＜Press Release＞

2018 年 8 月 16 日

ルミネ 2018 年秋約 170 ショップ大リニューアル！
ビューティ＆コスメがさらに充実！注目のファッション新業態も！
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）が運営するル
ミネ各館およびニュウマン新宿では、2018 年秋のリニューアルを実施いたします。
今回のリニューアルは、ルミネ新宿のビューティフロアの大幅なリニューアルをはじめ、ルミネ
エスト新宿とルミネ⽴川には、ジルスチュアート ビューティの新業態、ライフスタイルブランド「フロ
ーラノーティス」が登場するほか、コスメ人気ブランドも加わり、ルミネのコスメ・ビューティショッ
プが拡充します。
また、日本発ファッションを世界へ届ける（株）TOKYO BASE の新業態「パブリックトウ
キョウ」の登場をはじめ、注目のニューショップが加わり、各館のブランドラインナップがさらに充
実。駅から好アクセスのルミネで、ビューティ＆ファッションの最新トレンドを発信していきます。

■LUMINE NEW SHOP OPEN 2018 AUTUMN 情報特設サイト
http://www.lumine.ne.jp/newshop/

【ルミネ新宿】 ビューティフロア「BEAUTY AVENUE」リニューアル！
ルミネ新宿 ルミネ 1 8F のビューティフロアがこの秋、大幅リニューアルします！
一歩足を踏み入れれば、まだ知らない自分に会える、”BEAUTY AVENUE”。クイック
に⽴ち寄れて、短期集中でキレイを手に入れたい忙しい⼥性や、美しさのための日々のメ
ンテナンスのために定期的に通いたい、そんなビューティフロアに生まれ変わります。
OPEN：9 月 12 日（水）
https://lumine-shinjuku-beautyavenue.jp/

【9.12 BEAUTY AVENUE RENEWAL OPEN SPECIAL EVENT！開催】
〔内容〕9/5（水）〜9/12（水）の期間中に、ルミネ新宿館内で税込 3,000 円以上お買上げで抽選チケットを 1 枚プレゼント。
9/12（水）に、ルミネ 1 8F BEAUTY AVENUE リニューアル記念抽選会にお越しいただくと、〝BEAUTY AVENUE 利⽤チケッ
ト 2 万円分〟や BEAUTY AVENUE の各ショップがご⽤意した〝特別体験チケット〟などスペシャルプレゼントがあたるチャンス！！

〔抽選日時／抽選場所〕9/12（水）11:00〜21:00／ルミネ 1 8F エースコンタクト横

＜BEAUTY AVENUE 注目ショップ①＞ 「加圧ダイエットラボ ホップ」

ルミネ初出店

ダイエットに特化した加圧トレーニング＆エステの専門店。
有資格トレーナーがパーソナルで美づくりをサポートします。短時間で効果の期待できるコラボ
レーションメニューで美しく引き締まった身体を目指すことで、ライフスタイルを変化させてしまう
かも！ ＊初回体験 30 分 3,500 円〜
OPEN：9 月 12 日（水）
場所：ルミネ新宿：ルミネ新宿 ルミネ 1 8F

https://www.kaatsu-diet.com/
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＜BEAUTY AVENUE 注目ショップ②＞ 「クイックスリム Qtto」

ルミネ初出店

クイックスリム Qtto（キュット）は、10 分 1,500 円から利⽤できるカジュアルエステサロン。
コースの設定はなく、「10 分 1,500 円〜」という安⼼価格で、”お腹”や”二の腕”など、気になる
部位を自由自在に組み合わせて施術することができます。デートや合コンの前、ビーチリゾートに
⾏く前や、お仕事で疲れてしまった日など、安⼼価格でクイックに⽴ち寄れるカジュアルエステサロン
で、”なりたいワタシ”を手に入れてください。
OPEN：9 月 12 日（水）
場所：ルミネ新宿 ルミネ 1 8F

https://www.queensway-group.jp/service/qtto.html

【ルミネ新宿】ルミネ 2 2F に「イヴ・サンローラン・ボーテ デア トゥ ステージ」登場！

ルミネ初出店

イヴ・サンローラン・ボーテの新コンセプト ストア
「イヴ・サンローラン・ボーテ デア トゥ ステージ」
がオープン！メイクアップ製品を自由に試せる
イヴ・サンローラン・ボーテ日本初のメイクアップ
に特化したカウンター。
OPEN：9 月 12 日（水）
場所：ルミネ新宿 ルミネ 2 2F
https://www.yslb.jp/

【ルミネエスト新宿・ルミネ⽴川】 ジルスチュアート ビューティの新業態「フローラノーティス」登場！

新業態

〜もっと、ときめきのある毎日を〜
ジルスチュアート ビューティから新たなライフスタイルブランドがデビュー！
お花がもつ「⾹り」「効能」「⾊」といった魅⼒を凝縮した、フレグランス・ボティ
ケアコスメ・雑貨アイテムがラインナップ。お花があるだけで⼼が豊かになり、そ
の美しさが自分の中で芽生えていくような感覚。
永遠に人々を魅了し続けるお花の恵みを、⼼と体に響かせるコスメが誕生
します。
OPEN：ルミネエスト新宿 8 月 31 日（⾦）／ルミネ⽴川 9 月 11 日（火）
場所：ルミネエスト新宿 B1／ルミネ⽴川 3F
http://www.floranotis-jillstuart.com

【ルミネ⽴川／ルミネ大宮】 人気コスメブランドが加わりコスメショップが拡充！

ルミネ⽴川、ルミネ大宮に人気のコスメブランドが仲間に加わり、コスメショップがさらに充実！
【ルミネ⽴川】
THREE／フローラノーティス ジルスチュアート（新業態）／
NARS／laura mercier

【ルミネ大宮】
アルビオン ドレッサー 埼玉初出店
ジルスチュアート ビューティ 埼玉初出店

〈9/11〉

〈9/11〉

〈9/6〉

〈9/11〉

〈9/11〉

〈9/8〉
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【ルミネ新宿】 TOKYO BASE の新業態「パブリック トウキョウ」登場！

新業態

日本発ファッションを世界へ届ける（株）TOKYO BASE 初のカジュアルブランド「パブリックトウキョウ」が
ルミネ新宿に登場します！
ALL MADE IN JAPAN で、「ハイバリュー」、「テキスタイル」をコンセプトに掲げ、
TOKYO の新たなカジュアルスタイルを世界へ発信する、今までにない TOKYO HIGH-END CASUAL ブランドです。
OPEN： 9 月 6 日（木）
場所：メンズ ルミネ新宿 ルミネ 2 3F／レディース ルミネ新宿 ルミネ 1 4F
http://public-tokyo.com/

【ルミネエスト新宿】 人気ファッションブランドがルミネ初登場！

ルミネ初出店

「NiCORON」

藤田ニコルがプロデュースする、自分らしくトレンドを取り入れた等身大のカジュアルブ
ランド『NiCORON』。
ストリート&スポーティーなスタイルをベースに Pop で Happy なイメージをプラス。
その日に合わせた幅広いスタイリングで⼥の⼦の毎日を応援します。
OPEN： 9 月 8 日（土）
場所：ルミネエスト新宿 2F
http://nicoron.com/

【藤田ニコル来店オープニングイベント開催！】
NiCORON ブランドプロデューサーの藤田ニコルが来店し、
2 ショット写真撮影会を開催します。
〔日にち〕9 月 8 日（土）
〔時間〕 15:00〜
〔参加条件〕税込 3,000 円以上お買い上げのお客さま先着
300 名さま限定で、2 ショット写真がお撮りいただけます！
撮影会参加者を対象に、抽選で 20 名さまに非売品にこう
さ（45cm）にその場でサインを入れてプレゼント！
詳しくは web へ。

ルミネ初出店

「グレゴリー」

”どこよりもフィットする登山⽤バックパックを作る”ことをミッションに 1977 年に創業し
た「グレゴリー」がルミネエスト新宿に新規オープンします！
あらゆる日常のシーンに溶け込む、グレゴリーのバッグ。友達との時間や、休日のお
出かけ等、毎日使えるベーシックなバックパックから手軽に使えるミニバッグシリーズま
で、幅広いラインナップが揃っています。
OPEN： 9 月 6 日（木）
場所：ルミネエスト新宿 5F
https://www.gregory.jp/
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「アンディフィーテッド」

ルミネ初出店

「UNDEFEATED＝負けない、屈しない」という強い信念のもと、2002 年ロサンゼ
ルスにオープンした「アンディフィーテッド」。世界屈指のスニーカーラインナップを中⼼
に、国籍や人種、年齢、性別を越えて人々を熱狂させるすべてのスポーツカルチャー
へ敬意を払い、⻄海岸に根づくオーセンティックな⽂化背景やミリタリーへの深い造
詣をミックスアップして生み出されているオリジナルアパレルを取り揃えています。
OPEN： 9 月 6 日（木）
場所：ルミネエスト新宿 5F
http://undefeated.jp

【一般のお客さまからのお問合せ先表記】
「ルミネ新宿」 Tel. 03-3348-5211（代表）
「ルミネ大宮」 Tel. 048-645-1411（代表）
「ルミネエスト新宿」 Tel. 03-5269-1111（代表）
「ルミネ立川」 Tel. 042-527-1411（代表）
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