
＜Press Release＞             

2020 年 6 月 24 日 

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、新型コロナウイルス感染拡大防止

のため開業を延期しておりました JR 横浜駅西口の商業施設「ニュウマン横浜」を、本日 2020 年 6 月 24 日（水）

に開業いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニュウマン横浜は、自分の価値観をもつ自立した大人の女性に向け、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。㈱ルミ

ネ初のラグジュアリーブランドや、新業態・横浜エリア初出店の店舗など注目の 115 店舗が出店いたします。（6 月

24 日（水）時点では 113 店舗が営業） 

また、㈱ルミネがプロデュースする神奈川にフォーカスした食と雑貨の自主編集ゾーン「2416MARKET」や、大人が

幅広いシーンで楽しめる Food Hall、特別なお客さまがご利用いただけるニュウマンラウンジなど様々な展開でニュウマン

横浜での充実の時間と体験を提供いたします。 

 

 

JR 横浜駅西口に、新たなシンボルが誕生！ 

ファッション・ビューティ・フードなど注目の 115 店舗が出店！ 

「ニュウマン横浜」本日開業 
 

＜1F メイン入口＞ ＜1F インフォメーション＞ 

＜7F NEWoMan LOUNGE＞ ＜8F Food Hall＞ 

＜1F ART WALL＞ 

＜5F NEWoMan Lab.＞ 



お客さまに安心してご利用いただけるよう、新型コロナウイルス感染拡大防止と衛生管理の取り組みとして、営業時

間の変更、館内の３密を避けるため一部予約制・入場制限の実施、ご入店前のサーモグラフィーカメラによる検

温、アルコール消毒・マスクの着用のお願い、館内の定期的な消毒作業等、対策を徹底いたします。 

お客さま、従業員の安心安全を第一に考えて営業をいたします。ご理解、ご協力を賜りますよう、 心よりお願い申し

上げます。 

 

 ■営業時間 

  当面の間、営業時間を下記の通りといたします。 

平 日 【ショッピング】11:00～20:00 

【レストラン】11:00～22:00 

土 日 祝 【ショッピング】11:00～19:00 

【レストラン】11:00～22:00 

※6 月 24 日（水）の開業日は、10:00（レストラン 11:00）に開店いたします。 

 

■6 月 24 日（水）～28 日（日）事前予約方式による入館について 

   館内の３密を避けるため、6 月 24 日（水）～28 日（日）は、一部予約制・入場制限を実施いたします。 

   

 【予約制実施 入館予約日時】 

    ・6 月 24 日（水）10:00～11:40 

    ・6 月 25 日（木）～28 日（日）11:00～11:40 

   ※上記期間中の一般入場は、12:00～になります。 

※入口は、3F 一か所のみになります。 

   ※館内の混雑状況に応じて入場制限を実施する場合がございます。 

    

【予約方法】 

   ルミネのアプリ「ONE LUMINE（ワンルミネ）」にて予約を受け付け中です。 

   アプリをダウンロードし、「よく行くルミネ」にニュウマン横浜を登録の上、マイページのチケット画面の 

各日の予約フォームからご予約ください。 

   ※予約方法の詳細は、ニュウマン横浜ホームページをご確認ください。 

   ※予約 1 回につき 2 名までお申し込みいただけます。 

   ※予約は先着順となります。定員数に達し次第受付終了とさせていただきます。 

 

1. 新型コロナウイルスの感染拡大に備えたニュウマン横浜の取り組み 

（１）マスク着用、手洗い・うがいの徹底 

従業員はマスクを着用し、手洗い・うがいを徹底いたします。 

（２）体調管理の徹底 

検温など、従業員の体調管理を徹底いたします。 

（３）定期的な消毒作業の実施 

館内の消毒作業を定期的に実施いたします。 

（４）接触感染の防止 

接客時は、お客さまとの距離に配慮して対応いたします。 

※食品の試食やコスメのタッチアップ等は自粛いたします。 

（５）換気の徹底 

定期的に外気を取り込み、館内の換気を十分に行います。 



 

2. 新型コロナウイルス感染拡大防止のためのお客さまへのお願い 

ご来店に際して、下記の事項をお客さまに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）入口に設置してあるサーモグラフィーカメラにて検温を実施いたします。 

37.5 度以上の方は入店をお断りさせていただきます。 

※検温の実施は開業日 6 月 24 日（水）～28 日（日）の混雑が予想される 5 日間を対象に 

実施予定です。その後は状況に応じて、対応して参ります。 

（３）ご入店前の手指の消毒にご協力ください。 

（４）「三つの密」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。 

（５）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。 

（６）体調不良の際はご来店をお控えください。 

（７）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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【ニュウマン横浜 概要】 

※6 月 24 日（水）時点では、113 店舗が営業いたします。 

下記のショップにつきましては、都合によりオープン日を延期とさせていただきます。 

・1F OFFICINE UNIVERSELLE BULY 7 月上旬 

・8F THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN 未定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 名 称 ニュウマン横浜 

◇ 開 業 日 2020 年 6 月 24 日（水） 

◇ 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 115 店舗 

(ファッション・ファッション雑貨 42 ショップ／レストラン・カフェ・食品 28 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／サービス 8 ショップ／NEWoMan Lab.5 区画)  

◇ 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ございます。 

※当面の間、営業時間を変更いたします。  

◇公式サイト    https://www.newoman.jp/yokohama 

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

◇レストラン特設サイト https://www.newoman.jp/yokohama/restaurant-cafe/ 

◇公式インスタグラム ＠newoman.yokohama 
アカウント 

＜開業特設サイト＞ 

https://www.newoman.jp/yokohama
https://www.newoman.jp/yokohama-opening
https://www.newoman.jp/yokohama/restaurant-cafe/


＜参考資料＞ 

■ 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 115 ショップが

出店いたします。 

  
※下記一覧表の区分表記については、各区分の重複はせず記載しています。 

（ニュウマン初：59 ショップ、新業態：23 ショップ、エリア初：53 ショップ、ビルイン初：7 ショップ） 

 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 区分 

1F 

ファッション雑貨 GUCCI（グッチ） ニュウマン初 

ファッション雑貨 TIFFANY & CO.（ティファニー） ニュウマン初 

ファッション雑貨 BALENCIAGA（バレンシアガ） ニュウマン初 

コスメティック OFFICINE UNIVERSELLE BULY（オフィシーヌ・ユニヴェルセル・ビュリー）※ エリア初 

カフェスタンド 
BLUE BOTTLE COFFEE NEWoMan YOKOHAMA CAFE STAND 

（ブルー ボトル コーヒー ニュウマン ヨコハマ カフェスタンド） 
エリア初 

チョコレートショップ MAISON CACAO（メゾンカカオ） 新業態 

2F 

レディス・メンズ SAINT LAURENT（サンローラン） ニュウマン初 

ファッション雑貨 BOTTEGA VENETA（ボッテガ・ヴェネタ） ニュウマン初 

レディス・メンズ MONCLER（モンクレール） ニュウマン初 

レディス・メンズ JOHN SMEDLEY（ジョン スメドレー） 
ニュウマン初・エリア初・

メゾネット 

コスメティック SANTA MARIA NOVELLA（サンタ・マリア・ノヴェッラ） ニュウマン初・エリア初 

コスメティック Dior BACKSTAGE STUDIO（ディオール バックステージ ストゥーディオ） ニュウマン初 

アロマ専門店 @aroma（アットアロマ） ニュウマン初・エリア初 

コーヒーショップ TULLY’S COFFEE（タリーズコーヒー） ニュウマン初 

あん・カフェ TORAYA CAFÉ・AN STAND（トラヤカフェ・あんスタンド） エリア初 

 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 区分 

3F 

レディス AP STUDIO（エーピー ストゥディオ） エリア初 

レディス・メンズ ESTNATION（エストネーション） エリア初・メゾネット 

レディス Chaos（カオス） エリア初 

レディスオーダースーツ・

オーダーシューズ 
KASHIYAMA（カシヤマ） ニュウマン初・エリア初 

レディス någonstans（ナゴンスタンス） ニュウマン初・エリア初 

ランジェリー・ 

インナーウェア 
L’ANGÉLIQUE（ランジェリーク） ― 

レディス LE PHIL（ル フィル） エリア初 

コスメティック uka store（ウカ ストア） ニュウマン初・エリア初 

お香・香りの雑貨 薫玉堂（クンギョクドウ） ニュウマン初・エリア初 

コスメティック davines（ダヴィネス） ニュウマン初・エリア初 

フレグランス NOSE SHOP（ノーズショップ） エリア初 

コスメティック BAUM（バウム） 新業態 

コスメティック VISIONARIUM THREE（ビジョナリウム スリー） エリア初・ビルイン初 

1-2F / Discover 新しい自分と出会う 

 

 

3F / Beautiful 美が宿る 

 



コスメティック POLA（ポーラ） ニュウマン初 

美容機器 ReFa（リファ） ― 

ベーカリー・カフェ THE CITY BAKERY（ザ シティ ベーカリー） ニュウマン初・エリア初 

ティーストア THE ALLEY（ジ アレイ） ニュウマン初 

ビューティー・ヘルスケア 加圧ビューティーテラス（カアツビューティーテラス） ニュウマン初 

クリーニング 白洋舍（ハクヨウシャ） ニュウマン初 

ヘアサロン Violet（バイオレット） エリア初・ビルイン初 

お直し専門店 MISTER MINIT（ミスターミニット） ニュウマン初 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 区分 

4F 

レディス・メンズ A.P.C.（アー・ペー・セー） ニュウマン初 

レディス・メンズ・ 

ベビー 
UNDERSON UNDERSON（アンダーソン アンダーソン） エリア初 

レディス・メンズ GALERIE VIE（ギャルリー・ヴィー） ニュウマン初 

レディス・ 

ファッション雑貨 

THE NORTH FACE 3(march) 

（ザ・ノース・フェイス 3（マーチ）） 
ニュウマン初・エリア初 

レディス・生活雑貨 PLAIN PEOPLE（プレインピープル） ニュウマン初・エリア初 

レディス・メンズ／ 

カフェストア 

Polo Ralph Lauren / Ralph's Coffee 

（ポロ ラルフ ローレン / ラルフズ コーヒー） 
ニュウマン初・エリア初 

レディス・メンズ MARGARET HOWELL（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（クラチカ バイ ポーター） ニュウマン初 

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

（スロウ オーセンティック グッズ ストアー） 
エリア初 

バッグ・ファッション雑貨 BRIEFING（ブリーフィング） ― 

コスメティック Aēsop（イソップ） ― 

生活雑貨 THE SHOP（ザ・ショップ） ニュウマン初・エリア初 

メガネ SeeP EYEVAN（シープ アイヴァン） ― 

ビューティー・ 

リラクゼーション 
Badan Baru（バダンバルー） ニュウマン初・エリア初 

バーバー 
FREEMANS SPORTING CLUB 

（フリーマンズ スポーティング クラブ） 
ニュウマン初・エリア初 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 区分 

5F 

レディス AEWEN MATOPH（イウエン マトフ） 新業態 

レディス Whim Gazette（ウィム ガゼット） ニュウマン初・エリア初 

レディス STUNNING LURE（スタニングルアー） ニュウマン初・エリア初 

レディス CELFORD（セルフォード） ニュウマン初 

レディス・メンズ Drawing Numbers（ドローイング ナンバーズ） エリア初 

レディス 1er Arrondissement（プルミエ アロンディスモン） エリア初 

レディス BEIGE,（ベイジﾞ,） ニュウマン初・エリア初 

レディス・メンズ MAISON SPECIAL（メゾンスペシャル） ニュウマン初・エリア初 

レディス yuni（ユニ） エリア初・ビルイン初 

レディス・メンズ LOVELESS（ラブレス） ニュウマン初・エリア初 

ジュエリー・ 

アクセサリー 
SJX W(エスジェイエックス ダブリュー) 新業態 

4F / Simple is… シンプルの探求 

 

5F / Feel fashion 自分を彩る 

 



ジュエリー・ 

アクセサリー 
Jouete L/（ジュエッテ エル） 新業態 

ファッション雑貨 decor URBAN RESEARCH（デコール アーバンリサーチ） エリア初 

ファッション雑貨 BRITISH MADE（ブリティッシュメイド） ニュウマン初・エリア初 

コスメティック @cosme STORE（アットコスメストア） 
ニュウマン初・エリア初・

メゾネット 

コスメティック ALBION PHILOSOPHY（アルビオン フィロソフィ） 新業態 

 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 区分 

6F 

ランジェリー EMILY WEEK（エミリーウィーク） ニュウマン初・エリア初 

レディス・メンズ Steven Alan（スティーブン アラン） ニュウマン初 

レディスファッション・ 

アウトドアアパレル・ 

アウトドアギア 

Snow Peak（スノーピーク） ニュウマン初 

レディス・メンズ BLOOM & BRANCH YOKOHAMA（ブルーム＆ブランチ ヨコハマ） エリア初 

ライフスタイル雑貨 collex（コレックス） ニュウマン初・エリア初 

フットウェア BIRKENSTOCK（ビルケンシュトック） ニュウマン初 

コスメティック 北麓草水（ホクロクソウスイ） ニュウマン初 

タオル・ルームウェア TENERITA（テネリータ） ニュウマン初 

インテリア・生活雑貨 無印良品（ムジルシリョウヒン） 
ニュウマン初・メゾネッ

ト 

ピッツェリア 
800°DEGREES ARTISAN PIZZERIA 

（800°ディグリーズ アルチザンピッツェリア） 
新業態 

カフェ・バー 
800°DEGREES CRAFT BREW STAND 

（800°ディグリーズ クラフトブリュースタンド） 
新業態 

パスタ 2416 MARKET PASTA&（2416 マーケット パスタアンド） 新業態 

雑貨 2416 MARKET THINGS（2416 マーケット シングス） 新業態 

ベーカリー 2416 MARKET BAKERY（2416 マーケット ベーカリー） 新業態 

ワイン・酒 2416 MARKET CAVE（2416 マーケット カーヴ） 新業態 

ボタニカルスイーツ 

スタンド＆マーケット 
ALL GOOD STORE（オールグッドストア） 新業態 

 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 区分 

7F 

ネクタイ専門店 giraffe（ジラフ） ニュウマン初・エリア初 

レディス・ 

ライフスタイル雑貨 
HAU & SUNDRY（ハウ アンド サンドリー） 新業態 

オーガニックスキンケ

ア・ルームフレグランス 
L:A BRUKET（ラ・ブルケット） ニュウマン初・エリア初 

コンタクトレンズ 

専門店 
eyecity（アイシティ） ニュウマン初 

アートフォト専門店 YELLOWKORNER（イエローコーナー） ニュウマン初・エリア初 

レッグウェア Tabio（タビオ） ニュウマン初 

生活雑貨 

（トラベルグッズ） 
TO＆FRO（トゥーアンドフロー） ニュウマン初・エリア初 

時計 Maker's Watch Knot（メーカーズ ウォッチ ノット） ニュウマン初 

メガネ MOSCOT（モスコット） エリア初・ビルイン初 

6F / Open relax 自然体になる 

 

7F / Feel create カルチャーと過ごす 

 



ステーショナリー LAMY（ラミー） エリア初・ビルイン初 

コーヒーストア STARBUCKS（スターバックス） 新業態 

茶道教室 茶論（サロン） ニュウマン初・エリア初 

洋服・バッグのお直し

＆着物のリメイク 
Form-i（フォルムアイ） 新業態 

 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 区分 

8F 

薪と炭とワイン 
THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN ※ 

（ザ シティ ベーカリー ブラッスリー ルービン） 
ニュウマン初・エリア初 

カフェ・デリ PARIYA DELICATESSEN（パリヤ デリカテッセン） ニュウマン初 

ソフトクリーム＆ 

ティースタンド 
蜷尾家/NINAO（ニナオ） ニュウマン初・エリア初 

カジュアルイタリアン 横浜 DRA セブン（ヨコハマ ドラセブン） エリア初・ビルイン初 

食堂・居酒屋 
しらす食堂 じゃこ屋 七代目 山利 

（シラスショクドウ ジャコヤ ナナダイメ ヤマリ） 
新業態 

ハンバーグ・ 

ワインビストロ 
SALON BUTCHER & WINE（サロン ブッチャー＆ ワイン） 新業態 

すし SUSHI TOKYO TEN、（スシ トウキョウ テン） エリア初 

カジュアルチャイニーズ MS. CASABLANCA（ミズ カサブランカ） 新業態 

餃子・ラーメン Nood e（ヌード） 新業態 

 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 区分 

9F 

モダンアジアン・ 

ヌードルバー 
BETELNUT（ビートルナッツ） 新業態 

モダンメキシカン COMEDOR DE MARGARITA（コメドール デ マルガリータ） 新業態 

蕎麦 蕎麦 蘇枋（ソバ スオウ） 新業態 

 

 

 

フロア カテゴリー ショップ名 区分 

10F 
うなぎ うなぎと和食 八十八（ウナギトワショク ヤソハチ） ビルイン初 

焼肉 横浜焼肉 kintan ニュウマン初・エリア初 

  
※6 月 24 日（水）時点では、113 店舗が営業いたします。 

オープンを予定しておりました下記のショップにつきましては、都合によりオープン日を延期とさせていただきます。 
 1F OFFICINE UNIVERSELLE BULY 7 月上旬 

 8F THE CITY BAKERY BRASSERIE RUBIN 未定 

8F / Comfort public チャージする 

 

9F / Switch 日常からのエスケープ 

 

 

 

 

 

10F / Pleasant time 上質さを創る 

 


