＜News Release＞

2019 年 4 月 10 日

〈ルミネ新宿〉ゴールデンウィークはピーナッツがやってくる！

ルミネ新宿×ピーナッツ 「TOUR of PEANUTS」開催！
ここでしか買えない！ルミネ新宿限定商品が登場！

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」（東京都新宿区）は、4 月１8 日(木)〜５月 6 日(月・祝)の期間、ルミネ
新宿×ピーナッツ「TOUR of PEANUTS」企画を実施いたします。
期間中は、ここでしか買えないピーナッツとの限定コラボアイテム販売をはじめ、期間限定
ショップの展開やプレゼントキャンペーンを実施いたします。館内には、まるでルミネ新宿をツ
アーしてくれるかのように、そこかしこにピーナッツの仲間たちが登場します。隠れスヌーピーを
探す楽しさも盛り込みました。

「TOUR of PEANUTS」開催概要
〔開催日時〕4 月 18 日(木)〜5 月 6 日(月・祝)
〔開催場所〕ルミネ新宿 館内ショップ
〔開催内容〕
①期間限定でピーナッツとのコラボ商品を発売！
②期間限定ルミネ新宿限定フードコラボ商品を発売！
③期間限定スペシャルショップの登場！
＊ルミネ新宿限定商品を発売！
④スヌーピーグッズが当たる！「ルミネ新宿×ピーナッツ TOUR of PEANUTS プレゼントキャンペーン」
同時開催！
〔特設サイト〕販売方法等、詳細はコチラ →→ http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/tourofpeanuts （4/18 00:00 公開）

①期間限定でピーナッツとのコラボ商品を発売！
期間中、館内のショップでは、ルミネ新宿だけでしか買えない限定のコラボ商品が登場します。
ルミネ新宿の人気ショップのコラボ商品が満載！
【ネイルステーション】・・・・・・ルミネ 1/8F

【シュット！インティメイツ】・・・・・・・・・・・・・ルミネ 1/4F

Smile&Heart をテーマにカジュアルに仕上げました。ふとした
瞬間目にする爪に、キュートなピーナッツのキャラクターがいれ
ば毎日がハッピーな気分で過ごせます♪

リラックス感あふれるモールニットに
可愛いスヌーピーアート。
カラーによって手法を変えて全く違う
雰囲気で楽しめる 2 色展開です。

PEANUTS V-NECK
KNIT \4,800
PEANUTS SHORT PANTS
\4,500

カジュアルライン \ 12,000

【シティショップ】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 2/2F

【ジル スチュアート】・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 2/2F

保冷付きランチバッグ。ランチバッグ
に⾒えないようミニマルなデザインに
しました。サングラスをかけたスヌー
ピーがとってもキュート！ピクニックの
おともにいかがでしょうか？

デニムとキャンバス素材を使ったスヌ
ーピーの刺繍トート。夏らしいプレイ
フルなスヌーピーが持つアイスにはライ
ンストーンが光って他にはないスヌー
ピーになっています。

SNOOPY 保冷ランチバッグ
\3,200

SNOOPY TOTE \9,800
SNOOPY CAP \6,000
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【メゾン ド フルール】・・・ルミネ 2/2F

【ビーバー】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 2/4F

ユニセックスで着用頂ける「MANASTASH」×PEANUTS×
BEAVER 新宿のトリプルネームＴシャツ。
”KEEP ON LAUGHING” 笑顔が 1 番！今年の夏も楽しくい
こうぜ！がテーマです。

スヌーピーとウッ
ドストックが描か
れたティッシュケ
ースとポーチは、ス
トライプ柄にリボ
ンやサテンの生地
を使用しているの
で上品。他にスヌー
ピーの顔の形の巾
着も展開。

SNOOPY ポーチ \3,290
SNOOPY ティッシュケース \2,990
SNOOPY 巾着 \2,990

AAUGH ! S/S Tee \5,500
"KEEP ON LAUGHING" S/S Tee

【プラザ】・・・・・・・・・・・ルミネ 2/2F

\5,500

数量限定【ブルーノ】・・・・・・・・・・・・・ルミネ 2/5F

テイクアウト感覚で使えるカップサイズのタンブ
大人気の BRUNO コンパクトホットプレートが、スヌーピー限定パ
ラーが限定デザインで登場。スライド式の開閉
フタやストローの差し込み穴など、機能面も充 ーティーデザインで新登場!!
実。他にも PEANUTS 商品を多数展開。

PEANUTS ウォールマグデミタ \1,400

SNOOPY×BRUNO コンパクトホットプレート\9,200

※すべて税抜価格 ※デザインやアイテム、内容は予告なく変更になる場合がございます

②買えるのはルミネ新宿だけ！限定 FOOD コラボ！
期間中、館内のショップでは、ルミネ新宿だけでしか買えない限定のコラボフードが登場します。
ルミネ新宿限定のコラボレーション FOOD が 4 種類登場！
【あおざしからり】・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 1/B2
楽しげなスヌーピーのおうちの
中には、トマトソースピザを
ベースとしたサクサクのあげも
ちからりを詰めました。

【猿田彦珈琲 と ティキタカ アイスクリーム のお店】

・・・・・・ルミネ 1/1F

「PEANUTS」のウィッ
トで優しい世界観をイ
メージしたコーヒーで
す。スヌーピーの仲間
たちと一緒に楽しいコ
ーヒータイムを。

あげもちからり ピザ \547

SNOOPY ブレンドドリップバッグ \926

【ザ パイホール ロサンゼルス】・・・・ルミネ 1/B2

【コンパーテス】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 1/B2

アメリカの定番・
チョコ×マシュマロ
のスモアサンドが
パイに！スヌーピ
ーたちとおいしさ
を探す探検に♪

厳選したセミドライフルーツとチョコレー
トの組み合わせが人気の「ラブフルー
ツミックス」。限定のスヌーピーデザイン
登場！プチギフトとしても最適の一
品です。

SNOOPY S’
more プレート
\800(ドリンクセット

は\1,150)

SNOOPY ラブフルーツミックス S ￥500

※すべて税抜価格 ※デザインやアイテム、内容は予告なく変更になる場合がございます
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③期間限定スペシャルショップの登場！
期間中、【TOUR of PEANUTS】 スペシャルショップが登場いたします。
〔期間〕 4 月 22 日(月)〜5 月 6 日(月・祝)
〔場所〕 ルミネ２/2F ミラ オーウェン前イベントスペース
〔開催内容〕 ⼥性らしいアイテムから実用的なアイテムまで
100 以上のピーナッツグッズが一堂に展開。

【ルミネ限定商品も多数販売】

スペシャルショップでは、ここでしか購入できないルミネ新宿限定商品が多数登場！
税込 2,000 円以上お買上げでノベルティをプレゼント。※なくなり次第終了

④スヌーピーグッズが当たる！TOUR of PEANUTS プレゼントキャンペーン開催
期間中、TOUR of PEANUTS プレゼントキャンペーンを開催！
ルミネ商品券や、ピーナッツグッズがあたります。
さらに先着 30,000 名さまに特別オリジナルステッカーもプレゼント。
〔期間〕 4 月 18 日(木)〜5 月 6 日(月・祝)
〔抽選場所〕 ルミネ 1/5F ルミネカードカウンター、
ルミネ 2/2F ルミネカードカウンター※抽選時間は 20:30 までとなります。
〔参加方法〕期間中ルミネ新宿館内の各ショップにて税込 3,000 円以上お買い上げいた
だいたレシートを抽選会場にお持ちいただくと、1 レシート 1 回として抽選にご
参加いただけます。
さらに先着 30,000 名さまに TOUR of PEANUTS オリジナルステッカーをプレゼント。
〔景品〕 Ａ賞 ルミネ商品券 1 万円分・・・・・・・5 名さま
Ｂ賞 SNOOPY×BRUNO コンパクトホットプレート・・・・・・・・・・5 名さま
Ｃ賞 SNOOPY×BRUNO マルチスティックブレンダー・・・・・・・・・5 名さま
Ｄ賞 SNOOPY ミニタオル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100 名さま
＊先着 30,000 名さま ルミネ新宿×PEANUTS TOUR of PEANUTS オリジナルステッカー

「ピーナッツ」とは

チャールズ M.シュルツ氏が初めて「ピーナッツ」の仲間たちを世の中に紹介したのは、1950 年。「ピーナッツ」が７つの新聞紙上でデビューを飾った時
でした。それ以来、チャーリー・ブラウン、スヌーピーをはじめとするピーナッツ・ギャングたちは、ポップカルチャーに不滅の⾜跡を残してきました。「ピーナ
ッツ」のアニメ特番や帯番組は、米国では ABC のほか、アニメ専門チャンネルの Cartoon Network や boomerang、カナダでは Family
Channel、そして世界規模では YouTube の WildBrain のネットワークなど、主要ネットワークやストリーミングサービスで放送されています。また、
世界中のファンの皆様には、多種多様の商品、アミューズメントパークのアトラクション、文化イベント、ソーシャルメディア、そして伝統的な紙媒体から
デジタルまで各種媒体で掲載されている連載コミックなどを通して「ピーナッツ」を楽しんでいただいています。さらに 2018 年、「ピーナッツ」は、NASA
とスペース・アクト・アグリーメントで複数年の提携をしました。このスペース・アクト・アグリーメントは、宇宙探査と STEM への情熱を啓発するよう次世
代の子供たちに向けてデザインされたプログラムです。「ピーナッツ」のキャラクターおよび関連する知的財産権は、DHX Media（トロント証券取引
所：DHX；ナスダック：DHXM）が 41%、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメントが 39%、チャールズ M.シュルツ氏のファミリーが 20%
を保有しています。
■日本の「SNOOPY（スヌーピー）」公式ウェブサイト：http://www.snoopy.co.jp/
■日本の「SNOOPY（スヌーピー）」公式 Facebook ページ「Snoopy Japan」：https://www.facebook.com/SnoopyJapan
■日本の「SNOOPY（スヌーピー）」公式 Twitter アカウント「Snoopy Japan」：https://twitter.com/snoopyjapan

© 2019 Peanuts Worldwide LLC

【一般のお客さまからのお問い合わせ先表記について】
ルミネ新宿 Tel. 03-3348-5211（代表）
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