＜News Release＞

2015 年 8 月 6 日

〜ルミネ有楽町と人気のキャラクターたちによる食の祭典〜

「Character Food Festival」
LUMINE YURAKUCHO
ルミネ有楽町では、2015 年 8 月 7 日（⾦）〜9 月 23 日（水・祝）の間、館
内の 5 ショップ「京都⽯塀⼩路 豆ちゃ」
、「バルバラ ルミュウ」、
「ラ・プティ・
メルスリー」
「ワイアードカフェ」
「イクミママのどうぶつドーナツ！」において、
キャラクター「豆しば」
「ロディ」
「モンチッチ」とコラボレーションした期間限
定メニューが食べられる「Character Food Festival」を開催します。昨年夏に実
施し、人気を博した「豆しばカフェ」。今年は豆しばだけでなくロディとモンチ
ッチが加わり、
「Character Food Festival」としてさらにパワーアップ。各キャ
ラクターの店内装飾だけでなく、4F の連絡通路はキャラクターたちが仲良く並
んだ装飾を実施します。ここでしか食べられないオリジナルメニューを、可愛い
キャラクターたちに囲まれながらお楽しみいただけます。
ポスタービジュアル（イメージ）

【キャンペーン概要】
ルミネ有楽町 「Character Food Festival」（キャラクター フード フェスティバル）
■期間：2015 年 8 月 7 日（⾦）〜9 月 23 日（水・祝）
■場所：下記 5 つのショップにて開催します
ルミネ 1／8F

展開ショップ

「京都⽯塀⼩路 豆ちゃ」

ルミネ 1／8F

ルミネ 2／1F

「バルバラ ルミュウ」
ルミネ 2／1F

下りエスカレーター前特設会場

「イクミママのどうぶつ

ルミネ 1／4F

「ラ・プティ・メルスリー」

「ワイアードカフェ」

ドーナツ！」
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キャラクター
説明

豆でもないし、犬でもない

ロディはイタリアのレードラ

1974 年の誕⽣以来、愛らしい

不思議な⽣きもの「豆しば」
。

プラスティック社で 1984 年 2

姿とキュートなおしゃぶりのポ

みんなの前に突然現れて豆

月 14 日に⽣まれた、馬をモチ

ーズで、多くの人々に癒しや安

知識を教えてくれます。

ーフにした乗用玩具です。カラ

らぎ・夢を与えてきた「モンチ

フルな配色と愛嬌のある顔は、

ッチ」
。日本のみならず世界中で

世界中の人に愛されています。

たくさんの人々に愛され続けて
います。

※キャラクターが含まれた写真・イラストなどの掲載をご希望の場合、コピーライトの併記をいただければ幸いです。詳細はリリ
ース 4 ページ目をご参照ください

■展開内容
① ルミネ有楽町限定オリジナルメニューとスーベニア
通常メニューに加えて、期間限定のここでしか食べられないオリジナルメニューをご提供します。
さらに、「京都⽯塀⼩路 豆ちゃ」、「バルバラ ルミュウ」、
「ラ・プティ・メルスリー」の 3 ショッ
プでは、数量限定のここでしか手に入らないスーベニアつきメニューをご用意。その場でお食事を
楽しんでいただくだけでなく、ご帰宅後も可愛いキャラクターグッズをお楽しみいただけます。ま
た、今回はお土産におススメなテイクアウトメニューもご用意しています。
※スーベニアはすべて数量限定です。なくなり次第終了とさせていただきます。

【豆しば × 京都⽯塀⼩路 豆ちゃ】
おいしい料理は福を招く。豆しばたちが、皆様のご多幸とご健勝を願い、
豆心を込めて作りあげたメニューをお楽しみください。
《場
所》 ルミネ 1／8F 「京都⽯塀⼩路 豆ちゃ」
《営業時間》 11：00〜23：00
（ラストオーダー フード 22：00 ドリンク 22：30）
※『豆三郎の豆しば御膳』及び『⻁豆しばの夏野菜ローストビーフ豆カレー』は、
ランチ時間帯（11:00〜LO16:30）は和茶ビュッフェと選べるおやつ 3 種付き、
ディナー時間帯（17:00〜LO22:00）はソフトドリンク 1 杯付きでのご提供です。

ポスタービジュアル（イメージ）

メニュー
イメージ
⻁豆しばの
メニュー名

豆三郎の

夏野菜

豆しば御膳

ローストビーフ
豆カレー

価格（税抜）

1,980 円

1,300 円

手ぬぐい

豆しば庵の
抹茶わらびもち
パフェ

豆しば庵の抹茶と

豆しば庵の

ねりきりセット

抹茶ラテ

1,050 円

840 円

1,150 円

ペーパーマット

コースター

スーベニア

【ロディ × バルバラ ルミュウ】
「バルバラ ルミュウ」のコック⻑にロディが就任！
厳選した食材で作られた素敵な料理でお待ちしています。
《場
所》 ルミネ 1／8F 「バルバラ ルミュウ」
《営業時間》 11：00〜23：00
（ラストオーダー フード 22：00 ドリンク 22：30）
ポスタービジュアル（イメージ）

メニュー
イメージ

メニュー名
価格（税抜）

“Rody”の
ブイヤベースカレー
1,850 円

“Rody”チョコバナナ
ティラミスパフェ
1,050 円

カラフル”Rody”の
マンゴーソーダ
880 円

オリジナルのマグカップ、コースター、ペーパーマットの 3 種類。どれがもらえるかはお楽しみ。

スーベニア

全 5 色（色は選べません）

【モンチッチ × ラ・プティ・メルスリー】
モンチッチがスイーツの甘い香りに誘われて遊びに来ました！
モンチッチ×メルスリーのオリジナルスイーツをお楽しみください。
《場
所》 ルミネ 1／4F 「ラ・プティ・メルスリー」
《営業時間》 平日 11：00〜21：30（ラストオーダー21:00）
土日祝 11：00〜21：00（ラストオーダー20:30）
かわいいモンチッチの顔が描かれたパンケーキと

メニュー

メルスリーのカップケーキを合わせたデザートプレート。

イメージ

モンチッチの好きなバナナと相性の良いベリーソースを

メニュー名

一緒にお楽しみください。

モンチッチ大好き❤パンケーキ
※お好きなデコレーションカップケーキとセットドリンクをお選びいただけます。

価格（税抜）

1,343 円

オリジナルの缶バッジ＆コースター
スーベニア
ポスタービジュアル（イメージ）

（※デザインは選べません）

【ロディ × ワイアードカフェ】
暑い夏にぴったりのソフトクリームでひと休みしませんか。巻紙までかわいいロディ仕様です。
《場
所》 ルミネ 2／1F 「ワイアードカフェ」
《営業時間》 平日 10：00〜23：00（ラストオーダー フード 22：00 ドリンク 22：30）
土日祝 10：00〜22：00（ラストオーダー フード 21：00 ドリンク 21：30）
爽やかな甘みのアングレーズソースと
ホワイトチョコでコーティングした

メニュー

胡桃を散らしたスペシャルサンデー。

イメージ

ロディのフィナンシェをディップしながら
お召し上がりください。

メニュー名

ロディサンデー with アングレーズ&胡桃チョコ

価格（税抜）

500 円

ポスタービジュアル（イメージ）
【豆しば × イクミママのどうぶつドーナツ！】
かわいらしい形のどうぶつドーナツが人気の「イクミママのどうぶつドーナツ！」が期間限定出店。
新作のレンズ豆しばと⿊豆しばドーナツをルミネ先⾏販売。夏のお土産におススメです。
《場
所》 ルミネ 2／1F 下りエスカレーター前特設会場 「イクミママのどうぶつドーナツ！」
《営業時間》 平日 10：00〜21：30
土日祝 10：00〜21：00

メニュー
イメージ

※画像内の商品は「枝豆しば」と、
「⻁豆しば」です。

メニュー名

価格（税抜）

枝豆しば

⻁豆しば

レンズ豆しば

324 円

⿊豆しば

② 店内装飾／4F 連絡通路装飾
それぞれの店内にはキャラクターにちなんだ装飾を施しています。キャラクターに囲まれた中で
楽しいひと時をお過ごしください。また、ルミネ 1 とルミネ 2 をつなぐ 4Ｆ連絡通路を「豆しば」
「ロディ」
「モンチッチ」の 3 キャラクターたちが共演して彩ります。仲良くコラボレーション
した、3 キャラクターによるフォトスポットもご用意しています。お食事をお楽しみいただいた
後に、ぜひお⽴ち寄りください。
③ 館内放送
期間中ルミネ有楽町の館内放送に、「ねぇ知ってる？」でおなじみの豆しばが登場！おなじみの
あの声で、ランチ、カフェ、ディナータイムをお知らせいたします。

【一般のお客さまからのお問い合わせ先表記】
「ルミネ有楽町」 Tel:03-6268-0730
〒100-0006 東京都千代田区有楽町 2-5-1
【本リリースに関するお問い合わせ・ご取材依頼先】
ルミネ PR 事務局（プラップジャパン内） 担当：竹田・前田
Tel:03-4570-3177 Fax:03-4580-9127 E-mail:luminepr@ml.prap.co.jp
【豆しばに関するお問い合わせ】
電通テック ビジネス・ソリューション室 コンテンツ・クリエーション部 担当：岡田・⼩田
Tel:03-5551-9268 Fax:03-5551-8905 E-mail:license@dentsutec.co.jp
【ロディに関するお問い合わせ】
株式会社 JAMMY ライセンス営業グループ 担当：竹内・福本
Tel:03-6418-6336 Fax:03-6418-6337 E-mail:webmaster@jammy-inc.com
【モンチッチに関するお問い合わせ】
株式会社セキグチ ライセンス部 担当：川島
Tel:03－3692－1001 Fax:03-3696-2915 E-mail:kawashima@sekiguchi.co.jp
【商標に関するご注意】
「豆しば」は株式会社電通の登録商標です。
イラストや写真を掲載する際には右記の©表記を掲載ください。
また、文字ベースで表記する場合は下記を記載ください。
© DENTSU INC.
「RODY」は株式会社 JAMMY の登録商標です。
イラストや写真を掲載する際には右記の©表記を掲載ください。
また、文字ベースで表記する場合は下記を記載ください。
©2015 LEDRAPLASTIC JAMMY
「モンチッチ」は株式会社セキグチの登録商標です。
イラストや写真を掲載する際には下記の©表記を掲載ください。
©2015 Sekiguchi Co.,Ltd.

