2016 年 3 月 16 日
株式会社ルミネ

3 月 25 日（第一期）新宿新南エリアに開業

「NEWoMan」出店ショップの
自信を持ってご提案するいちおし商品が決定！
株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：新井良亮）は、 JR 新宿駅新南エリアに商業施設
「NEWoMan」（ニュウマン）を 2016 年 3 月 25 日（金）に開業いたします（エキソト、エキナカのショップは 4 月 15 日
（金）に開業）。そしてこの度、第一期オープンの各ショップのこだわりのつまった商品、限定商品など、自信を持って提案する
いちおしの商品が決定いたしました。

◆いちおし商品 Pick Up

 LE PAIN de Joël Robuchon、LE CAFÉ de Joël Robuchon
＊NEWoMan～しっとり焼き上げたショコラ生地にエレガントなトンカの香りをまとわせて～!
オープンを記念し、その名も「NEWoMan」という名称の限定パンを販売。マスカ
ットレーズンの自然な甘味、アーモンドのさくっとした食感、生地のしっとり感ととも
に、バニラの数十倍ともいわれるトンカの香りを、新しい体験としてお楽しみくださ
い。（LE PAIN de Joël Robuchon）

＊タルティーヌ 3 種
NEWoMan 新宿店限定 野菜をたっぷり使ったタルティーヌ 3 種を販売します。
（LE CAFÉ de Joël Robuchon）

 'eir
＊Peter Non Fury サンダル!
デザイン､生産すべてを北イタリア バッサーノで行っているハイエンドなブランド 「ピ
ーターノン」からブランドのアイコニックピースであるサンダル(通称バットマン)をホワ
イトファーで｡ラグジュアリー感あるサンダルに仕上りました。



ISABEL MARANT ÉTOILE
＊スペシャルトートバッグ、スペシャルポーチ!
オープンを記念してアーティストとコラボしたオリジナルイラスト入りアイテムを限定
発売。
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◆ショップ・商品一覧 １F
カテゴリー

ショップ名

いちおし商品
NEWoMan ～しっとり焼き上げたショコラ生地にエ
レガントなトンカの香りをまとわせて～
マスカットレーズンの自然な甘味、アーモンドのさくっ
とした食感、生地のしっとり感とともに、バニラの数十
倍ともいわれるトンカの香りを、新しい体験としてお
楽しみください。

LE PAIN de Joël Robuchon
（ル パン ドゥ ジョエル・ロブション）
ベーカリー・カフェ

NEWoMan 新宿店限定 野菜をたっぷり使ったタ

（ル カフェ ドゥ ジョエル・ロブション）

カフェ

食品・雑貨

コスメティック

レディス

レディス・メンズ

レディス・メンズ

R&A ヘアミルク
本格ローズの香りで気分も華やかに。洗い流さない
トリートメントミルク。

（ジョンマスターオーガニック セレクト）

新宿カフェ限定
ドリンクやフードにも新宿限定メニューがあるほか、コ
ーヒーのために開発された、オシャレな持ち歩き用ド
リンクボトル Keep Cup など、他にも多数、限定商
品をご用意しています。
新宿店限定 リネンロゴバッグ・手作り保存缶セット
（AKOMEYA オリジナル）職人による手作りの保
存缶と、リネンロゴバッグの新宿店限定セット。
新宿店限定 人気のお米とお供セット
（AKOMEYA オリジナル）人気のお米とごはんの
お供、限定サイズのリネンバッグをセットに。

Blue Bottle Coffee
（ブルーボトルコーヒー）

AKOMEYA TOKYO
（アコメヤ トウキョウ）

BRAND
（ゴールデン グース デラックス ブランド）

ボディケア＆アロマ

ルティーヌ 3 種を販売します。

john masters organics select

GOLDEN GOOSE DELUXE
レディス・メンズ

「夢の国のデリカテッセン」をコンセプトにしたサボンの
New ブランドには、食を想わせるわくわくするような
アイテムが多数並びます。
まるでジャムやケーキを詰め込んだようなギフトセット
もおすすめです。

（サボン グルメ）

エリア初出店

新業態

ギフトキット「アウリガ」
フェイスとボディのデイリーケア 3 品がブリキの缶に入っ
たキットです。

Aēsop
（イソップ ）

ISABEL MARANT ÉTOILE
（イザベル マラン エトワール）

CABaN HAYAMA
（キャバン ハヤマ）

（スーパー ティーエムエル マーケット）

エリア初出店

新宿店限定 スニーカー（メンズ・レディス） デニム（レディス）
NEWoMan 限定でスニーカー（レディス・メンズ共に）とデニム（レディス
のみ）を発売。

SABON GOURMET

SUPER TML MARKET

新業態

タルティーヌ 3 種

LE CAFÉ de Joël Robuchon

オーガニックコスメ

備考

スペシャルトートバッグ、スペシャルポーチ
オープンを記念してアーティストとコラボしたオリジナル
イラスト入りアイテムを限定発売。

エリア初出店

VITAL MATERIAL の別注サシェ、
ルームスプレー、ディフューザーを限定発売。

エリア初出店

親しみやすい日用品からラグジュアリーブランドまで幅広く展開。
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新業態

◆ショップ・商品一覧 M2
カテゴリー

レディス

ショップ名

いちおし商品
新宿店先行発売 スタジオオールインワン他 2 型
“街でも着れるヨガウェア”をコンセプトに、モデルでヨ
ガインストラクターとして活躍中の野沢和香さんとコ
ラボレーションした「WAKA NOZAWA for emmi
yoga」のヨガウェアを先行発売いたします。

emmi
（エミ）

Antique
ファッション雑貨

備考

エリア初出店

Rolex Oyster

HIROB SOUTH

ロレックスの代名詞オイスター。アンティーク オイスタ

（ヒロブ サウス）

ーは小ぶりで女性が着けやすいサイズにアンティーク

新業態

ならではのこだわりのある造形が魅力です。

ファッション雑貨

H.P.F,98

天然石のリング

CHRISTOPHER

山梨県の伝統工芸士が作り出す、自然の美しさを

（エイチ・ピー・エフ 98 クリストファー）

日本初出店

秘めた天然石のリング。
新宿店限定 ファシネーション プレミアム メガボトル

オーガニックコスメ

女性の美しさを内側からサポートするフラワーエッセ

Cosme Kitchen ＆ Naturopathy

ンスは、コスメキッチンオリジナルブレンドの注目アイテ

（コスメキッチン アンド ナチュロパシー）

新業態

ム。長く愛用したい方のために、50ml のメガボトル
は NEWoMan 限定で発売。
NEWoMan 限定アイテム

レディス・メンズ

MAISON KITSUNÉ を代表するアイコニックなグラ

MAISON KITSUNÉ

フィック「PARISIEN」のバリエーションとして、

（メゾン キツネ）

「Tokyoite」4 アイテム（TEE・SWEAT・TOTE・
CAP）が NEWoMan 限定で登場。
新宿店限定 シルケットリリヤーン V ネックニット

レディス

横に広がった V ネックが特徴的なニット。

Plage

ゆったりとしたシルエットに鎖骨が見えるネックラインは

（プラージュ）

女性を美しく見せてくれます。華やかなビタミンカラー
とナチュラルカラーの２色展開。
「MYne」×「STUDIOUS CITY」限定スニーカー

レディス

STUDIOUS CITY

MIHARA YASUHIRO より派生したニューライン

（ステュディオス シティ ）

「MYne」とのコラボレーションスニーカーを

新業態

STUDIOUS CITY 新宿店にて販売致します。

インテリア・生活雑貨

PTMD collection produced by

Aluminium wood bowl wooden foot

Spoonbill

アルミニウムとウッド素材を掛け合わせた PTMD オリ

（ピーティーエムディー コレクション プロ

ジナル商品。ワインクーラーや、ボタニカルと合わせて

デュースド バイ スプーンビル）

インテリアとしてもご使用いただけます。

THREE

THREE スキンケアのバランシングラインをお試しいた

（スリー）

だける数量限定のオープニングキットを発売致しま

THREE トライアル キット BL-a
コスメティック

す。
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エリア初出店

リネンスリットコート
レディス

6＜ROKU＞

リネンにレーヨンとポリウレタンの混率でしわになりにく

（ロク）

い素材を使用し、長めの着丈にサイドスリットで仕

新業態

上げた一着。
ALLEGE 別注・メキシカンパーカ・パンツ
レディス・メンズ

｢いつもの生活の中にある日常着の可能性を追求｣

SHIPS BLUESTORE FAB

がテーマのブランド・ALLEGE より既存のメキシカン

（シップス ブルーストア ファブ）

新業態

パーカとパンツをデニム生地に変更した別注アイテム
写真のアイスウォッシュの他にブラックデニムも展開。
BRIEFING x RED CARD Rhythm

ファッション雑貨

BRIEFING

両ブランドのジャパンクリエーションならではの機能美

（ブリーフィング）

やデニムの現代的な解釈を融合させることで生まれ
たデニムパンツのコラボレーションです。
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日本初出店

◆ショップ・商品一覧 2F
カテゴリー
コスメティック

ファッション雑貨

ファッション雑貨

ファッション雑貨

洋菓子

ショップ名
CHANEL
（シャネル）

PENDULE VIA BUS STOP
（ペンデｭ―ル ヴィア バス ストップ）

'eir
（ゼア）

（アッシュ・ペー・フランス イン）

LA MAISON DU CHOCOLAT
（ラ・メゾン・デュ・ショコラ）

decor URBAN RESEARCH

アクセサリー

（デコール アーバンリサーチ）

ワイン・花

レディス・メンズ

レディス

シャネルのコスメティックとフレグランスを自由にご体験頂ける新スタイルのビ
ューティバー。短時間でビューティをチャージできるメニューもご用意。待ち
合わせ前に、会社帰りに、気軽にお立ち寄り頂けます。
TABITHA SIMMONS シューズ
イングランド出身の Tabitha Simmons が手がけ
るレディースシューズブランド。ファッションフリークから
も注目されている彼女のコレクションをお薦めしま
す。今年のトレンド デニムににコーディネートで！
Peter Non Fury サンダル
デザイン、生産すべてを北イタリア バッサーノで行っ
ているハイエンドなブランド『ピーターノン』からブランド
のアイコニックピースであるサンダル (通称バットマン)
をホワイトファーで｡

H.P.FRANCE INN

ジュエリー・

レディス・メンズ

いちおし商品

CONVERSE TOKYO
（コンバース トウキョウ）

（コルク）

ASTRAET
（アストラット）

新業態

新業態

フレーバー トリュフ 30 粒入
ニコラ・クロワゾーは大胆にトリュフを一新しました。
甘酸っぱく生き生きとしたカシス、フレッシュな山椒の
香るユズ、そしてフルール・ドゥ・セルのアクセントを利
かせたキャラメルトフィーの詰め合わせです。

エリア初出店

ADER×decor URBAN RESEARCH
ADER で人気のレザーブレスレットを別注。
ベースのレザーのカラーやヴィンテージパーツを使用し
大人のお洒落を楽しめます。

新業態

SHINJUKU 限定 2WAY トートバッグ
NEWoMan SHINJUKU OPEN を記念して、
CONVERSE TOKYO オリジナルプリントのバンダナ
付きトートバッグを数量限定発売いたします。

ビルイン初

AP STUDIO

ニットドッキングシャツ

（エーピー ストゥディオ）

ニット素材と、シャツを合わせた AP STUDIO おすすめの一点です。
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新業態

パリのブランド JACQUES LE CORRE の新作が到
着。
永遠の名品のバッグ「リスボン」の新色や新素材の
帽子が豊富に揃います。

プチコルク（生花）
お花の下からワインのサプライズ!CORK でしかお求
め頂けないオリジナル感抜群のイチオシ商品です。
スカビオサやスイトピーなど、旬なお花がたっぷりで
す。
レザーブルゾン
2016 年春夏コレクションは、やわらかく肌触りのよ
いトルコラムの、シングルライダースジャケットをご用
意。ステッチを少なくミニマムに仕上げたリュクスな一
枚です。

CORK

備考

ビルイン初

エリア初出店

新業態

◆ショップ・商品一覧 3F
カテゴリー

レディス・メンズ

ファッション雑貨

レディス・メンズ

ファッション雑貨

レディス

カフェ

レディス

レディス

ショップ名

いちおし商品
MADISONBLUE POP-UP STORE!
3/25～4/15 までエストネーション初登場となる
MADISONBLUE のポップアップストアを開催。カジ
ュアルにもモードにもフィットする、上質なアイテムの
中からブランドを代表するラインナップが揃うほか、別
注カラーのシャツが登場します。

エリア初出店

ADORARE/アドラーレ
牛革にガラス加工を施したマットレザーを使い A4 サイズが入るサイズに仕
上げた、エレガントなルックスで定番的にコーディネートできるバッグです。

日本初出店

ESTNATION
（エストネーション）

FARO
（ファーロ）

オフショルダーブラウス
ハイウエストタックパンツ
今シーズンのトレンドで押えておきたい、オフショルダ
ートップスは、デコルテラインを美しく魅せ、女性らしさ
を引き立てます。フレアスリーブがポイント。
ロベルタ ピエリ ミニダッフルバッグ
日常使いから旅行まで様々なシーンに活躍するピエ
リの 2WAY バッグ。鮮やかなカラーの組合わせが新
鮮な FUNMILITARY シリーズからミニダッフルが登
場。NEWoMan 新宿店先行サイズ。

Drawing Numbers
（ドローイング ナンバーズ）

Pelletteria HITMAN&Co.
（ペレテリア ヒットマン）

シルク V ネックチュニック
吸水性にも優れ、最高級シルク糸を使用した上質
リラックスのカットソー。

S SALON adam et ropé
（エス サロン アダム エ ロぺ）

SALON BAKE&TEA
（サロン ベイクアンドティー）

L’AVENTURE martinique
（ラヴァンチュール マルティニーク）

LOULOU WILLOUGHBY
（ルルウィルビー）

備考

J'aime les gateaux
ティーメゾン「THE O DOR(テオドー)」のティーととも
に、タルト、マフィンなど、多彩なベイク・スイーツを楽
しめるオーダービュッフェ。南仏スイーツ「トロペジェン
ヌ」のカスタマイズも楽しめます。
テントライン ワンピース
ふわりと風をはらむ軽さとフレアのシルエットが魅力
で、ここでしか買えない数量限定のアイテム。
皺になり難い機能性を備えた、リゾートには最適な
1 枚です。
ニュウマン限定カラー テントワンピース
構築的なフォルムで魅せる大人のためのドレス。
シンプルなデザインながらもフロントとバックをアシンメトリーにしたデザインが
モードな印象です。
ドラマティックなレッドは、NEWoMan 新宿店限定カラー。
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エリア初出店

新業態

新業態

新業態

新業態

新業態

◆ショップ・商品一覧 4F
カテゴリー

ショップ名

いちおし商品

BLOOM&BRANCH TOKYO/COBI
レディス・メンズ・カフェ

AURALEE×BLOOM&BRANCH
French Sleeve Knit / Wide Knit Shorts
今季 3 シーズン目を迎える AURALEE にニット 2 ピ
ースをオープン記念別注としてリリース。

COFFEE box
（ブルーム&ブランチトウキョウ/コビコーヒ
ーボックス）

アイウェア

レディス・メンズ

レディス

レディス・雑貨

レディス

Ms. SeeP EYEVAN
（ミス シープ アイヴァン）

IÉNA ÉDIFICE LA BOUCLE
（イエナ エディフィス ラ ブークル）

1er Arrondissement
（プルミエ アロンディスモン）

MARGARET HOWELL
（マーガレット・ハウエル）

DIRECTOIRE
（ディレクトワール）

レディス・

BRITISH MADE WOMEN

ファッション雑貨

（ブリティッシュメイド ウィメン ）

ファッション雑貨

レストラン・カフェ

ヘアサロン

ニュウマン限定カラー OLIVER PEOPLES フレーム
オリバーピープルズの人気モデル シャエルドレイクのニュウマン限定。
春らしいクリアベージュピンクとべっ甲柄のフレームカラー（限定 10 点）
At.COULEUR
KIJIMA×At.COULEUR 別注限定帽子はもちろんバリエーション豊富に
財布、アクセサリー、ベルト、シューズまで様々な商品を展開します。
C/PE オックス ケープコート
光沢のある素材の大胆なビックシルエットのコート。
オリジナルチェック柄ワンピース
新セレクトショップ＜プルミエ アロンディスモン＞から
は、リネンシルクのファブリックを使用したオリジナルチ
ェック柄ワンピースが登場。ウエスト部分に付いたリボ
ンアレンジで色々な着こなしが楽しめます。

備考

ビルイン初

新業態

新業態

新業態

ニュウマン限定 LINEN VOILE
マーガレット・ハウエルのアイコン的なアイテムでもある、カラーレスシャツ。
ニュウマン限定でホワイトとスレート（チャコール）が登場。非常にやわら
かい表情が特徴です。
ニュウマン限定カラー ストライプシャツ
展示会で大人気だったストライプシャツの限定カラー、ピンクを発売！

SLOW authentic goods store
（スロウ オーセンティック グッズ ストア）

GARDEN HOUSE
（ガーデンハウス）

PEEK-A-BOO
（ピーク・ア・ブー）

新業態

JOSEPH CHEANEY 「MILLY」
流行に左右されず、末永く愛用したい女性へおすす
めの本格英国靴。

新業態

bono round wallet (size L＆S)
上質な栃木レザーを使用した、コンパクトなラウンド
ウォレット。経年変化が楽しめ、シンプルなデザイン
は飽きがこず、永く愛せるアイテムです。

新業態

GARDEN HOUSE オリジナルクラフトビール
「鎌倉ビール」とコラボレーションした GARDEN
HOUSE オリジナルクラフトビールを朝一番で樽に
詰めて直送。ここだけしか飲めない出来立てのクラフ
トビールを楽しんで頂けます。

エリア初出店

あなただけの魅力を引き出す技術と、心から喜んで
頂けるホスピタリティーで新しいトレンドを取り入れた
上質なヘアスタイルを提案します、皆様のご来店を
心よりお待ちしております。

エリア初出店

４D ボリュームラッシュ
ビューティー

海外セレブに話題で人気の４D ボリュームラッシュ。

EYE&NAIL THE TOKYO

世界最細 0.05mm の細くて柔らかな厳選された

（アイアンドネイル ザ トウキョウ）

最高級セーブルを使用。地まつ毛への負担を最小
限に抑え、上品でしなやかな仕上がりに。
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新業態

◆ショップ・商品一覧 7F
カテゴリー

ビューティー

ショップ名

いちおし商品
BODY STYLE ９０min
美容機器・骨盤調整・高濃度酸素オイルハンドセ
ラピー・KAATSU を自由にカスタマイズ。カラダを分
析し『無理のない・楽しい・変化を感じる』ボディメイ
クを提供いたします。

BODY STYLE THE TOKYO
（ボディ スタイル ザ トウキョウ）

備考

新業態

◆ショップ・商品一覧 6F （新宿新南口駅構内）
カテゴリー

レストラン・カフェ

ショップ名

いちおし商品
店内で焼き上げる NY でも人気が高いピザスタイル
のフォカッチャ。東京では生ハム・ルッコラ・季節のフル
ーツをチーズとともに乗せたメニューもご提供します。

ROSEMARY'S TOKYO
（ローズマリーズ トウキョウ）

■「NEWoMan」公式サイト
URL：http://www.newoman.jp/
（※こちらはティザーサイトになります。3 月 23 日（水）に本サイトに更新する予定です。）
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備考

日本初出店

