・・・・ニュウマン新宿 1F／ルミネ大宮 ルミネ 2 2F 

松﨑煎餅（8 枚入り 税抜 2,000 円） 
 
200 年の歴史をもつ銀
座の⽼舗「松﨑煎餅」。
AKOMEYA TOKYO オリ
ジナルの木箱に入った限
定品。瓦煎餅の表面に
は、吉祥模様などの縁起
柄と、2019 年の干⽀
「猪」柄をあしらった、縁起
のよい“ほめられ”手みやげ
です。 

★数量限定 
※ニュウマン：12/31 10:30〜19:00、1/1 休業、 
1/2  10:30 〜 20:00 ※ ル ミ ネ 大 宮 ： 12/31 10:00 〜
19:00、1/1 休館、1/2 10:00〜19:00 

■新年にピッタリな贈り物 
【アーノット】・・・・・・・・・・・ルミネ町田 7F／ルミネ⽴川 6F 
ORITSURU HASHIOKI（各税抜600 円）  

折鶴をそのまま陶器にしたよ
うな瀬⼾焼きの箸置き。 
紅白で揃えれば、おめでたい
席や、おせち料理にもピッタ
リ！特別な食卓に華やかな
彩を添えます。 
※ルミネ町田：12/31 10:00〜
19:00、1/1 休業、1/2 10:00〜 

20:00 ※ルミネ⽴川：12/30 10:00〜20:30、12/31 10:00〜
19:00、1/1 休業、1/2 10:00〜20:00 

【ロフト】・・・・・・・・・・・・・・ルミネ川越 3F／ルミネ⽴川 7F 
福福リップ（1 個入り 税抜 1,000 円） 

「潤う唇に福来たる」をコ
ンセプトに、日本の⽂
化・生活から連想される
モチーフを、楽しくモダン
に表現した熟練の職人
の繊細な手仕事による
“ふじやま織り”お守り袋
に入ったリップ”。 

※ルミネ川越：12/31 10:00〜19:00、1/1 休業、1/2 10:00〜
19:00 ※ルミネ⽴川：12/30 10:00〜20:30、12/31 10:00〜
19:00、1/1 休業、1/2 10:00〜20:00 

  
お酒にもお茶にも合う大人の味  
【Now on Cheese♪】・・・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 2 1F 
チーズクッキー ゴーダ＆チェダー／ゴルゴンゾーラ&バジル／ 
カマンベール＆ブラックペッパー（各 12 枚入り 税込864 円） 

東京⼟産の新トレン
ドとして注目の「チー
ズクッキー」は、３つ
のフレーバーで展開。
厳選したチーズと、生
クリームを贅沢に練り
こんだ薄焼きクッキー
は、大人の味。お茶
はもちろん、ワインや 
ウイスキー、日本酒の
おともにもピッタリ！ 

※12/31 10:30〜19:00、1/1 休業、1/2・1/3 10:30〜
21:30 

【ca ca o】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 1 B2 
horo chocolate（9 枚入り 税抜 1,500 円）  

 
とろける生チョコの濃厚な味わいを、特殊
製法でクッキーにぎゅっとしみこませた ca 
ca o の人気 No.1 商品。生チョコの美
味しさを、常温で持ち歩けるスタイルで
実現！チョコレートのなめらかさと濃厚さ
を楽しめる逸品。ブランデーやウイスキー
との相性もピッタリ！  
※12/31 10:00〜19:00、 

1/1 休業、1/2 10:30〜22:00 

【京橋千疋屋】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ荻窪 1F 
和栗日和(8 個入り 税込5,200円)    

厳選された国産の大粒
和栗を使⽤したグラッセ
と、しっとりとしたパイ生地
に包まれた渋皮栗がセッ
トになった、上品でとって
おきの⼀品。煎茶や抹茶
はもちろん、日本酒やブラ
ンデーとの相性も◎。 

★冬季限定（1 月下旬まで）※12/31 10:00〜20:00 1/1 休
業、1/2 10:00〜19:00、1/3 10:00〜21:00 

【築地ちとせ】・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 1 B2 
天ぷらせんべい三種詰め合わせ（25袋入り 税込3,240円） 

 
てんぷらせんべい、のり天せん
べい、ごぼう天せんべいの 3 種
類を楽しめる手みやげとしても
人気の詰め合わせ。 
そのままで、ビールやハイボール
のおつまみに、お蕎⻨やごはん、
サラダの上にのせても美味しい、
年末年始に大活躍の逸品。 

※12/31 10:00〜19:00、1/1休業、1/2 10:30〜22:00 



年末年始にふさわしい上質な和の贈り物 
 
【結】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ 
あまのはら（税込 3,240 円） 

 
日本の象徴である富士山を、
その季節の景色と共に、⼀棹の
ようかんにとじこめた、美しい逸
品。切るごとに異なる景色が現
れ、目を楽しませてくれる。 
 
※ 12/31 8:00 〜 20:00 、
1/1 8:00 〜 19:00 、 1/2 
8:00〜20:00 

【恵比寿 豆園】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ⽴川 1F 
きんつば、みるくまんじゅう詰め合わせ 

（各5 点 税込 3,080 円） 
 
⼩⾖の美味しさを味わうための
さとうきび100%の素焚糖（す
だきとう）や、北海道⼗勝産の
⼩⾖など、素材ひとつひとつにこ
だわり抜いたきんつば専門店。 
限定品のみるくまんじゅうのセッ
トは、上品な和の贈り物に。 

※ルミネ新宿：12/31 8:00〜20:00、1/1・1/2 9:00〜
20:00  ※ルミネ⽴川：12/30 10:00〜20:30、12/31 
10:00〜19:00、1/1 休業、1/2 10:00〜20:00 

 
 
ルミネ横浜でしか買えない人気ブランドの逸品  

 
【ピエールマルコリーニ】・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ横浜 B1 
マルコリーニ フルーツカカオケーキ（税込1,944 円） 
 
キメの細かいチョコレート生地に、オレンジピール、レーズンをはじめ数種のドライフルーツを混ぜ込んで焼き上げ
た、大人のための贅沢なカカオケーキ。ぎっしり、そしてしっとりとした食感が噛むほどに美味しさを運びます。 
 
※12/31 10:00〜19:00、1/1 休館、1/2 9:30〜21:00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


