＜PRESS RELEASE＞

2021 年 2 ⽉ 18 ⽇

ルミネ 2021 年春約 110 ショップ大リニューアル！
注目のインスタ発ブランド 1 号店やコスメも拡充！家近ルミネも人気ショップ登場！
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）が運営するルミネ各館およびニュウマン各館では、約 110 ショ
ップの 2021 年春のリニューアルを実施いたします。
今回のリニューアルでは、新宿エリアに注目のコスメ 1 号店「スナイ
デル ビューティー」が登場するほか、「Aēsop」、「PAUL & JOE」が
ルミネ池袋に、「SHIRO」がルミネ有楽町に加わり、ルミネのコスメがますま
す拡充します。ルミネエスト新 宿 には、インスタ発 ブランド「エピヌ」や
「ティーナ︓ジョジュン」が、ニュウマン新宿には、⽇常を彩るフラワーショップ
「ew.note」が登場します。都⼼のルミネ・ニュウマンだけでなく、お客さまのお住
まいの近くのルミネ・ニュウマンにも、続々と注目のショップが登場します。
注目のファッションや、セルフケアコスメ、快適にお家時間を楽しむライフス
タイル系ショップが続々と加わり、ルミネは、2021 年の春も、⾃分らしさや⼼地よさを⼤切にすることのできるショップライ
ンナップで皆さまをお迎えいたします。


LUMINE NEW SHOP OPEN 2021 Spring 情報特設サイト
https://www.lumine.ne.jp/newshop/

NEW OPEN SPECIAL PICK UP
■新宿エリア 注目の NEW SHOP
新ブランド 1 号店がルミネ新宿に、インスタ発ブランドがルミネエスト新宿に、ニュウマン新宿にも注目ショップが登場︕
【スナイデル ビューティー】（コスメ）＜1 号店 3 ⽉3 ⽇（⽔）OPEN＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ新宿（P.2）
【スナイデル ホーム】（ライフスタイル）＜1 号店 3 ⽉3 ⽇（⽔）OPEN＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ新宿（P.2）
【アニュアンス】（ファッション）＜1 号店 2 ⽉ 26 ⽇（⾦）OPEN＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ新宿（P.2）
【パサンド バイ ヌキテパ】（ファッション）＜ルミネ初出店 2 ⽉ 19 ⽇（⾦）OPEN＞・・・・・・・・・ルミネ新宿（P.2）
【ジョンブル】（ファッション）＜ルミネ初出店 2 ⽉ 19 ⽇（⾦）OPEN＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ新宿（P.2）
【エピヌ】（ファッション）＜ルミネ初出店（ビルイン初） 2 ⽉ 20 ⽇（⼟）OPEN＞・・・・・・ルミネエスト新宿（P.3）
【ティーナ︓ジョジュン】（ファッション）＜1 号店 2 ⽉ 17 ⽇（⽔）OPEN＞・・・・・・・・・・・ルミネエスト新宿（P.3）
【エムライン】（ファッション）＜1 号店 3 ⽉ 3 ⽇（⽔）OPEN＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネエスト新宿（P.3）
【トリートユアセルフ】（ファッション）＜1 号店 2 ⽉ 27 ⽇（⼟）OPEN＞・・・・・・・・・・・・・ルミネエスト新宿（P.3）
【イーダブリュー.ノート】（フラワー）＜ルミネ初出店 ＊新業態 3 ⽉3 ⽇（⽔）OPEN＞・・・・・・・・ニュウマン新宿（P.3）
【ザ ストアバイシー】（ファッション）＜ルミネ初出店（ビルイン初） 2 ⽉ 17 ⽇（⽔）OPEN＞・・ニュウマン新宿（P.4）
■その他都⼼エリア 注目の NEW SHOP
待望の⼈気ブランドがルミネ有楽町・ルミネ池袋に登場︕
【イソップ】（コスメ）＜エリア初出店 3 ⽉4 ⽇（⽊）OPEN＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ池袋（P.4）
【ポール & ジョー】（コスメ）＜2 ⽉25 ⽇（⽊）OPEN＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ池袋（P.4）
【シロ】（コスメ）＜3 ⽉2 ⽇（⽕）OPEN＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ有楽町（P.4）
【ジェラートピケ】（ファッション）＜2 ⽉ 26 ⽇（⾦）OPEN＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ有楽町（P.4）
■横浜エリア 注目の NEW SHOP が続々︕
【ディプティック】（コスメ）＜ルミネ・ニュウマン初出店 4 ⽉上旬 OPEN＞・・・・・・・・・・・・ニュウマン横浜（P.5）
【エミ】（ファッション）＜2 ⽉ 26 ⽇（⾦）OPEN＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ニュウマン横浜（P.5）
【トラディショナル ウェザーウェア】（ファッション）＜ルミネ初出店 2 ⽉ 26 ⽇（⾦）OPEN＞ルミネ横浜（P.5）
【セルフォード】（ファッション）＜2 ⽉ 26 ⽇（⾦）OPEN＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ横浜（P.5）
■家近ルミネにも注目の NEW SHOP が続々︕（P.5〜6）
ルミネ北千住、ルミネ⼤宮、ルミネ⽴川、ルミネ町⽥にもエリア初出店など注目ショップが続々登場︕
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■新宿エリアの NEW SHOP
■ルミネ新宿の NEW SHOP 新ブランド 1 号店・ルミネ初出店の注目ショップが登場︕
SNIDEL BEAUTY（スナイデル ビューティー）＜コスメ＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 2 2F

1 号店

人気アパレルブランド「SNIDEL」から生まれたビューティブランド。
天然由来成分をベースとしながらも、モードと⼥性らしさを叶えるカラーアイテムから
ナチュラルなスキンケアまでトータルにラインナップ。
〔OPEN〕 3 月 3 日（水）
〔オープニング特典〕
・天然由来率 100％で透明感あふれるツヤ肌に整えるメイクアップベース＆クッションファンデーショ
ンに、スキンケアのミニチュアサイズをセットしたスペシャルキットを限定販売（税込 8,580 円）。
・税込 10,000 円以上お買い上げでオリジナルエコバッグプレゼント︕

SNIDEL HOME（スナイデル ホーム）＜ライフスタイル＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 2 2F

1 号店

”着るほどに、きれいになる”をコンセプトに昨年 9 月に誕生したスナイデル ホーム。
テキスタイルに植物成分を配合するなど、素肌の美しさについても配慮されたルームウェ
アや、家にいる時間を快適に過ごすための雑貨を展開します。
〔OPEN〕 3 月 3 日（水）
〔オープニング特典〕
・オープニングキット。
・オープン店舗限定で、税込 13,200 円以上お買い上げのお客さまにオリジナル小皿をプレゼン
ト。※上記いずれも数量限定、なくなり次第終了

anuans（アニュアンス）＜ファッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 2 2F

1 号店

しなやかさを持ちつつも凛とした芯の強さを。
自分を⼤切にできる⼥性であるために。
中村麻美さんがディレクターを務める新ブランドが登場︕
柔らかさを表現する色合いと洗練されたデザインで、
ライフスタイルをより上質なものへと導きます。
〔OPEN〕 2 月 26 日（⾦）
〔オープニング特典〕
・税込 44,000 円以上お買い上げで「K10 コーティングアクセントネックレス」または「オリジナルルームウェア」プレゼント。
・お買い上げいただいたお客さまに「オリジナルエコバッグ」プレゼント。※上記いずれも数量限定、なくなり次第終了

Pasand by ne Quittez pas（パサンド バイ ヌキテパ）＜ファッション＞・・・・・・・・・・・・ルミネ 1 1F ルミネ初出店
インドの職人技と現代の感性を融合した〈ヌキテパ〉がキュレーションするライフ
スタイルショップ「パサンド」(ヒンディー語で“お気に入り”）。
こだわりのつまったサスティナブルなものづくりで、インドの手仕事の温もりが感じ
られるウェアやライフスタイル雑貨を幅広く展開します。
〔OPEN〕 2 月 19 日（⾦）
〔オープニング特典〕
インドに暮らす⼥性たちの手でひと針ひと針丁寧に施された伝統的なチカン刺繍ドレスのルミネ限定カラーを展
開。軽く柔らかな風合いと肌ざわりが特徴のコットンボイルのワンピースとガウンです。

JOHNBULL（ジョンブル）＜ファッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 2 4F

ルミネ初出店

デニム産地・岡山県児島発のブランド「JOHNBULL」に加えアップサイクルプロジェクト
「rebear by Johnbull（リベアバイジョンブル）」など多彩なラインナップを揃えるジーンズブラ
ンドが登場︕
岡山県倉敷市を拠点とするジーンズブランド。一点物のリメイクや、ヴィンテージ品、サスティナ
ブルなアイテムを展開します。
〔OPEN〕 2 月 19 日（⾦）
〔オープニング特典〕
「ミッキー/TOKYO タイダイ T シャツ」先⾏販売︕ ※数量限定
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■ルミネエスト新宿の NEW SHOP インスタ発ブランド・EC 限定ブランドが続々登場︕
エピヌ＜ファッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3F

ルミネ初出店

ルミネ初出店「épine」が登場︕
フランス語で棘を意味する épine（エピヌ）。“Nulle rose sans épine（美しい薔薇
にも棘がある）”のことわざのように、どこか一癖（棘）のような自分らしさのあるパリジェン
ヌスタイルをテーマに、パリの街並みに合うファッションを提案しています。
〔OPEN〕 2 月 20 日（土）

■Instagram @epineofficial

〔オープニング特典〕
税込 10,000 円以上お買い上げのお客さまへ限定キャンバスハンドバッグをプレゼント︕
※お好きなカラーをひとつお選びいただけます。 ※なくなり次第終了

ティーナ︓ジョジュン＜ファッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4F

1 号店

Instgram 発のブランド「TINA︓JOJUN」の１号店が登場︕
「OLD AND NEW」 "古くて新しい"
"定番だけど被らない" "シンプルだけど奥深い“
そんな相反するこだわりと、世代を超えて受け継いだ感性を落とし込んだコレクションを展開。
〔OPEN〕 2 月 17 日（水）

■Instagram @tina̲jojun

〔オープニング特典〕
税込 16,500 円以上お買い上げでオリジナルマグカップをプレゼント︕ ※なくなり次第終了

エムライン＜ファッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4F

1 号店

大人気ブランド mystic の妹ブランド「エムライン」が登場︕
「healthy & juicy」をコンセプトにしたファッションブランド。
いつもの自分にほんの少し自信と勇気を与え、
私の味方となってくれるお洋服をご提案します。
〔OPEN〕 3 月 3 日（水）

■Instagram @m̲̲line̲̲pr

〔オープニング特典〕
お買い上げのお客さまに「リング or バングル（mline オリジナルポーチ付き）」をプレゼント︕
※なくなり次第終了

トリートユアセルフ＜ファッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4F

1 号店

若年層を中心に圧倒的人気を誇るインスタ発ブランドの初のリアル店舗が登場︕
"あなたへのご褒美"をコンセプトに、オーストラリア、メルボルンで vintage select
shop から始まった EC 生まれの「Treat ürself」。
アンティーク、レトロ、ビンテージをテーマに展開します。
〔OPEN〕 2 月 27 日（土）

■Instagram @̲̲treat.urself̲̲

〔オープニング特典〕
税込 13,000 円以上お買い上げで「ノベルティ」をプレゼント︕ ※なくなり次第終了

■ニュウマン新宿の NEW SHOP 日常を豊かにするライフスタイルショップが登場︕
ew.note（イーダブリュー.ノート）＜フラワー＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2F

ルミネ初出店

edenworks を手がけるフラワークリエイター篠崎恵美さんがプロデュースする ew.note。
note は、心に留める、音色、香りの意。
花が人々の生活に在ることで、空白の日常が鮮やかに描かれていき、
1 日のページをめくる音と優しい花の香りがする、
そんな花と人の日々を繋ぐコミュニティのようなフラワーショップです。
〔OPEN〕 3 月 3 日（水）
〔オープニング特典〕
桃の節句、3 月 3 日（水）のオープン日当日限定でご来店いただいたお客さまへ桃の枝をプレゼ
ント︕ ※なくなり次第終了
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THE STORE by C'（ザ ストアバイシー）＜ファッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2F

ルミネ初出店

For beautiful life をストアコンセプトに、地球環境の未来を想い、シーズンレスに
活用できるファッションアイテムや、暮らしを丁寧に
整えるライフスタイル雑貨を展開。
〔OPEN〕 2 月 17 日（水）
〔オープニング特典〕
税込 33,000 円以上お買い上げの方に
オリジナル ECO バッグをプレゼント。
※数量限定、なくなり次第終了

■その他都心エリア注目の NEW SHOP が続々登場︕
■ルミネ池袋に待望の人気ブランドの NEW SHOP
Aēsop（イソップ）＜コスメ＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B1

エリア初出店

イソップは 1987 年にメルボルンで創業したスキンケアブランドです。
安全性や効能、使い心地の良さなどを考慮しながら研究を重ねた、こだわりの植
物由来成分と非植物由来成分を使用した製品を多数取り揃えております。
〔OPEN〕 3 月 4 日（木）

PAUL & JOE（ポール & ジョー）＜コスメ＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・B1
人生を徹底的に楽しむパリジェンヌのライフスタイルを提案するコスメティックスです。
化粧効果はもちろん、⾒て、触って、飾って楽しい、持っていることが幸せ。
自分自身や周りの人も幸福感に満ち溢れるようなライフスタイルを発信します。
〔OPEN〕 2 月 25 日（木）

■ルミネ有楽町に待望の人気ブランドの NEW SHOP
SHIRO（シロ）＜コスメ＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 2 1F

ルミネ各館で人気の「SHIRO」がついにルミネ有楽町に登場︕
「自分たちが毎日使いたいものをつくる」という想いのもと、
厳選した素材の⼒を最大限に引き出してつくるスキンケア、メイクアップ、フレグランス
を提供します。
〔OPEN〕 3 月 2 日（火）

gelato pique（ジェラートピケ）＜ファッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ルミネ 1 B1
ブランドコンセプトは「大人のデザート」。
着心地にこだわり、着る人それぞれのライフスタイルに合ったアイテムを
”デザート価格”で実現したルームウェアブランドです。
おうち時間をおしゃれに、リラックスして心地よく過ごせるルームウェアを展開。
〔OPEN〕 2 月 26 日（⾦）
〔オープニング特典〕
・トータルコーディネートが揃うオープン限定 SET 税込 14,300 円発売。（スムーズィカーディガン
/サテンキャミソール/サテンロングパンツ/エコバッグ）※数量限定、お一人さま 1 点限り
・税込 8,800 円以上お買い上げのお客さまへオリジナルバスソルトをプレゼント︕※数量限定

4

■横浜エリア注目の NEW SHOP が続々︕
■ニュウマン横浜の NEW SHOP
diptyque（ディプティック）＜コスメ＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1F

ルミネ・ニュウマン初出店

1961 年、3 人のアーティストによってパリで幕を開けたフレグラ
ンスメゾン。旅の記憶や風景をインスピレーション源としたフレグ
ランスやホームフレグランス、ボディケア製品は、個性的な世界
観を演出します。
〔OPEN〕 4 月上旬
〔オープニング特典〕
選べるオー ド トワレ 7.5ml 3 本セットを期間限定販売。人気の香り 10 種類の中からお気に
入りの 3 本を選んで、自分好みのセットに。

emmi（エミ）＜ファッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5F
スポーツ＆ヘルシーコンシェルジュストア「emmi」。
『クリアモード』をコンセプトに、ベーシックで洗練された大人のデイリーウェアや
リラクシーなヨガウェアに、スニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに
沿ったスタイリングを提案します。
〔OPEN〕 2 月 26 日（⾦）
〔オープニング特典〕
・2 月 26 日（⾦）〜3 月 4 日（木）MA カード会員ポイントアップ。 ※当日入会 OK
・ニュウマン横浜店限定アイテム登場（スニーカー・アパレル）

■ルミネ横浜の NEW SHOP
Traditional Weatherwear（トラディショナル ウェザーウェア）＜ファッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・2F

ルミネ初出店

ゴム引きコートのブランドとして 1974 年に誕生した、マッキントッシュのファミリ
ーブランド。英国の伝統と旬なエッセンスを融合させ、ベーシックウェアと様々な
雑貨を中心としたコレクションを展開します。
〔OPEN〕 2 月 26 日（⾦）＊ルミネ新宿店 2 月 19 日（⾦）OPEN
〔オープニング特典〕
オープンを記念して、お買い上げのお客さまに数量限定で、チェック柄やカラフルな TWW ロゴなどをあしらったマ
スキングテープをプレゼント。６種類よりお選びいただけます。

CELFORD（セルフォード）＜ファッション＞・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2F
THE FIRST LADY
デザイン、スタイリング、エレガンス、そしてメッセージ。
各国のオリジナリティとプライドが詰まったファーストレディーファッション。
ブランドに触れ合った瞬間に、気品と華を届けます。
〔OPEN〕 2 月 26 日（⾦）
・2 月 26 日（⾦）〜3 月 6 日（土）MA カード会員ポイントアップ。※当日入会 OK
・ルミネ店限定アイテム登場︕

家近ルミネに注目の NEW SHOP が続々︕
ルミネ北千住、ルミネ大宮、ルミネ⽴川、ルミネ町田にもエリア初出店など注目ショップが続々登場︕
■ルミネ北千住の NEW SHOP〜人気のファッション＆コスメが登場︕

MURUA〈エリア初出店〉
3 月 1 日（月）OPEN
＊オープニング特典あり︕

kate spade NEW YORK

GARAGE OF GOOD
CLOTHING〈エリア初出店〉

3 月 6 日（土）OPEN
＊オープニング特典あり︕

2 月 6 日（土）OPEN
＊オープニング特典あり︕
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SHIRO 〈リニューアル〉
3 月1 日（月）OPEN

■ルミネ大宮の NEW SHOP〜人気のモードテイストファッション＆ランジェリーが登場︕

アンテシュクレ 〈エリア初出店〉
3 月 1 日（月）OPEN
＊オープニング特典あり︕

ジェイダ 〈エリア初出店〉
3 月 1 日（月）OPEN
＊オープニング特典あり︕

SLY

税込 15,000 円以上お買い上げで、ルミネ大
宮店限定のサルートトートバッグプレゼント。
※なくなり次第終了

先⾏・限定ノベルティフェアを開催。税込 18,000
円以上のお買い上げでパイソンジュエリーBOX を
プレゼント他。 ※なくなり次第終了

グランドオープンを記念して、SLY ルミネ大宮店
でしか手に入らない限定商品やノベルティをご用
意しております。 ※なくなり次第終了

2 月 26 日（⾦）OPEN
＊オープニング特典あり︕

■ルミネ⽴川の NEW SHOP

ラティス〈エリア初出店〉
3 月 5 日（⾦）OPEN
＊オープニング特典あり︕

コンタクトのアイシティ

ダブルネーム

3 月 2 日（火）OPEN

2 月 26 日（⾦）OPEN
＊オープニング特典あり︕

■ルミネ町田の NEW SHOP

ETVOS

Kastane

AUX PARADIS

Cheek

2 月 25 日（木）OPEN
＊オープニング特典あり︕

2 月 26 日（⾦）OPEN
＊オープニング特典あり︕

2 月 26 日（⾦）OPEN

2 月 21 日（日）OPEN
＊オープニング特典あり︕

＜新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお願い＞
ご来店に際して、下記の事項のご協⼒をお願いいたします。
１．ご来店の際のマスクの着⽤及び咳エチケットにご協⼒ください。
２．ご⼊店前の⼿指の消毒にご協⼒ください。
３．「3 つの密」を避けるため、⼀部の館内施設のご利⽤を制限させていただきます。
４．レジや館内設備は他のお客さまとの間隔を空けてご利⽤ください。
５．体調不良の際はご来店をお控えください。
６．館内の密集を避けるため、おひとり様または少人数でのご来店をお願いいたします。
※混雑時は入店を制限させていただく場合がございます。
【一般のお客さまからのお問い合わせ先】
ルミネ新宿 Tel. 03-3348-5211(代表) ルミネエスト新宿 Tel. 03-5269-1111(代表) ニュウマン新宿 Tel. 03-3352-1120(代表)
ルミネ池袋 Tel. 03-5954-1111(代表) ルミネ有楽町 Tel.03-6268-0730(代表) ニュウマン横浜 Tel. 045-577-0330(代表)
ルミネ横浜 Tel. 045-453-3511(代表)
ルミネ北千住 Tel. 03-3888-7552(代表) ルミネ大宮 Tel. 048-645-1411(代表)
ルミネ⽴川 Tel. 042-527-1411(代表) ルミネ町田 Tel. 042-739-3111(代表)
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