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＜Press Release＞             

2020 年 1 月 24 日 

～新時代を自由に生きるヒトとともに、STORY をクリエイションし続ける場所～ 

「ニュウマン横浜」2020 年 5 月 30 日（土） 

JR 横浜駅西口に開業 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森本雄司）は、2020 年 5 月 30 日（土）に 

JR 横浜駅西口に商業施設「ニュウマン横浜」を開業いたします。2016 年春に JR 新宿駅新南口に開業した「ニュウ

マン新宿」に続くニュウマン業態の 2 号店として、毎日をしなやかに生きる大人の女性に向けて、価値提案を行ってまい

ります。 

当社は「ニュウマン横浜」の開発コンセプトを「STORY・・・ING」とし、「新時代を自由に生きるヒトとともに、

STORY（＝物語）をクリエイションし続ける場所」として、お客さまの感性を刺激する場所を提供してまいります。 

新たな横浜の顔として、世界に多様な価値を発信していくニュウマン横浜にどうぞご期待ください。 

 

■ ニュウマンとは 

ニュウマンは、自分の価値観をもつ自立した大人の女性に向けて、2016 年

3 月に新宿に 1 号店がオープンいたしました。ファッション・ビューティ・フード・ウェ

ルネス・カルチャーといったあらゆるジャンルを横断してライフスタイルをトータルにプ

ロデュースする時間消費型の商業施設です。上質で本物を求めるお客さまの感

性を刺激する、多様な価値を提案いたします。 

■ 開発の背景 

当社は、好奇心が旺盛で自分磨きにも熱心なアクティブな女性たちに向け、そのような日々進化を続ける女性たち

が、ライフステージが変化する中で一層輝き続けるお手伝いをするために、新たにニュウマン業態を立ち上げました。今回

新たにオープンするニュウマン横浜により、横浜エリアに新しい風を吹かせて、お客さまのライフスタイルがより豊かに、カラフ

ルになるように、既存のルミネ横浜とシナジーを起こしながら価値提案を行ってまいります。 

 

＜JR 横浜タワー ニュウマン横浜 外観＞ ＜ニュウマン横浜 ティザービジュアル＞ 
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■ ストアアイデンティティー 

New sense My story from YOKOHAMA 

ニュウマン横浜のあるべき姿として、ストアアイデンティティーを New sense My story from YOKOHAMA と

設定いたしました。ニュウマン横浜は、新しい出合いや気づきによってお客さまの価値基準が広がる”New sense”を提

案し、ニュウマン横浜で生まれたお客さまの”story“が歴史ある横浜の”story“、ショップの”story“と一緒になり、生ま

れ、育ち、息づく場、になっていきたいと考えています。このストアアイデンティティーを軸に、ニュウマン横浜の認知向上や

魅力的なコンテンツの発信、ルミネカード、ルミネのアプリ「ONE LUMINE」をハブとした顧客づくりに注力してまいります。 

 

■ ニュウマン横浜 概要 

今回の横浜駅西口開発は「JR 横浜タワー」と「JR 横浜鶴屋町ビル」の２つの建物からなり、JR 横浜タワーの 1F か

ら 10F をニュウマン横浜が、地下 1F～地下 3F は、食品、飲食を中心に、シァルが運営いたします。また、8～10F に

映画館の T・JOY、12F～26F はオフィスが入居する複合施設です。歩行者通路で結ばれる「JR 横浜鶴屋町ビル」に

は、駐車場施設や、ホテル、スポーツクラブが入居いたします。 

 

名 称         ：ニュウマン横浜 

所 在 地         ：神奈川県横浜市西区南幸 1 丁目 1 番 1 号 

売 場 面 積         ：約 13,000 ㎡ 

フ ロ ア         ：1 階～10 階 

店 舗 数         ：116 店 

開 業 時 期         ：2020 年 5 月 30 日（土） 

営 業 時 間         ：ショッピング 平日 10:00～21:00 土日祝 10:00～20:30 

レストラン 11:00～23:00 

※一部営業時間が異なる店舗があります。 

開業特設サイト       ：https://www.newoman.jp/yokohama-opening 

公式インスタグラムアカウント：＠newoman.yokohama 

 

 

＜開業特設サイト＞ 

https://www.newoman.jp/yokohama-opening
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■ ニュウマン横浜 施設特徴 

お客さまのニーズに応える 116 ショップが出店し、ライフスタイル提案型のショップ構成 

ニュウマン横浜では、経験豊かなお客さまのニーズに応える 111 ショップ＋NEWoMan Lab.区画 5 ショップの計

116 ショップが出店いたします。ファッションだけでなく、コスメ・サービス・雑貨ショップの充実や、当社初のラグジュアリー

ショップの導入など、ニュウマン新宿よりもさらに幅広い店舗をそろえたライフスタイル提案型のショップ構成となります。

従来の価格やテイストごとでのフロア構成ではなく、お客さまの「ライフスタイル」を切り口とし、各フロアのコンセプトを叶

えられるショップをカテゴリーミックスにしております。お客さま自身がそれぞれの「My sense」で、お客さまのライフスタイ

ルや価値観、センスでコーディネート頂ける感度、カテゴリー、プライスの幅を設けたショップが並び、お客さまの日常を

彩ります。 

また、地元のお客さまからニーズが高かった飲食店も充実させてまいります。ニュウマン新宿のフードホールを更に 

進化させ、こだわりのある飲食店を気軽に楽しめる 8F フードホール、9F・10F には横浜駅周辺にはないスタイル感

や専門性の高い食を集積させた大人向けの洗練された大型飲食店が揃い、様々なシーンに対応できる個性的なレ

ストラン・カフェが出店いたします。 

 

＜ショップ構成＞    

 

 

 

 

 

 

 

ポップアップスペース「NEWoMan Lab.（ニュウマン ラボ）」を活用した鮮度感の創出 

5 区画あるポップアップスペース「NEWoMan Lab.」では、最新情報やトレンド

の発信、季節感の演出、商品の価値や作り手の想いを体感できるイベント、ART

の展示・商品の販売など「新しい出合いを提供する場」を作ります。 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

感性を刺激する ART の取り組み 

 ニュウマン横浜では、共用部にて ART を常設で展開いたします。アッシュ・ペー・フランス株式会社による ART ウイ

ンドウや、「The Chain Museum」による ART 提案など、お客さまの感性を刺激し、驚きや新たな発見の機会を

提供いたします。 

ファッション・ 

ファッション雑貨 

43 ショップ 

コスメ 

15 ショップ 

ライフスタイル

雑貨 

17 ショップ 

レストラン・ 

カフェ・食品 

28 ショップ 

サービス 

8 ショップ 

NEWoMan 

Lab. 

5 区画 

＜1F NEWoMan Lab.＞ ＜5F NEWoMan Lab.＞ 
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ルミネグループ初・上位顧客限定ラウンジ「NEWoMan LOUNGE」を常設 

ニュウマン横浜では、当社として初めて上位顧客限定ラウンジ「NEWoMan 

LOUNGE」を常設いたします。ニュウマン横浜で頻度高くお買い物をいただくお客

さまに、ゆったりとくつろぎながらショッピングをお楽しみいただけます。 

 

国際的に活躍する建築家・田根剛氏による“GLOBAL PORT CITY”をテーマにした環境デザイン 

代表作『エストニア国立博物館』（2016）、『新国立競技場・古墳スタジアム(案)』(2012)などを手掛け、  

国際的に活躍する[建築家／Atelier Tsuyoshi Tane Architects 代表  田根剛氏］が環境デザインを担当

いたします。館内空間は“GLOBAL PORT CITY”をテーマに、各フロアで柄の異なるタイルを 30 万枚使用する

等、建物内に居ながら街を歩いているような楽しさを感じられる空間を提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜3F NEWoMan Lab.＞ 

＜7F NEWoMan Lab.＞ 

＜1F コモンスペース＞ 

＜5F エレベーターホール＞ 

＜各階フロアタイルイメージ＞ 
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＜田根剛氏 プロフィール＞ 

田根剛（たね・つよし） 

建築家。1979 年東京生まれ。Atelier Tsuyoshi Tane Architects 代表。 

フランス・パリを拠点に活動。代表作『エストニア国立博物館』（2016）、『新国

立競技場・古墳スタジアム(案)』(2012)、『とらやパリ店』(2015)、『Todoroki 

House in Valley』（2018）、『弘前れんが倉庫美術館』（2020 予定）な

ど国際的な注目を集める。フランス文化庁新進建築家賞、第 67 回芸術選奨

文部科学大臣新人賞、アーキテクト・オブ・ザ・イヤー2019 など多数受賞。

2012 年よりコロンビア大学 GSAPP で教鞭をとる。 

ATTA official website：www.at-ta.fr 

 

 

 

■ フロアコンセプト・ショップ一覧 

ニュウマン横浜では、ファッション、コスメ、ライフスタイル雑貨、レストラン・カフェなど幅広い業態の全 116 ショップが

出店いたします。 

 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 

1F 

ファッション雑貨 グッチ 

ファッション雑貨 ティファニー 

ファッション雑貨 バーバリー 

ファッション雑貨 バレンシアガ 

コスメティック ビュリー 

カフェ 
ブルーボトルコーヒー NEWoMan YOKOHAMA 
カフェスタンド 

チョコレートショップ メゾン カカオ 

2F 

レディス・メンズ SAINT LAURENT 

ファッション雑貨 ボッテガヴェネタ 

レディス・メンズ MONCLER 

レディス・メンズ JOHN SMEDLEY 

コスメティック サンタ・マリア・ノヴェッラ 

コスメティック ディオール バックステージ ストゥーディオ 

アロマ専門店 アットアロマ 

コーヒー タリーズコーヒー 

あん・カフェ トラヤカフェ・あんスタンド 

 

 

1-2F / Discover 新しい自分と出会う 

 

 

＜photo:Yoshiaki Tsutsui＞ 
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フロア カテゴリー ショップ名 

3F 

レディス AP STUDIO 

レディス・メンズ ESTNATION 

レディス Chaos 

レディスオーダースーツ・オーダーシューズ KASHIYAMA 

レディス någonstans 

ランジェリー・インナーウェア L’ANGÉLIQUE 

レディス LE PHIL 

コスメティック uka store 

お香・香りの専門店 薫玉堂 

コスメティック ダヴィネス 

フレグランス NOSE SHOP 

コスメティック新業態 Coming soon（確定次第お知らせいたします） 

コスメティック VISIONARIUM THREE 

コスメティック ポーラ 

美容機器 ReFa 

カフェ THE CITY BAKERY 

ティーストア THE ALLEY 

ビューティー・ヘルスケア 加圧ビューティーテラス 

クリーニング 白洋舎 

ヘアサロン バイオレット 

お直し専門店 ミスターミニット 

 

 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 

4F 

レディス・メンズ A.P.C. 

レディス・メンズ・ベビー UNDERSON UNDERSON 

レディス・メンズ GALERIE VIE 

レディス・ファッション雑貨 THE NORTH FACE 3 

レディス・生活雑貨 PLAIN PEOPLE 

レディス・メンズ／フード・カフェ ポロ ラルフ ローレン / ラルフズ コーヒー 

レディス・メンズ マーガレットハウエル 

バッグ・ファッション雑貨 KURA CHIKA by PORTER 

バッグ・ファッション雑貨 SLOW authentic goods store 

バッグ・ファッション雑貨 BRIEFING 

コスメティック Aēsop 

3F / Beautiful 美が宿る 

 

4F / Simple is シンプルの探求 
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生活雑貨 THE SHOP 

メガネ SeeP EYEVAN 

ビューティー・リラクゼーション バダンバルー 

バーバー FREEMANS SPORTING CLUB 

 

 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 

5F 

レディス AEWEN MATOPH 

レディス Whim Gazette 

レディス STUNNING LURE 

レディス セルフォード 

レディス・メンズ Drawing Numbers 

レディス 1er Arrondissement 

レディス BEIGE, 

レディス・メンズ MAISON SPECIAL 

レディス ユニ 

レディス・メンズ LOVELESS 

ジュエリー・アクセサリー Jouete L/ 

ファッション雑貨 decor URBAN RESEARCH 

ファッション雑貨 BRITISH MADE 

コスメティック @cosme store 

コスメティック ALBION PHILOSOPHY 

ジュエリー・アクセサリー SJX★W 

 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 

6F 

ランジェリー EMILY WEEK 

レディス・メンズ Steven Alan 

レディス・アウトドアアパレル・アウトドアギ
ア 

スノーピーク 

レディス・メンズ BLOOM & BRANCH YOKOHAMA 

レディス・ファッション雑貨 collex 

フットウェア BIRKENSTOCK 

コスメティック・化粧品・食品・雑貨 北麓草水 

タオル・ルームウェア TENERITA 

インテリア・生活雑貨 無印良品 

ベーカリー ニーヨンイチロクマーケット ベーカリー 

雑貨 ニーヨンイチロクマーケット シングス 

パスタ ニーヨンイチロクマーケット パスタアンド 

5F / Feel fashion 自分を彩る 

 

6F / Open relax 自然体になる 
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ボタニカルスイーツショップ ALL GOOD STORE 

ワイン・酒 ニーヨンイチロクマーケット カーヴ 

カフェ・バー エイトハンドレッドディグリーズ クラフトブリュースタンド 

ピッツェリア エイトハンドレッドディグリーズ アルチザンピッツェリア 

 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 

7F 

ネクタイ専門店 ジラフ 

レディス HAU & Sundry 

オーガニックスキンケア・ルームフレグランス L:A BRUKET 

コンタクトレンズ専門店 アイシティ 

アートフォト専門店 YELLOWKORNER 

ファッション雑貨 Tabio 

生活雑貨（トラベルグッズ） TO＆FRO YOKOHAMA 

時計 Maker's Watch Knot 

メガネ MOSCOT 

書籍・文具 LAMY 

カフェ スターバックス 

茶道教室 茶論 

洋服・バッグのお直し＆着物のリメイク Form-i 

 

 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 

8F 

ハンバーグ SALON BUTCHER & WINE 

食堂・居酒屋 しらす食堂 じゃこ屋 七代目 山利 

すし SUSHI TOKYO TEN 

ソフトクリーム・お茶・ミルクティー 蜷尾家 

餃子・ラーメン・パフェ・お茶 Nood e 

カフェ・デリ PARIYA DELICATESSEN 

カジュアルイタリアン 横浜 DRA セブン 

カジュアルチャイニーズ MS. CASABLANCA 

レストラン THE CITY BAKERY レストラン業態 

 

 

 

 

 

 

 

 

7F / Feel create カルチャーと過ごす 

 

8F / Comfort public チャージする 
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フロア カテゴリー ショップ名 

9F 

モダンアジアン・ヌードルバー BETELNUT 

モダンメキシカン COMEDOR DE MARGARITA 

蕎麦 蕎麦 蘇枋 

 

 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 

10F 
うなぎ 割烹蒲焼 八十八 

焼肉 横浜焼肉 KINTAN 

 

9F / Switch 日常からのエスケープ 

 

10F / Pleasant time 上質さを創る 

 


