＜Press Release＞

2018 年 9 月 14 日

ルミネ × 「ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風」
ルミネ＆ニュウマン タイアップキャンペーン！
ルミネ新宿 ルミネ 1・ルミネ 2／ルミネエスト新宿／ニュウマン新宿 期間：9 月 21 ⽇（⾦）〜10 月 31 ⽇（水）

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）が運営するルミネ新宿 ルミネ 1・ルミネ 2、
ルミネエスト新宿、ニュウマン新宿にて、2018 年 9 月 21 日
（⾦）〜10 月 31 日（水）の期間、10 月より TV アニメ
放映がスタートする TV アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ⻩⾦の
風」と大型タイアップキャンペーンの実施が決定いたしました。
期間中、新宿エリアの各館の館内およびデジタルサイネージ
には、アニメ描き下ろしのビジュアルがそこかしこに登場し、館
内は「ジョジョの奇妙な冒険」であふれます。合計 83 のフード
＆レストランショップでは、作品の舞台である「イタリア」や、タイ
トル名でもある「⻩⾦」をイメージした特別メニューを展開するほか、ルミネエスト新宿、ニュウマン新宿では、ルミネでし
か手に入らないオリジナルグッズが並ぶポップアップショップも登場します！新宿エリアのルミネとニュウマンが、「自分自身
で描く輝かしい冒険のたびの地」となるよう、驚きと楽しさをお届けいたします。

開催概要
〔期間〕 2018 年９月 21 日（⾦）〜10 月 31 日（水）
〔場所〕 ルミネ新宿 ルミネ 1・ルミネ 2、ルミネエスト新宿、ニュウマン新宿
〔特設サイト〕 https://lumine-jojo-cp.com
〔内容〕 ・フード＆レストランショップ全 83 ショップにて特別メニューを展開

＜LUMINE×JOJO コンセプトメッセージ＞
流⾏ではなく個性で選ぶ。
常識ではなく好きを理由に。
自分らしくある「覚悟」と「意志」があなたを光り輝かせる。
ファッションをもっと自由に。
自分のスタイルは自分で決めよう。
あの、“⻩⾦のような”気⾼き誇りを持った 6 人 のように。

・オリジナル描きおろし作品の展開
・期間限定ポップアップショップの登場
・⻩⾦のイタリアンフェア 飲食食品買い回りキャンペーン
最⾼の冒険が、今、ここからはじまる。
・Instagram プレゼントキャンペーン
・放送直前イベント開催
・LUMINE×JOJO supported by MINE ファッション動画を展開（デジタルサイネージ、特設サイト）

フード＆レストラン全 83 ショップで特別メニュー登場！
ルミネ新宿 ルミネ 1・ルミネ 2、ルミネエスト新宿、ニュウマン新宿にて、「ジョジョの奇妙な冒険 ⻩⾦の風」の舞台である
『イタリア』や、タイトルネームの『⻩⾦』などをテーマに、新規商品や特別メニューを展開します！
＜テーマ：イタリア＞
【MOKU OLA Dexee Diner】 ルミネエスト新宿

8F

洋ナシコンポートの
ティラミスパンケーキ

【一風堂】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネエスト新宿 7F
オリエンタルナポリ麺
（税抜 824 円）

（税抜 1,000 円）

当店大人気のパンケーキ
をティラミスにアレンジしまし
た。赤ワインとシロップに漬
けた洋ナシと一緒にお楽し
みください。

【今⽇のごはん 和 sai の国】 ニュウマン新宿 2F エキナカ

グリルチキンと
5 種野菜のトマト煮

トマトとあっさり豚骨を合わ
せた新しいナポリ風のピリ
辛坦メンです。

【D.I.Y.SALAD & DELICATESSEN】
ルミネ新宿 ルミネ 1 B2
イタリア風ピッツァボウル
（税抜 1,185 円）

（税抜 444 円）

根菜とスチームオーブン
で焼き上げたチキンのト
マト煮。
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新鮮トマトをたっぷり使用
し、マルゲリータ風のサラダ
に仕上げました。モッツァレ
ラチーズと生ハムの相性が
抜群です！

＜テーマ：⻩⾦＞

【Plataran Resort & Restaurant】
ルミネ新宿 ルミネ 1 7F

【ラデュレ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ新宿 ルミネ 2 1F

タルト・リンツァー・
ローズ・カネル・
フランボワーズ

⿊のディアボロナシゴレン
〜⻩⾦のサテ〜

（税抜 780 円）

（税抜 1,580 円）

真っ⿊のナシゴレンに⻩⾦に輝く
サテ。周りには赤く染まった特製
トマトサンバル。
エキゾチックな⾒た目とスパイシーな仕上がりは依然変わりなく。
⻩⾦に輝くサテのみの体験もございます。

【コールド・ストーン・クリーマリー】・・ルミネエスト新宿 8F

シナモンが香るタルト生地に、
ローズとフランボワーズのコンフ
ィチュールをのせたタルトです。
⾦箔を飾り華やかに。
＊ラデュレ各店にて取り扱い

【Lady Bear】・・・・・・・・・・・ニュウマン新宿 2F エキナカ

ゴールデンモンブラン
（税抜 538 円）

ゴールド・エクスペリエンス
（税抜 741 円）※予定

モンブランを引き⽴たせる濃
厚なバニラに香ばしいナッツ、
食感のあるラングドシャ、アク
セントでシナモンを使用。ジョ
ジョの⻩⾦をイメージして⾦粉
スプレーをのせました。

ジョルノ・ジョバァーナをイメージ
した⻩⾊に紫をつかったジャー
スイーツ。

新宿エリア各館が「ジョジョの奇妙な冒険 ⻩⾦の風」の世界に！ オリジナル描き下ろしビジュアルの展開
期間中、ルミネ新宿 ルミネ 1・ルミネ 2、ルミネエスト新宿、ニュウマン新宿の館内は、オリジナル描き下ろしビジュアルに彩られ、
「ジョジョの奇妙な冒険 ⻩⾦の風」の世界に染まります。また、特別制作のリーフレットも配布いたします。
・「ジョジョの奇妙な冒険 ⻩⾦の風」の各キャラクターとのルミネ 1 タイアップビジュアルが登場！
（ルミネ新宿 ルミネ１ 2Ｆ階段から 7Ｆ階段まで）
・ルミネ新宿 ルミネ 2 1Ｆの大階段に巨大階段装飾が登場！
・ルミネエスト新宿 2Ｆ回廊にてルミネエストタイアップビジュアル他、各種ポスター連張りを展開！
・ニュウマン新宿の甲州街道側通りのフラッグや 2Ｆアートウォールにてタイアップビジュアルが登場！

ルミネでしか買えない！期間限定ポップアップショップ登場！
今回のコラボレーションのために制作した、トートバッグ、スマートフォンケース、T シャツ、ハンカチ、ステンレスビアマグなど、
合計 20 種類のアイテムが順次並ぶほか、「ジョジョの奇妙な冒険 ⻩⾦の風」のグッズを展開いたします。
〔ルミネエスト〕9 月 21 日（⾦）〜10 月 31 日（水）
場所：8F ラウンジ
〔ニュウマン新宿〕10 月 1 日（月）〜31 日（水）
場所：1Ｆ NEWMan lab.

オーガニックコットン T シャツ
（税抜 4,000 円）

トートバッグ（税抜 1,800 円）
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ゴールデンクリアファイル（税抜 650 円）
※画像はイメージです

⻩⾦のイタリアンフェア 飲食食品買い回りキャンペーン開催！
対象店舗にて、１枚のレシート税込 700 円以上お買い上げで、応募用紙とシールを配布いたします。異なる館のシ
ールを 2 種または 4 種集めると、「ジョジョの奇妙な冒険 ⻩⾦の風」オリジナルグッズや豪華景品をプレゼント！
シール 2 種・・・ルミネ新宿 ルミネ１・ルミネ２、ルミネエスト、ニュウマン新宿それぞれ異なるポストカード
シール 4 種・・・サイン入りタイアップポスター／LUMINE 商品券3 万円分／お菓子詰め合わせ 1 万円

Instagram プレゼントキャンペーン開催！
インスタグラムのキャンペーンアカウントをフォローし、「#lumine_jojo」をつけて、ルミネ新宿
ルミネ１・ルミネ２、ルミネエスト、ニュウマン新宿の企画展示装飾と一緒に撮って投稿する
と、抽選で JTB 旅⾏券１万円分を 5 名様にプレゼントいたします！

放送直前イベント開催！
放送直前の 9 月 25 日（火）にスペシャルゲストをお招きしたイベントを開催！
未公開アニメも観れるかも？！
ご応募、内容の詳細は、「ジョジョの奇妙な冒険 ⻩⾦の風」公式サイトにて公開中！
〔公式サイト〕 http://jojo-animation.com/
〔メディア問合せ〕ワーナー ブラザース ジャパン合同会社 ローカルプロダクション/アニメ 担当：八幡 Tel:03-5251-6933
〔一般のお客さまお問い合せ〕 株式会社リンク event-toi@linknetwork.jp（平日１０時〜１７時）

LUMINE×JOJO supported by MINE ファッション動画を展開
「わたしに新しい冒険を。」をコンセプトに作成した、「ジョジョの奇妙な冒険 ⻩⾦の風」と連動したファッション動画を、ル
ミネ新宿ルミネ 1、ルミネ 2、ルミネエスト新宿、ニュウマン新宿のデジタルサイネージや、特設サイトにて配信します。この
動画では、ルミネで「ジョジョと奇妙な冒険」の世界に触れ、まるで冒険をするように、これまで自分にはなじみのなかった
ファッションアイテムを手に取ることで、あらたな世界へとひと足踏み出すきっかけになればという思いを表現しています。
＜TV アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ⻩⾦の風」作品概要＞
〔タイトル〕 TV アニメ「ジョジョの奇妙な冒険 ⻩⾦の風」
〔放送情報〕 TOKYO MX：10 月 5 日（⾦）25：05〜、毎日放送：10 月 5 日（⾦）26：55〜、
BS11:10 月 5 日（⾦）25：30〜、Abema TV :10 月 7 日（日）24：00〜
〔スタッフ〕
〔キャスト〕
原作 ：荒⽊⾶呂彦（集英社ジャンプ コミックス刊）
ジョルノ・ジョバァーナ
：小野賢章
総監督 ：津田尚克
ブローノ・ブチャラティ
：中村悠一
監督 ：⽊村泰大・髙橋秀弥
レオーネ・アバッキオ
：諏訪部順一
〔公式サイト〕 jojo-animation.com
グイード・ミスタ
：鳥海浩輔
〔公式 Twitter〕 @anime_jojo
ナランチャ・ギルガ
：山下大輝
パンナコッタ・フーゴ
：榎⽊淳弥
〔あらすじ〕
イタリア、ネアポリスに住む少年ジョルノ・ジョバァーナは、ジョースター家の宿敵・DIO の血を継ぐ息子である。幼少時代に迫害を受け
て荒んでいた彼は、一人のギャングの男を救った事をきっかけに「人を信じる」ことを学ぶ。奇妙なことに、恩義を忘れず、敬意を持って
自分に接するギャングが、彼の心をまっすぐにしたのだ。そうして、ジョルノは「ギャングスター」にあこがれるようになった。15 歳になったジョ
ルノは、イタリアの裏社会を⽜⽿るギャング組織「パッショーネ」とトラブルを起こし、狙われることとなり…。
〔著作権表記〕 (C)LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険 GW 製作委員会

【一般のお客さまからのお問い合せ先表記】
ルミネ新宿 Tel. 03-3348-5211／ルミネエスト新宿 Tel. 03-5269-1111／ニュウマン新宿 Tel. 03-3352-1120
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<補足資料＞

【参加ショップ一覧】
詳しくはコチラ → https://lumine-jojo-cp.com
ルミネ新宿 ルミネ 1

イタリア

⻩⾦

ルミネ新宿 ルミネ 2

〈B2〉
☆バンコク屋台 KHAOSAN
・シーキューブ
・東京ミルクチーズ工場
☆Richu 濱田家
・ヴィノスやまざき
・ザ パイホール ロサンゼルス
☆D.I.Y. SALAD &
DELICATESSEN
・神⼾屋キッチンエキスプレス
☆コンパーテス
・とんかつまい泉
・SEIJOISHII
〈6F〉
☆ファーイーストバザール
〈7F〉
・レ・アミーケ

〈1F〉
・DEAN&DELUCA
・成城石井
・スープストックトーキョー
・キノクニヤ アントレ
〈2F〉
・サラベス
〈3F〉
☆HAND BAKES
〈5F〉
☆ラ・メゾン アンソレイユ
ターブル

〈B2〉
☆cacao
☆すしたけわか
・AFURI
☆コンパーテス
・マドレーヌラパン
・あおざしからり
☆船橋屋こよみ
・築地ちとせ
☆銀座甘楽
〈1F〉
・猿田彦珈琲 と ティキタカア
イスクリームの お店
〈4F〉
・アフタヌーンティー・ラブアンドテー
ブル
〈6F〉
・ファーイーストバザール
〈7F〉
☆マンゴツリーカフェ
・大かまど飯 寅福
・Plataran Resort &
Restaurant
・華菜樓

〈1F〉
・ラデュレ
・キノクニヤ アントレ

その他

☆今回のキャンペーンのために開発された新商品を提供するショップ

ルミネエスト新宿

ニュウマン新宿

〈1F〉
・BAKE チーズタルト
〈7F〉
☆オリジナルパンケーキハウス
☆一風堂
☆オリエンタルカラーズ
☆しゃぶしゃぶ野の豚 トンベジ
☆パエリアン ピーシーズ
☆イートモアスープ＆ブレッド
・CHEESE & DORIA .
SWEETS
・めん、⾊いろ。いつでも、お
やつ。
・THE STATION GRIL
・⽜タン炭焼き利久
・THE SMILE
〈8F〉
☆MOKU OLA Dexee
Diner
・ビタースイーツ・ビュッフェ
☆EGG＆SPUMA
☆マルモキッチン
・こなな
・Pizzeria e Dolceria
Giulietta
〈1F〉
・POGG
・生クリーム専門店 MILK
〈7F〉
☆sakura 食堂
・こめらく 贅沢な、お茶漬け
日和。
・⾺⾺⻁⻁
・甜點菜楼
・pab-sang
〈8F〉
☆コールド・ストーン・クリーマリー
☆リゾットカフェ東京基地
☆すし こたま
☆ABC Canteen
・Guts Boucherie
・ワイアード茶屋

〈エキナカ〉
☆今日のごはん 和 sai の国
☆すし屋のはなれ、
☆えんなり
〈エキソト〉
・800° DEGREES
NEAPOLITAN PIZZERIA
☆SALON
BUTCHER&BEER
〈2F〉
☆DEAN & DELUCA CAFÉ
〈3F〉
☆SALON BAKE&TEA

〈1F〉
☆PAPABUBBLE
〈7F〉
☆（る）ハレノヒ
〈8F〉
☆おちょぼはん
☆UBU CAFÉ
☆ガンボ＆オイスターバー

（エキナカ）
☆Lady Bear
〈エキソト〉
・VERVE COFFEE
ROASTERS

〈エキナカ〉
☆仙臺たんや利久
・ニッポンの駅弁
☆結
☆Lady Bear
〈2F〉
・LA MAISON DU
CHOCOLAT

※参加ショップ、商品内容は変更になることがあります。
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