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ルミネ＆ニュウマン新宿 エキナカ・エキチョクで買える

人気帰省みやげ＆手みやげセレクション！
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ニュウマン新宿とルミネ
新宿、ルミネ有楽町、ルミネ荻窪、ルミネ⽴川、ルミネ横浜、ルミネ北千住、ルミネ大宮、ルミネ川越の各館では、夏の帰省や、
およばれの手土産にぴったりなスイーツやグルメアイテムを展開中です。
オープン間もない注目のショップから定番人気ショップまで、こだわりの逸品やロングセラー商品、軽くて持ち運びやすいサイズ
や重さのものなど、スタイルに合わせて様々なアイテムを、駅から好アクセスのエキナカ・エキチョクのルミネに取り揃えました。

今話題のあの一品をお土産に
【Lady Bear】・・・・・・・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ 【タイチロウ モリナガ】・・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ
ハニーレモン・モヒート （税抜 602 円）
キャラメルラスク 4 個入/10 個入/20 個入

（税抜 450 円/1,000 円/2,000 円）

ギルトフリースイーツとして今年も注目の
LadyBear の期間限定品。
キリッとミントを効かせたはちみつレモンジ
ュレにレアチーズムースを重ね、モヒートの
イメージに仕上げた爽快感あふれる一
品。
⽩砂糖不使⽤で 1 個約 166kcal。
◆期間：8 月末まで（予定）

6 月にオープンしたばかりの森永製菓のコ
ンセプトショップ。
森永ミルクキャラメルの風味が口いっぱいに
広がるサクッとした食感のラスクです。
「キャラメル」と「深みキャラメル」の 2 種アソ
ートで、2 つの味を楽しむことができます。

第 1 回「JR 東日本お土産
グランプリ！*」で総合グラ
ンプリを獲得したバターフィ
ナンシェが、バターガレットと
セットになった詰め合わせ。

レモン風味のゼリーに、羊羹で作った
⾦⿂をゆらりと泳がせた、目にも涼や
かなお菓子です。
大人の⽅はもちろん、⾚と⿊の⾦⿂
が泳ぐぷっくりとしたフォルムは、お子さ
まにも人気です。

【Butter Butler】・・・・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ 【日本橋屋⻑兵衛】・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ大宮 ルミネ 1 1F
⾦⿂すくい 7 個入（税抜 1,900 円）
バトラーギフト（税込 3,000 円）
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厳選したバターを使⽤し、バ
ターが持つ個性や風味を大切にしたバタースイーツをお楽しみください。

常温で軽々or コンパクトに持ち運べるお土産
【ひょうひょう庵】・・・・・・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ 【東京ミルクチーズ工場】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ⽴川 1F
寛々あられ・夏 20 枚入（税抜 1,000 円）
クッキー ギフト 詰め合わせ 30 枚入（税込 2,808 円）
東京赤坂生まれのおかきの選
りすぐりの５種類をひとくちサイ
ズにした詰め合わせ。しそやカ
レーなど、夏ならではの味で、
⼩さなお子さまから、お年寄り
まで、幅広い年代の⽅々にお
楽しみいただけます。
◆期間：夏季限定

【コンパーテス】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 1 B2
パウンドケーキ マンゴー（税込 1,500 円）
自家製のマンゴーコンフィを加
えた、しっとりとした程よい甘さ
の生地と、マンゴーの優しい
酸味とのバランスが絶妙なパ
ウンドケーキ。表面には、ごろ
っと大きなマンゴーのスライス
があしらわれ、爽やかな夏を
感じさせてくれます。
◆期間：8 月末頃まで

ソルト＆カマンベール、蜂蜜＆ゴルゴンゾ
ーラ、ポルチーニ＆ゴーダの３種類のクッ
キーの詰め合わせ。こだわりの素材でつく
られる３種類のクッキーは、食べ比べも
楽しめ、友人への手土産のほか、ご両親
へのお土産としても喜ばれています。

【アラボンヌー】・・・・・・・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ
メレンゲ 3 個入りギフト（税抜1,204 円）
口にふくむと、すっととけて香りが
広がるメレンゲ菓子。香ばしい
キャラメル、大人も子どもも大好
きないちご、さわやかな夏の香
りのパッションフルーツの３種が
セットに。空気のような軽さで幸
せを届けてくれる優しい甘さを
お土産に。東京でしか買えな
い一品です。

【フランセ】・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ⽴川 1F/ルミネ荻窪 1F
サニーミルフィユ 8 個入/12 個入/15 個入

（税込1,188 円/1,728 円/2,160 円）

【フランセ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ⽴川 1F/ルミネ荻窪 1F
果実をたのしむミルフィユ 12 個入/16 個入/24 個入

（税込 1,620 円/2,160 円/3,240 円）

「フランセ」の果実を楽しむミルフィユの４種
類の詰め合わせ。
⼩さなお子さまに人気の”いちご”、”れも
ん”、大人に人気の”ピスタチオ”、”ジャンド
ゥーヤ”の詰め合わせで、パッケージもかわ
いらしく、幅広い年代の⽅に喜ばれている
ギフトです。

“果実”と“木の実”を楽しむ洋菓子ブラン
ド「フランセ」から季節限定品が登場！
すっきりとした酸味の『ブラッドオレンジ』と
甘酸っぱい『ラズベリー』のクリームをサン
ドして、ホワイトチョコレートでコーティン
グした夏限定のミルフィユ。
◆期間：8 月末まで（予定）

グルメなあの人にいつもと違ったこだわりの逸品をお土産に
【DEAN ＆ DELUCA】・・・・・・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 2 1F
トリュフソルト・ポルチーニソルト・フェンネルソルト

（3 個入 税抜 2,500 円）

料理の仕上げに香りをプラスす
る、「トリュフ」、「ポルチーニ」、「フ
ェンネル」の 3 種のフレーバーソル
トのセット。サラダや⾁料理のほ
か、ポップコーンなどのお菓子に
も。仕上げに加えるだけで、ワンラ
ンク上の味わいに！
料理好きな⽅や、こだわりグルメ
好きな⽅へのお土産におすすめで
す。DEAN ＆ DELUCA で人
気 No.1 の調味料です。

【DEAN ＆ DELUCA】・・・・・・・・・・ルミネ有楽町 ルミネ 2 1F
地ビールを楽しむギフト（税抜 3,000 円）
茨城のクラフトビール工
場「木内酒造」の薫り高
い地ビール２種*と、ドイ
ツで定番のソーセージ２
種、ロースハム、ベーコン
など**がひとそろえになっ
た”乾杯”ギフト。お土産
やギフトのほか、持ち寄
りパーティーでも喜ばれること間違いナシのセットです。*常陸野ホワイトエー
ル／常陸野ネストペールビール **ブラートブルスト 120g /乾塩熟成ベーコン
140g /ロースハム 90g / ブラートブルスト ノンスモーク ⽩ 120g
◆8 月31 日（⾦）まで

【DEAN ＆ DELUCA】・・・・・・・・・・ルミネ有楽町 ルミネ 2 1F 【ラベイユ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ荻窪 1F
パルミジャーノ レッジャーノ 130g（税抜 900 円）
朝のはちみつキット（税抜 1,900 円）
何十種類ものチーズを食べたバイヤ
ーが⾒つけた、とっておきの逸品。
イタリア・モデナ山岳部のゾッカのロー
ゾラ地区のパルミジャーノ専門のチー
ズ工房『CASEIFICIO ROSOLA
カゼイフィーチョ ローゾラ』のもので、
日本での取り扱いは DEAN ＆
DELUCA だけ。伝統を守りながら、
ひとつずつ手作業でチーズをつくる、
職人の情熱が美味しさの秘訣です。

関⻄、中部、九州など
で店舗を展開する、荻
窪発祥のはちみつ専
門店。爽やかな香りと
上品な甘さのスペイン
産オレンジのはちみつ
と、国産いちごをはちみ
つで煮詰めた特製コンフィチュールのセット。トーストやヨーグルトに
合わせれば、ワンランク上の特別な朝食に！

定番&新定番 or ロングセラーをお土産に
【仁々木】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ
パイン大福（税込 290 円）
甘みのとても強い香り豊かな
品種を使⽤した、フルーツ大
福の季節限定品。パイナップ
ルの爽やかな酸味と甘みが、
⽩餡と絶妙に調和した、夏に
ピッタリな一品です。贈り物に
も、手土産にもオススメ！
◆夏季限定

【ピエールマルコリーニ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ横浜 B1
パティスリー サマー セレクション 9 個入（税込 3,240 円）
チョコレートで定番人気の「ピ
エールマルコリーニ」の人気の
焼き菓子を詰め合わせた”パ
ティスリーセレクション”に夏限
定商品が登場！
チョコレートケーキ、爽やかな
味わいのサブレサンドシトロン、
やさしい甘さのダックワーズの詰
め合わせ。
◆期間：8 月 31 日(⾦)まで

【ダロワイヨ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ北千住 1F
ジュレ・マカロン詰め合わせ（小）（税込 3,240 円）
マカロンが人気のダロワ
イヨの夏ギフト。稀少糖
含有シロップ配合の涼
やかな、オレンジ、パイナ
ップル、桃、洋梨のジュ
レと、季節限定のフレー
バーのマカロンがセット。
⾒た目も涼やかで、手
土産としても大人気！
◆期間：夏季限定

【成城石井】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ川越 2F
成城石井自家製プレミアムチーズケーキ（税抜 790 円）
クリームチーズをたっぷり使⽤し
た濃厚なチーズケーキ。ご自宅
⽤としてはもちろん、持ち寄り
パーティのデザートとしても人気
の一品です。レーズンとアーモ
ンドのアクセントが効いたリッチ
なチーズの味わいで、多くのリピ
ーターに支持されています。

【AKOMEYA TOKYO】・・・・・・・・ルミネ大宮 ルミネ 2 2F
吉田屋 くずもち/抹茶葛わらび餅（税抜 各 540 円）

【治一郎】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 1 B2
治一郎カット・ゼリーセット（税抜2,300 円）

とろりとなめらかでコシのある食感が
人気の吉野葛を原料に使⽤したく
ず餅とわらび餅です。きな粉や抹
茶きな粉、⿊糖蜜などを食べる直
前にたっぷりかけていただくスタイ
ル。涼やかな個包装で、贈り物に
もオススメです。
◆夏季限定品

京都水尾産の柚子果汁
を使⽤した柚子ゼリー、
丹波産の⿊⾖を使⽤し
た⿊糖⿊⾖ゼリーに、食
べやすくカットした人気の
治一郎のバウムクーヘン
がセットに。こだわりの素
材で丁寧につくられた夏
限定の贈りものに最適なセットです。 ◆期間：8 月中旬頃まで

