
TIME SCHEDULE

すべてのお客さまに感謝の
気持ちを込めて。

たくさんのイベントや企画
をご用意してご来店をお待

ちしてます。

おかげさまで
ルミネ立川は3 5周年。

10.2MON. 10.31TUE. 

ルミネ立川35周年大感謝祭
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EVENT PRESENTS

10.28SAT. 10.29SUN. Final Event

※イベントの内容は変更になる場合がございます。 ※賞品は変更になる可能性がございます。

＊「ワンルミネご招待画面」は、ルミネのアプリ「ONE LUMINE」でルミネ立川を「お気に入り」登録しているお客さま全員のお知らせ画面上に表示されます。

10.28（土） 10.29（日）

ウォーリートート
バッグセットや
お買物券が当たる！

4F

お菓子や
ドリンク、お買物券
が当たる！

5F

ウォーリートート
バッグセット8F

ウォーリートート
バッグセット

ミニブーケ2F

記念バルーン2F

お菓子・
ドリンクセット6F

生花2F

記念バルーン7F

ミニブーケ2F

記念バルーン2F

4F

生花3F

記念バルーン7F

抽選会

抽選会

「ルミネカード」または「ワンルミネご招待画面」をご提示いただくと、
先着で様々なプレゼントをご用意しております。
※お一人様一日あたり1回までお好きなプレゼント企画にご参加いただけます。
※すべて先着順かつ個数限定となります。あらかじめご了承ください。

PRESENTS
ルミネ立川館内で、当日ルミネカードで5,000円（税込）以上
ご利用いただいたクレジットシートをご提示いただくと、抽
選会にお一人様1回ご参加いただけます。

抽選会

「ルミネカード」または「ワンルミネご招待画面」をご提示で
楽しいハロウィンパーティーに参加しよう♪

抽選会や人気のキャンディキャッチもハロウィンバージョンで開催！

12：00～19：00時間
B1西側
エスカレーター前
（菊川園前）

会場

B1・1Fの両フロアでお買い物
いただいた方限定！
B1フロアでの当日のお買い上
げレシートと1Fフロアでの当
日のお買い上げレシート合計
2,000円（税込）以上のレシー
トご提示で「お菓子すくい」に
1回参加できます。

参加方法

ヒックチャンスヒックチャンス
ハロウィンバージョン

食品フロアを巡って、
お菓子すくいにチャレンジ！

〒190-0012 東京都立川市曙町2-1-1　TEL.042-527-1411（代）
［ルミネお客様電話相談室］　　  0120-639-007（10：00～18：00）
［営業時間］ショッピング／10：00～21：００、土日祝 10：00～20：3０  
書籍／10：00～22：００　レストラン／11：00～22：００ ※一部営業時間の異なる店舗がございます。
http://www.lumine.ne.jp/
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東京
ステーション
ホテルとは

応募期間

10.2（月）

10.31（火）

ルミネ立川でウォーリーをさがせ！

「ステッキ」を持ったウォーリーをさがして
お菓子をGETしよう！

わくわくの

大感謝祭大感謝祭
ルミネ立川35周年

たくさんの35周年企画をご用意！限定イベント続々開催。

ルミネ立川店館内開催場所

10.2MON. 10.31TUE. 

EVENT PART 3

2F インフォメーション横、8F 東側上りエスカレーター前応募ボックス設置場所

期間中、ルミネ立川店館内のいたるところにウォーリーに扮したスタッフがい
ます。「ステッキ」を持ったウォーリーをさがして声をかけよう！もれなくお菓子
をプレゼント。さらに、その場で500円お買物券が当たる抽選会にもご案内い
たします。「ステッキ」を持っていないウォーリーもいるので間違えないで！

※同フロアの買い回りは対象外です。  ※当選者の発表は、賞品の発送をもってかえさせていただきます。

※賞品は変更になる可能性がございます。

10.28SAT. 10.29SUN. Final Event

ポイントは
この
ステッキ

Classic Luxury - 伝統が息づく、ここにしかないエレガンス
かつて文豪が愛したStoryと大正時代からの伝統が息づく場所としてひとりひ
とりのストーリーを受け継ぎながら、現代のホテルの機能性を満たす、洗練さ
れたOMOTENASHIをご提供。

イベント盛りだくさん！

応募
方法

ルミネ立川B1～RF（屋上階）の異なる3つのフロアで、それぞれのフロアにつき1ショップ
1レシート2,000円（税込）以上ご利用ください。スタンプを合計3つGETすると、スタンプカード
がそのまま応募用紙になります。ご応募いただいた中から抽選でプレゼント！

お菓子や
お買物券が当たる
抽選会！

スタッフが
仮装してみんなを
お出迎え！ ハロウィンの

仮装大歓迎！
お花やグッズの
プレゼント！

スタンプラリー開催！

豪華賞品が当たる！

東京
ステー

ションホテルペア宿泊券
パレ
スサ
イドス

ーペリアツイン朝食付き（2組4名様）
期間中に3つの異なるフロアを利用して、

スタンプを3つ集めてキャンペーンに応募しよう！

「ルミネカード」  または  「ワンルミネご招待画面」  をご提示で
楽しいハロウィンパーティーに参加しよう♪

抽選会や人気のキャンディキャッチもハロウィンバージョンで開催！
詳細は本リーフレットの裏面を参照ください。

10.7（土）

10.9（月・祝）
各日

13：00～17：00

EVENT PART 1

イベント内容

※プレゼントおよび抽選会は、お一人様一日1回までご参加いただけます。賞品がなくなり次第終了します。

500円
お買物券が
当たる
チャンスも

EVENT PART 2

【スタンプ押印対象外ショップ】 朝日カルチャーセンター/朝日ジェーティービー・交流文化塾、エービーシークッキングス
タジオ、立川パスポートセンター、立川ルミネチャンスセンター、多摩信用金庫、たましんワールドキャッシュセンター、保
険相談サロン エフ・エル・ビー、無料職業紹介所、エイチ・アイ・エス
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35周年記念特別ショップイベント35周年記念特別ポップアップショップ

普段、ルミネ立川では買うことのできない限定アイテムが目白押し！

7F東西吹抜けまわり開催場所

10/4～10/15 2Fコンコースで食品催事「35周年大感謝祭」も開催♪

7F2F

ビームス

2F西側イベントスペース開催場所

10.2（月）

10.17（火） BEAMS Planets@立川
立川店の35周年を記念してBEAMS Planetsのポップアップショップを期間限定で開催します。BEAMS 
Planetsは、行き交う人々の日常をアップデートするアイテムを、ビームスのあらゆるレーベルから厳選、編
集しつつ今の空気感を纏ったオリジナリティー溢れる雑誌のようなショップです。期間中は、普段は「ビー
ムス 立川」では購入することができない、見ているだけで楽しくなるユニークなアイテムが多数勢揃い！

YOSOOU
高い伸縮性をもつオリジナルのストレッチ素材「Dual 
Flex®」を使用したストレッチダウンブランド。開催期間中、
税抜30,000円以上お買い上げの先着35名のお客さまに
ルミネ立川店限定のダウンソックスをプレゼント。

2F西側イベントスペース開催場所

10.18（水）

10.31（火）
立川限定

アダム エ ロペ ル マガザン
ル マガザンがポップアップで出店！ 「遊び心」のある雑貨たちが、お店でお待ちして
おります。 さらに！ルミネ立川35周年記念として、ル マガザンオリジナルトートバッグ 
ルミネ立川35周年限定カラーを販売いたします！

2F東側イベントスペース開催場所

10.23（月）

11.14（火）
立川限定

ルミネ立川35周年JOHNSTONSモアバリエーション
ユナイテッドアローズ10.13（金）

10.22（日）

高級生地による極上の肌触りが人気のブランド〈JOHNSTONS〉に別注オーダーした
スペシャルアイテムの販売を含めた期間限定イベントを実施いたします。
＊ご購入いただいたお客さま、先着35名様にJOHNSTONS特製ドリンクをプレゼント。

2F東側イベントスペース開催場所

manipuri POP UP SHOP

トゥモローランド10.2（月）

10.12（木）

パリをはじめヨーロッパでも人気のスカーフブランド〈manipuri〉。秋冬を彩る新作アイテム
に加え、お手持ちのスカーフと組み合わせてお楽しみいただけるファーをご用意します。こ
の機会に、あなただけの一枚をお作りください。皆さまのご来店をお待ちしております。

2F東側イベントスペース開催場所

各コスメ＆サービスショップの特別イベントでキレイになろう！

ABCクッキングスタジオ
リニューアルオープン記念抽選会を開催いたします。

素敵なプレゼントが当たります。 

ABCクッキングスタジオ

シュワシュワと溶けて豊かな香りがお風呂場いっぱいに
広がる入浴料が手作りできるイベントです！
※店頭とお電話でもご予約を承ります。
参加費は650円（税込）です。＊1日35名様

ラッシュ

最新のエイジングケアで即効リフトアップ！
スチームミストを浴びながら極上体験してみませんか？

ご参加の方にサンプルをご用意しています。 

コスメ パル ジュバンス

美肌・美髪がかなう魔法のドライヤー
「ヘアビューザー」特別体験ブースです。

その他にもキレイになれる美顔器が体験できます！

マニクレアーレ

カレルチャペック紅茶店は
季節のモンブランティーやハロウィンティー等を、 

エンハーブは秋にオススメのブレンドハーブティーをご紹介いたします。

カレルチャペック紅茶店×エンハーブ コラボイベント

10.21（土）

10.22（日）
12：00～18：00

10.21（土）

10.22（日）
12：00～18：00

10.21（土）
12：00～18：00

10.21（土）

10.22（日）
各日13：00～17：00

10.21（土）
12：00～

なくなり次第終了
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SHOP EVENT

B1F 1F①週末特値35円セール100点
②じゃんけんミニトマト
勝ったら2倍負けてもそのままあいこは1.5倍 
＊10/7（土）8（日）9（月）各日12：00、15：00 ＊各時間限定100名様
③35周年記念フルーツセットを販売いたします。 
＊10/7（土）8（日）9（月） ＊各日限定35セット

九州屋

35周年企画 週末限定商品
国産牛バラカルビ、国産豚バラ、国産豚肩ロース
1,780円（税抜）/各1パック120gを販売いたします。
＊10/7（土）～9（月） 14（土）～15（日） 
   21（土）～22（日） 28（土）～29（日）

精肉 あづま 立川限定

立川限定

久世福商店

ナチュラルハウスのお楽しみ袋！
立川店での人気商品を集めました。
3,500円（税込）相当の商品を2,500円（税込）で販売
いたします。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊先着30名様限定

ナチュラルハウス

アントニオ名物包み焼きピッツァの“カルツォーネ”
期間中はどれでも1個350円（税抜）にて販売いたします。

アントニオ

フレッシュアボカド&プリプリ海老・タマゴのカルボ
ナーラソース600円（税抜）を販売します。（以前販売
していた商品の復刻となります。）

神戸屋キッチン エクスプレス ＆ サンドイッチラブ
アニバーサリーのチョコパン200円（税抜）
＊10/2（月）～（期間中毎日）
＊限定20個
アニバーサリーのチーズロール650円（税抜）
＊10/2（月）～31（火）の金・土・日限定
＊限定10個

アンデルセン

コレックス 中川政七商店 立川限定

35周年記念　秋の行楽・味覚フェアを開催。
秋を彩る食材を使用した食品を取り揃えました。

ザ・ガーデン自由が丘

魚力
『お造り三種とカキフライ御膳』 1,290円（税抜）
新鮮なお造りと熱々のカキフライをご一緒にご賞味い
ただける一押しの御膳です！旬をお楽しみください！！
＊10/2（月）～31（火）
＊10/2（月）～9（月）までは、更にお得！
お造りが五種盛になります！！

海鮮魚力 立川限定

週末限定のスペシャルな西京漬けセットをお買い得
価格にて販売いたします。
＊毎週土日

魚武 立川限定

国産熟成牛販売会
当店通常価格より全品35％OFFで販売いたします。
＊10/14（土）15（日）
長崎県産長崎和牛販売会
当店通常価格より全品35％OFFで販売いたします。
＊10/21（土）22（日）

ニュー・クイック

とんかつ 新宿さぼてん

ドリップバック３Pギフトセットアソート 350円（税込）
産地、品種、精選方法にこだわったドリップパック3コ
セットをお手頃価格でご用意しました。

やなか珈琲店 立川限定

35周年記念セール
当店人気の特むし茶、九州有明海苔を特別価格にて
販売いたします！詳細は期間中店頭にて発表いたし
ます。
＊10/11（水）～18（水）

菊川園

老舗大佐和
鶏と蓮根・牛蒡チップスのカリカリ油淋 
278円（税抜）/100g 
ジューシーなお肉と野菜の甘みが甘酸っぱいソースと絡
んでご飯がすすみます。立川店人気の惣菜が35周年期間
限定での復刻です。

柿安ダイニング+A

おにぎりを5個以上お買い上げのお客さまにいなり寿
司を1個プレゼント。

新潟ゆのたに 心亭

横浜くりこ庵 

たこと胡瓜の酢の物 100g 350円（税込）で販売いた
します。
＊毎週土日

あさ・ひる・夕ごはん 豆藤
鶏もも肉の秋野菜焼き煮付け 
420円（税抜）/100gで販売いたします。
＊10/2（月）～31（火）
名古屋うまいものセット1個 1,000円（税抜）で販売い
たします。
＊10/2（月）限定 ＊限定50個

まつおか 立川限定

ブロッサム アンド ブーケ 立川限定

お漬物7種類のお楽しみ袋 3,500円相当品を 
1,500円（税込）で販売いたします。
＊10/14（土）15（日）
＊限定35名様

お漬物の丸越

お茶の詰め詰めセール 
350g相当1,000円（税抜）
店頭にて、桐箱に入った抹茶入煎茶を
お客さまの目の前でお詰めいたします。
＊10/25（水）～27（金）
＊3日間限定

①だしの飲み比べ 
＊10/15（日） 11：00～17：00
②削りたてかつお節 300円（税抜）ぜひお待ちしており
ます。
＊10月の土日限定80個販売

立川限定

立川限定

ルミネ立川35周年と中川政七商店ル
ミネ立川店3周年を記念し、「綿麻し
ましまエコバッグ黄色小」2,500円
（税抜）を期間限定販売いたします。
＊10/7（土）～ なくなり次第終了

「ブーケサンド・モンスターズアイ」
500円（税込）
ハロウィンカラー（黄色、紫、オレンジ）の野
菜やパンプキンから、ギョロ目が見つめてき
ますが、こわがらないで、美味しいから！ 
＊10/2（月）～10/31（火） ＊限定各日10個

35周年を記念して人気のWチーズ
クリーム227円（税抜）を復刻版に
て特別販売いたします。
＊10/6（金）～26（木）

立川限定

立川限定立川限定

①ワインパーティーにてご紹介させていただいた蔵元
とっておきのワインを特別価格にてご案内いたします。
＊10/14（土）～31（火）
＊35セット限定
②ヴィノスやまざき×はらロール
ルミネ立川35周年記念 ワインパーティー開催！
造り手の思いを届ける蔵直®ワイン専門店のヴィノス
やまざきと素材にこだわり安心できるカフェごはんの
はらロールカフェがコラボした特別イベントです。
＊10/14（土）18：00～
＊参加費：3,500円（税込）
＊先着35名様
＊事前予約制です。詳しくはヴィノスやまざきのスタッ
　フまで。

ヴィノスやまざき 立川限定

35周年記念限定販売「美ら島あ
ぐー」 890円（税抜）
健康な白豚とあぐー豚の交配に
より生まれ、濃厚な旨味が広がり
ます。

立川限定

立川限定

資生堂化粧品3,500円（税込）以上お買い上げで、
新規会員さまになっていただいた方にスキンケアミニ
ボトルプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

マツモトキヨシ 立川限定

立川限定メニュー「プルコギ石焼ビビンバ（プルコギ
石焼ビビンバ+スープ+チヂミ）」 900円（税抜）で販売
いたします。

ハンビジェ 立川限定

福袋 3,500円（税抜）ベビーセット20個、雑貨セット20個
赤ちゃん身体あそび体験会　無料（各回5名、6ヶ月～）
＊10/14（土）14：00、21（土）14：00
新感覚！切り絵のアートに挑戦しよう 200円（税込）（各回5名、4歳～）
＊10/15（日）11：00、22（日）11：00
はじめてのお裁縫！マスコットづくり500円（税込）（各回5名、5歳～）
＊10/15（日）14：00、22（日） 14：00

ボーネルンド 立川限定

ルミネ立川店だけ
の豪華な福袋を数
量限定でご用意い
たします！更に、赤
ちゃんの身体あそび
体験から、親子で
遊んで学ぶイベント
がいっぱいです。

秋色のスワッグを作るワークショップ開催いたします。
参加費：3,500円（税抜）
＊10/21（土）11：00以降随時受付 
＊当日受付のみ

フルラージュ アン 立川限定

 だんご大福（ごま、きなこ）216円（税込）
＊10/2（月）～10/15（日） ＊1日限定40個
白玉杏大福281円（税込）
＊10/16（月）～10/31（火） ＊1日限定20個
ふきよせあられ497円（税込） ＊10/2（月）～ ＊限定40個
お楽しみ袋1,080円（税込） ＊10/14（土）21（土） ＊各限定35袋

銀座あけぼの
三笠山5ヶプラス1ヶ 通常960円（税抜）のところ期間
中800円（税抜）で販売いたします。　
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日）
＊各土日35袋限定

文明堂

ゴディバ
数量限定！「ゴディバ オリジナル保冷バッグ｣販売
「ゴディバ オリジナル保冷バッグ｣＜チョコレート詰め合わせ
Ver.＞本体3,500円（税抜）を販売いたします。ゴディバの人気
商品をオリジナルバッグに詰め合わせた、特別なセットです。な
くなり次第終了となりますので、お早めにお越しください。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

フロ 人気のタルトが8点入ったパーティーにぴったり
のタルトセット 2,095円（税込）で販売いたします。

フロ プレステージュ

和洋菓子の入ったお楽しみ袋を1,000円（税抜）で販
売いたします。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊35袋限定

新宿 中村屋
ウドラあらわる！
ルミネ立川店35周年をお祝いして、立川市公認なりそ
こねキャラクター「ウドラ」が来店します。「ウドラ焼き」
新パッケージもお披露目です。
＊10/21（土）13：00、15：00

菓子處 立川伊勢屋 立川限定

レーズンビスキー4個入り 350円（税抜）を販売いたし
ます。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日）

東京 凮月堂
モロゾフ人気のスイーツ詰め合わせ（クッキー、チョコ
レートなど）1,080円（税込）で販売いたします。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊限定100個

モロゾフ

フルーツ クチュール タカノ 立川限定

35周年フルーツデザート 600円（税抜）
カスタードとスポンジ、ベリーソース
をサンドし、フルーツを盛ったルミネ
立川店35周年記念限定デザートを
販売いたします。
＊10/14（土）15（日）

ミニワン・松蔵ポテト 立川限定

ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー 立川限定

栗とカシスモンブランのタルト1ピース690
円（税抜）酸味の効いたカシスクリームとま
ろやかな甘さのマロンクリームが相性抜群
のタルト。クリームの中にチョコクランチをし
のばせて、サクサクの食感をプラスしました。

日本橋屋長兵衛
定番人気商品「焼カステラ」540円（税込）のはしっこ
をお買い得に詰め合わせしました。
＊10/28（土）29（日） なくなり次第終了

「ふわっ！チョコ」100g 292円（税
込）ココア生地をふわっ！サクッ！
と焼き上げ口溶けの良いチョコカ
スタードクリームを絞りました。
＊10/11（水）～15（日）

相国最中5ヶ入通常800円（税込）を期間中毎日35袋
限定にて400円（税込）で販売いたします。

和菓子 紀の国屋 立川限定

ユーハイム
期間限定商品りんごのバウムクーヘ
ン1,400円（税抜）シロップにじっくり
漬け込んだ国産りんごを丸ごとバウ
ムクーヘンで包み込みました。断面の
驚きと深い味わいをお楽しみください。
＊10/22（日）～31（火）

2,000円（税込）以上ご購入のお客さまにお茶のサン
プル2種類をプレゼント。
＊10/2（月）～
＊先着350名様

ルピシア

立川店限定・35周年ファイナル特別商品
苺のロールケーキ 1,200円（税抜）で販売いたします。

ドルチェフェリーチェ 立川限定 カレルチャペック紅茶店
春に好評だった「春爛漫スコーンセッ
ト」を「秋たけなわスコーンセット」
1,500円（税抜）として復活。スコーン4
種とティーバッグ5Pをキャニスター缶
に入れたセットです。※内容が異なる
場合がございます。　＊週末35個限定

立川限定

本まぐろの解体販売 
※入荷状況によって南まぐろ等
へ変更の場合があります。
＊10/7（土）14（土）21（土）28（土）
＊15時より開催いたします
＊価格は当日の時価

期間中、3,500円（税込）以上お買い上げのお客さまに
ティラミスクッキー3枚をプレゼントいたします。
＊10/15（日）～31（火）

コートクール 立川限定

立川限定

立川限定

ハットフェア
昨年好評の企画を期間限定展開い
たします。
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イエナ
ルミネ別注商品発売
＊10/5（木）～
ヴィンテージ商品発売（立川店限定）
15,000円（税抜）以上お買い上げの方にノベルティを
プレゼント。
＊10/14（土） ＊限定35点

ティアラ ミネトンカ

エムエイチエル

秋の気分がぐっと高まる「ふわもこパイルコート」の立
川限定色（ライトグレー）29,000円（税込）をご用意し
ました！

アルカリ 立川限定 ダイアナ
アダム エ ロペ オリジナルハーブティーを20,000円
（税抜）以上お買い上げのお客さまにプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

アダム エ ロペ

バビロン 立川限定

ジェラートピケ
立川店限定先行商品を販売いたします。

ラグナムーン 立川限定

お買い上げいただいたお客さま全員にHugo&Victor × 
snidelコラボフィナンシェをプレゼントいたします。
＊10/6（金）～ なくなり次第終了

スナイデル 立川限定

立川店限定アイテム ビーズローファーパンプス8,800
円（税抜）を発売いたします。
＊10/2（月）～

ルタロン
商品をご購入いただいた方にトランプを引いていただ
き、出た数字に応じてeteメンバーズのポイントアップを
させていただきます。
＊10/2（月）～31（火）の土・日・祝日

エテ

Woolrich pop up開催
（レディースのみ受注会11月にお渡し）
ハウスカードポイントインセンティブ
（期間中に、25,000円以上お買い上げの方に3,500ポ
イントプレゼント。）
＊10/14（土）～22（日）

ジャーナルスタンダード 立川限定

ルミネ立川店を利用しているお客さまに期間中のみ使
用できるポイント（1,000pt=1,000円）をプレゼント。

ナノ・ユニバース 立川限定

立川限定

立川店別注カラー フレアスカート
16,000円（税抜）を販売いたします。
＊35枚限定

ルージュ・ヴィフとルミネのコラボアイテムが入荷いたしま
す。洗練されたデザインながら、デイリーシーンでも着や
すいニット16,000円（税抜）とスカート18,000円（税抜）で
販売いたします。
＊10/5（木）～

ルージュ・ヴィフ ラクレ

立川限定

シューズ、ブーツをお買い上げの方にガチャのくじ引き
を実施いたします。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日）
＊4日限定で3,500円・350円・35円クーポンプレゼント

立川限定

PYRENEX ピレネックス MOREバ
リエ期間限定コレクション
高い保温機能と冷感を防止する装備を持ち合
わせたフランスを代表する良質なダウンブランド
です。この機会に是非体感しにお越しください。
＊10/14（土）～22（日）

立川限定 立川限定

1,035円（税込）以上ご購入したお客さまに「東京ラス
クミニタオル」をプレゼント。
＊10/7（土）～9（月）14（土）15（日）21（土）22（日）
　28（土）29（日） なくなり次第終了
＊限定160枚

東京ラスク

①3,500円（税込）以上お買い上げでガチャガチャに
参加いただけます。金券、ポイントアップ、コットンキャ
ンディ、クッキーなどが当たります。
＊10/21（土）22（日）
②トップスとボトムスのセットを販売いたします。
＊10/2（月）～9（月）

ローズ バッド

トゥモローランド
〈TOMORROW LAND〉EXCLUSIVE MODELを含む
「WOOLRICH POP UP」を開催いたします。
 95,000円～120,000円（税抜）

サマンサタバサ 立川限定

サマンサタバサ限定イベント開催決定！
ルミネ立川店限定で、11月発売新作商品の先行ご予約をスタート
いたします！ご予約いただいたお客さまには、スペシャルな特典も！！
ルミネ立川店限定のスペシャル企画です。この機会をお見逃しなく！
＊10/12（木）～

35周年限定商品 350円（税抜）
治一郎の人気商品バウムクーヘンカット・ラスク・ようか
んの詰め合わせです。
＊10/14（土）15（日）
＊各日20セット限定 ＊お一人様1個限り

治一郎 立川限定 マロニエ 立川限定

薯蕷（ショヨ）の生地でお造りした35g350円（税抜）
のこしあんのお万頭です。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日）

花園万頭 立川限定

お楽しみ袋（50袋） 1,080円（税込）を販売いたします。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

赤坂柿山

東京ミルクチーズ工場 立川限定

新商品ミルクチーズキューブ1点
を、3,500円（税込）以上お買い
上げのお客さまにプレゼントいた
します。

お買い上げいただいたお客さまに粗品をプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊先着100名様

中央軒煎餅

むしやしない処 仁々木 立川限定

和三盆「わらびもち」を通常300g
のところ期間限定350g680円
（税抜）で販売いたします。
＊各日なくなり次第終了

海老御菓子處 桂新堂
「ありがとうございます」 350円（税抜）を限定販売い
たします。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
「えびの恩返し」300円（税抜）を限定販売いたします。
＊10/14（土）21（土） ＊各日50個 ＊お一人様5個まで

3,500円（税込）以上お買い上げのお客さまに、くまモ
ンぬいぐるみ（小）をプレゼント。
＊35組限定

バター ポップコーン 立川限定

①「フルーティ量り売り×増量キャンペーン」50gお買
い上げの方に10g小包装プレゼント。
②「フルーティ4種贈り物キット」大人気のフルーティ
ギフトBOXにて販売いたします。
＊10/2（月）～9（月）

ベキュア ハニー マルシェ 立川限定

限定フラペチーノのルミネ立川店オススメカスタマイ
ズ1点（プラス50円）を無料にさせていただきます。

スタ－バックス コーヒー

クリスピー・クリーム・ドーナツ 立川限定

ハロウィンダズン 2,000円（税
込）を10％オフの1,800円（税
込）で販売いたします。
＊10/14（土）15（日）
＊各日先着35名様

お食事されたお客さまにソフトドリンク1杯サービスい
たします。
＊10/2（月）～31（火）の平日のみ
＊1日限定 先着35名様

カフェ＆ミール エン 立川限定

フレッシュ ベーグル フープ 立川限定

700円（税込）以上お買い上げま
たはお食事のお客さまにプレー
ンベーグル1個プレゼント。
＊10/2（月）～8（日）
＊各日35名様限定

立川店でご好評いただいているレッドカードやアッ
パーハイツなどのインポートデニムを種類豊富にご用
意いたします。

スピック アンド スパン

1会計（ドリンク購入の方）でゴンチャオリジナル
ティーボトルプレゼント。
＊10/21（土）22（日）
＊各日先着35名様

ゴンチャ

ワッフル・ケーキの店 R.L（エール・エル） 
ワッフルケーキがよりどり10個で
お買得！全20種の中からお好き
な10個を1,000円（税抜）で販売
いたします。
＊10/20（金）～23（月）

立川限定

はらロール+カフェ 立川限定

期間中、秋の素材を使ったオム
ライス1,200円（税抜）、
かぼちゃのパフェ630円（税抜）
を販売いたします。

3,500円（税込）以上お買い上げのお客さまへチャー
ムをプレゼント。
＊10/8（日）～
＊限定35名様

スープ ストック トーキョー

ドリンクセットをサービスいたします。
※お食事または甘味ご注文のお客さま対象です。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日）
＊各先着35名様

甘味茶屋 七葉 立川限定

商品ご購入のお客さまに、URオリジナルアイシング
クッキーをプレゼント。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日）
＊先着200個限定

アーバンリサーチ
立川限定リボンショルダーバッグ
6,800円（税抜）を数量限定販売い
たします。
＊10/14（土）～予定

メゾン ド フルール 立川限定 バンヤードストーム
10,000円（税込）以上お買い上げ
のお客さまに、新食感のポテトフラ
イと自家製ジンジャーエールのお
店「BROOKLYN RIBBON FRIES」の
ジンジャーシロップをプレゼント。
＊10/13（金）～15（日）、21（土）～23（月） ※各週50個限定

立川限定

バッグチャームを21,600円（税込）以上おい買い上げ
のお客さまにノベルティをプレゼント。
＊数量限定

ルリア４℃ リデュオ 立川限定

レース花刺繍ワンピース、ブラウス
（別注カラー）
ワンピース 21,800円（税抜）
ブラウス 14,800円（税抜）を販売い
たします。
＊9/14（木）～10/31（火）

ドット アンド ストライプス チャイルドウーマン 立川限定立川限定立川限定

アールエフワン/ベジテリア
緑の30品目サラダ
35周年の期間限定価格380円（税込）
何年にも渡ってお客さまに愛されている定番商品。30
品目の素材が楽しめる、どんな食卓にも合う万能サラ
ダです。

限定商品「ダブルシュガー」180円（税込）を立川店先
行限定販売いたします。パールシュガーがトッピング
されたワッフルです。
＊10/14（土）～31（火）

ミスターワッフル 立川限定

立川限定

立川限定

立川限定

お買い上げのお客さまに先着順でベルトをプレゼント
いたします。
＊10/7（土）～ 
＊30個限定

マーキュリーデュオ 立川限定

LOOPWHEELERとの別注商品として、
フーデットパーカーとプルオーバーの
スウェットを店頭販売いたします。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

15,000円（税抜）以上お買い上げの
方にオリジナルノートをプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

人気のWELL FITシリーズからルミネ立川店だ
けの限定カラーを販売いたします。
ウェッジヒールパンプス　
タッセルパンプス
各14,500円（税抜）
＊10/2（月）～ ＊限定35足

（木）～

立川限定

立川限定

人気商品「匠ロール」に日頃の感謝を込
めて「ありがとう」の焼印を押しました。
こちらの商品をお買い上げのお客さまに
は、じゃんけんで3回のうち2回勝ったら
「350円割引」いたします。
＊10/2（月）～23（月） ＊1日限定10本
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商品をお買い上げいただいた方全員に“レイカズンポ
イントクラブ”のポイントを3倍プレゼントいたします。
（1ポイント1円でご利用いただけます）

レイカズン
①3,500円（税抜）限定価格商品を販売します。
＊10/2（月）～31（火）
②7,000円（税込）以上お買い上げの方にノベルティ
プレゼント。
＊10/2（月）～31（火）の土・日限定
＊各日先着35名様

ローリーズ ファーム 立川限定

①3,500円（税抜）の限定プライス商品を販売いたします。
＊立川限定
②ルミネ立川店の先行企画で15,000円（税込）以上
お買い上げのお客さまにノベルティをプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

セシルマクビー オージュ・ドゥイ
10～15アイテムを3,500円（税抜）にて販売いたしま
す。

アース ミュージック＆エコロジー プレミアムストア

大人気フェザーヤーンニット 4,500円（税抜）のルミネ
立川店オリジナルカラーを販売いたします。
＊10/2（月）～なくなり次第終了
＊限定50点

ワン アフター アナザー ナイスクラップ
9,000円（税抜）以上お買い上げでノベルティ（イヤ
フォン）をプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

マジェスティック レゴン
立川限定一部商品を3,500円（税抜）均一展開で販
売いたします。

ページボーイ

ノベルティ（ボディクリーム）配布
購入金額5,000円（税込）以上で、「エロスボディミル
ク」をプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

ピーチ・ジョン・ザ・ストア
8,000円（税込）以上お買い上げの方にコインケース
をプレゼント。
＊10/7（土）～ なくなり次第終了

ジーナシス

対象アイテムをご購入のお客さまに、オリジナルノベル
ティをプレゼント。
※詳細未定
＊10/6（金）～ なくなり次第終了

オリエンタル トラフィックビス

①3,500円（税抜）の限定プライス商品の展開をします。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
②「3」と「5」の付く日にはWポイントフェアを開催しま
す。（通常2,000円（税抜）/ポイント）

イング
期間中店内一部のワンピースを3,500円（税抜）均一
で販売いたします。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

シークレット ハニー バイ ハニー バンチ

8,000円（税抜）以上お買い上げのお客さまにシャン
プー60ｍｌサイズをプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊先着35名様限定

ジョンマスターオーガニック セレクト

タッチアップ（メイク）していただいた100名様に、スペ
シャルサンプルプレゼント。（スキンケア、ベース類）
※混雑時はサンプルのみのお渡しの場合がございます。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊100名様

ポールアンドジョー

期間中、製品をご購入のお客さまを対象にサンプルや
景品が当たる、ガチャガチャにチャレンジいただけま
す。レアなアイテムをGETして！
＊10/21（土）22（日）

キールズ

3,500円（税込）以上お買い上げのお客さまにエコ
バッグプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊先着35名様

オゥ パラディ

＊数量限定

モールダブルブレストカーデ6,372円（税込）を販売い
たします。
＊数量限定

アルシーヴ

立川限定

立川限定立川限定

立川限定

10,000円（税込）以上お買い上
げいただいたお客さまに、先着で
折りたたみ傘をプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

立川限定

立川先行販売
18金＆キュービックピアス
3,500円（税抜）を先行販売いた
します。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

立川限定 立川限定

7,900円（税抜）以上お買い上げのお客さまにノベル
ティをプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

エスペランサ 立川限定

FAUX FUR SNOODを16,000円（税込）以上お買い上
げのお客さまにノベルティプレゼント。
＊10/6（金）～ なくなり次第終了

スライ
15,000円（税込）以上お買い上げの方にノベルティ
（ニットバッグ）をプレゼント。
＊10/6（金）～ 先着35名様

リエンダ

お買い上げいただいた方全員に、自店ポイント
カードのポイントを1ポイント差し上げます。
＊10/3（火）5（木）13（金）15（日）23（月）25（水）

トランテアン ソン ドゥ モード
5,000円（税込）以上お買い上げのお客さまにノベル
ティプレゼント。
ノベルティ内容はオーストラリア発の自然派ドリンクで
す。
＊10/21（土）22（日）
＊各日先着35名様

ディア ラヴ

ケービーエフ 立川限定

立川限定カラー（B E I G E）の
ファートートバッグ4,900円（税
抜）を販売いたします。
＊10/2（月）～
＊限定20個

ダブルネーム
15,000円（税抜）以上お買い上げでオリ
ジナルモバイルチャージャーを、8,000円
（税抜）以上のお買い上げでオリジナル
柄靴下をプレゼントいたします。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日）
なくなり次第終了 ＊数量限定 

アネモネ
4,320円（税込）以上お買い上げ
でノベルティ（オリジナルアクセサ
リーケース）をプレゼント。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日）
＊全日程合わせて先着35名様

数量限定のユーズドアイテムを販売します。
シャツ6,900円（税抜）
スウェット7,900円（税抜）
＊10/7（土）～ なくなり次第終了

カスタネ
立川店限定プライスアイテム、バックチャームフレアス
リーブトップスを3,500円（税抜）で販売いたします。
＊10/7（土）～9（月）　
＊3日間限定

ロイヤルパーティー
スクラッチフェア開催
5,000円（税込）お買い上げごとに、500円券またはフェ
イスパックが当たるスクラッチを1枚プレゼント。（はず
れ有り）
＊10/6（金）～31（火）　

ココディール

メンバーズカードをお持ちのお客さまに、お買い上げ
時に35ポイントプレゼント。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日）

ハートダンス 立川限定

179/WG定番アイテムだったジョッパーズパンツを
 3,500円（税抜）で復刻販売いたします。
＊限定52本

179/WG ニコルクラブ 立川限定

お買い上げ金額21,600円（税込）以上の方にオリジ
ナルスマホケースプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

三愛水着楽園

立川店限定先行ご予約会を開催！！
期間中、ご予約をいただいたお客さまに数量限定でプ
レゼントをご用意しています。
＊10/27（金）～31（火） なくなり次第終了

オズモーシス 立川限定

新作商品をルミネ立川店だけのリミテッドプライスで
販売いたします。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日）
＊4日間限定フェア
＊なくなり次第終了

ロデオ クラウンズ

Wサークルピアス2,500円（税抜）をルミネ立川店限
定で販売いたします。
＊10/5（木）～ なくなり次第終了

ミスティック

アングリッド 立川限定

10月ニットアイテム
立川店限定カラー
毛玉が出来ず、ちくちくしない
Ungridでは定番素材のニットア
イテムです。
10月6日（金）入荷予定となります。

ミラ オーウェン
15,000円（税抜）以上お買い上げの
方に限定ノベルティをプレゼント。
＊オリジナルのエコバッグに人気の
エコストア商品をセットでご用意して
おります。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

スクラブ240g＋ボディソフレ50g＋ネイル　
3,500円（税抜）のセットを販売いたします。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了　

ラリン 立川限定

チェリー＆ラズベリーティラミスを350円（税抜）で販
売いたします。
＊10/2（月）～15（日）

ワイアード カフェ

ウールコートフェアを開催します。バリエーション豊富
なウールコートを取り揃えています。また期間中はメン
バーズIDポイントカードがポイントアップです！ルミネ
立川限定品もご用意しています。この期間に是非お立
ち寄りください。
＊10/14（土）～22（日）

マルシェ ド クリアインプレッション 立川限定

立川限定

立川限定

ジェイ・エス・パンケーキカフェ
J.S.PANCAKE CAFÉの中で一番人
気のモアストロベリーハニーパン
ケーキを立川限定で販売いたしま
す。

ジルバイジルスチュアート
ダッフルコート36,000円（税抜）を先
行販売いたします。
＊10/2（月）～13（金）

3,500円（税抜）以上お買い上げで大人気の黒糖シ
リーズから日本未発売のマスクシートをプレゼント。
＊10/2（月）～ 先着順 なくなり次第終了

スキンフード 立川限定

35周年記念ルミネ立川限定モデル商品を販売いたし
ます。
＊価格未定
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

ハルタ 立川限定

3,500円（税込）のお楽しみ袋をご用意いたします。
中身はサガラビッグポーチ 4,600円＋1～2点の計2～
3点セットになっており、中身が見えるお楽しみ袋です。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊限定50個

アコモデ 立川限定

立川限定

立川限定

立川限定

立川限定

3,500円（税抜）の立川店限定価格商品を販売いたし
ます。
＊10/14（土）15（日）

マウジー 立川限定

立川限定

立川限定 立川限定

立川限定

立川限定

And Coutureルミネ立川店限定イベント開催決定！！
ルミネ立川店にて、10月12日（木）発売の「and GIRL」11
月号掲載商品を35,000円（税込）以上お買い上げのお客
さま先着5名様に、スペシャルな特典をご用意！ルミネ立
川店限定のスペシャル企画♥この機会をお見逃しなく！
＊10/12（木）～

アンドクチュール

Boisson Chocolat ボワソンショコラ
履き心地の良さで人気のプレーンパンプス。秋の装い
に映えるパイソン柄をヒールにのせて、シックな秋を足
元で先取り。
①BFC S PTDWEG PS25○　41112990480 　9,000円（税抜）
②BFC S スクエア PS45○　41112990467 　9,500円（税抜）
③BFC レザーポインテッド PS35　41112990470 　12,000円（税抜）
＊10/2（月）～ 
＊各25足

ボワソンショコラ 立川限定

①

②

③
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5F

6F

三松
人気のアイテムを立川店限定で3,500円（税抜）で販
売いたします。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日）

アパートバイローリーズ

8,000円（税込）以上お買い上げで、立川店限定ノベ
ルティプレゼント。
＊10/13（金）～15（日） 10/20（金）～22（日）
＊各限定100個

サマンサ モスモス オロフオネ

①限定アイテム（トレンド柄アイテム、カラーアイテム）
を販売いたします。
②立川店限定、8,000円（税込）以上お買い上げで
ハーゲンダッツギフト券をプレゼント。 
＊数量限定
＊10/6（金）～

インデックス 立川限定

お買い上げいただいたお客さまに、キャンディをプレゼ
ント。
＊10/14（土）15（日） なくなり次第終了
＊1日300個限定

靴下屋

ドリードール
5,000円（税込）以上お買い上げでノベルティプレゼン
ト。
＊1日35個限定
＊ なくなり次第終了

ロペ ピクニック 立川限定

すぐ着られて、洗濯機で「洗えるきもの」。
6,900円（税抜）より販売いたします。

やまと

6,000円（税込）以上お買い上げのお客さまにマーレ
マーレ人気のお靴がプリントされたシューズ袋をプレ
ゼント。
＊10/14（土）15（日） なくなり次第終了
＊350枚限定

マーレ マーレ デイリー マーケット

大人気のキャミ型オールインワン 14,000円（税抜）に、
ルミネ立川店限定カラーが登場します。主役アイテムと
してシンプルな着こなしに映えるマスタードイエロー。
ルミネ立川でしか買えない10枚限定アイテムです。
＊9/30（土）～ なくなり次第終了
＊36サイズ5枚、38サイズ5枚 計10枚

フレディ 立川限定

3,500円（税込）以上お買い上げでオリジナルクリア
ファイルをプレゼント。
＊なくなり次第終了

ウンナナクール
オリジナルのタックスカート 11,000円（税抜）が立川
店限定アイテムで登場いたします。
シルエットの綺麗さを是非穿きに来てください！
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊限定20枚

オール オーディナリーズ

立川店35周年限定、人気のバッグ2点、
ポーチ1点が入ったお得なハッピーバッグ3,500円（税
込）をご用意いたします。
＊10/14（土）～22（日）
＊限定20個

ヒッチハイク

人気のアイテムが立川店限定価格の2,900円（税抜）
でご用意いたします。
＊10/7（土）～9（月） 3日間限定

ヘザー

8,000円（税抜）以上お買い上げのお客さまにノベル
ティプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊限定35個

ドゥ アルシーヴ

10,800円以上（税込）お買い上げの方にノベルティを
プレゼント。
＊10/2（月）～
＊数量限定35個

ドクターマーチン

くじ引きでノベルティをプレゼント。
10,000円（税込）以上お買い上げで、ポーチやランド
リーネットなど、何かが必ず当たるくじ引きにご参加い
ただけます！
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

アンテ バイ アンテシュクレ

オリジナル商品が入ったお得なハッピーバック 3,500
円（税抜）を販売いたします。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊限定35個

コクーニスト フランフラン
『212Kスタンプカード・スタンプカードプレゼントキャ
ンペーン』
スタンプ対象の方に1回くじを引いていただき、当たり
が出たら35スタンププレゼント。
＊10/15（日）～31（火）

212（トゥーワントゥー） キッチンストア

①店内商品8,640円（税込）以上でシャワージェルプ
レゼント。
＊10/6（金）～ なくなり次第終了
②LOVE YOUR BODYポイント2倍
＊10/6（金）～9（月）

ザ・ボディショップ 立川限定

ファンケル商品6,000円（税込）以上ご購入で、ホワイト
エッセンス ハーフサイズ（1,620円相当）をプレゼント。
＊限定100個

ファンケル

店頭にてReebok「Tough Is Beautiful」のPop Up 
Storeを展開いたします。

エービーシー・マート プレミアステージ
立川店限定オリジナルベルトを通常5,500円（税抜）
のところ3,500円（税抜）で販売いたします。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊限定200本

リ－ガル シュ－ズ
5,000円（税込）以上お買い上げの方対象でノベル
ティとしてオリジナルメガネケースをプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊先着35個

コンチネンタル リズム セクション

立川限定カラーのレザートートバッグ16,000円（税
抜）を販売いたします。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊数量限定

ティーケー タケオキクチ 立川限定 レイジブルー

アウター立川限定カラー展開　8,900円（税抜）
サッカージュンキーコラボアイテム（パーカー）　
7,900円（税抜）を販売いたします。

ジュンレッド 立川限定 ハレ
3,500円（税込）以上お買い上げのお客さまにAVIREX
ステッカーをプレゼント！
＊限定35枚

アヴィレックス 立川限定

2,500円（税抜）以上お買い上げのお客さまに、ミント
タブレット＆オリジナルケースカバーをプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊先着200名様

タビオメン

エメ 立川限定立川限定

立川限定

立川限定

立川限定

立川限定立川限定

35,000円（税抜）以上お買い上げの
お客さまにオリジナルシューズバッグ
プレゼント。
＊10/2（月）～
＊限定35個

35周年振袖大感謝祭を開催します。
期間中、新作振袖、お値打ち品大量
入荷！レンタル、購入、揃えております。
＊レンタル10万円～。

立川限定 立川限定

立川限定

立川限定 立川限定

35周年の感謝の気持ちをこめて 5,000円（税抜）以上
お化粧品をご購入いただいた新規のお客さまにプレ
ゼントをご用意しております。

コスメティックス タツミヤ

店頭で人気のアクセサリーブランドtoucherのパーツ
を組み合わせて、ピアス・イヤリングを作るワーク
ショップを開催します。予約を受付けておりますので、
詳細は店舗までお問い合せください。
☎042-527-4500　＊10/21（土）22（日）

パーリッシィ クラシスク 立川限定

①BARBAPAPA着ぐるみイベント
＊10/7（土）8（日）9（月）
＊各日13：00～、15：00～、17：00～
＊予告なしに時間帯の変更がある場合がございます。
②BARBAPAPAポーチプレゼント
2,000円（税込）以上お買い上げのお客さま200名様
にBPポーチプレゼント。更に、PLAZA PASS本会員の
方にはBPリフレクターもプレゼント。当日入会OK。
＊なくなり次第終了

プラザ

立川限定

立川限定

メンズ：パッチワークニット 
限定カラー8,500円（税抜）、
レディース：限定イヤリング 3,000
円（税抜）で販売いたします。
＊各限定10点

期間中、1回のお買い物に限り、化粧品を5,400円（税
込）以上お買い上げの方に「オリジナルポーチ」をプレ
ゼント。
＊10/26（木）～31（火） なくなり次第終了

マリークヮント

ビューティコスメセット
4,800円相当を立川限定で3,500
円（税込）にて販売いたします。 
※柄・色は変更になる場合がござ
います。
＊数量限定（50個）

立川限定

ルミネ立川店限定ワークショップを実施します。
＊10/22（日）23（月）
既製品のハッピーバッグ1,000円（税抜）を販売いたし
ます。
＊10/2（月）～
＊限定35個

グランプレール・バイ・パーツクラブ 立川限定

ニコアンド
5,000円（税抜）以上お買い上げでワイアードキッチン
×ニコアンドコラボペアマグカップノベルティをプレゼン
ト。さらにマグカップを＜4F ワイアードカフェ＞へお持
ちいただくとお会計から10％OFF+1ドリンクサービス
いたします。また、ワイアードカフェでお食事されたレ
シートをニコアンドへお持ちいただいた方にもマグカッ
プをプレゼント。
＊10/14（土）15（日） 
＊限定35セット
3,500円（税抜）商品を
販売いたします。
＊10/21（土）22（日） 
＊立川店限定

立川限定

インナーウェア・ソックスが計10点入ったお楽しみ袋
3,500円（税抜）をルミネ立川店限定にて特別販売い
たします。
※インナーにはサイズがございます。
＊10/26（木）～31（火） なくなり次第終了
＊限定35個

コレクターズ 立川限定

期間中、当店のポイントカード通常1,000円（税込）で
1ポイントのところを3倍にします。
10ポイントたまると500円割引いたします。

ルイナス

「MARGARET  HOWELL  i deaフェア」期間中、
MARGARET HOWELL ideaの眼鏡をお買い上げの方
にアイウェアパッケージセットをプレゼント。
＊10/2（月）～
＊先着35名様限定
＊MARGARET HOWELL ideaの別注モデルを発売。

トリップ
商品をご購入いただいた方にノベルティプレゼント。
＊10/21（土）22（日）
＊先着35名様

マンハッタン ポーテージ 立川限定

ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング 立川限定

立川店限定商品を販売いたします。

20,000円（税込）以上ご購入のお客さまにドイツオリジ
ナルバックプレゼント。
＊10/2（月）～
＊先着35名様

ビルケンシュトック 立川限定

サマンサベガ 立川限定

立川限定

立川限定

立川限定

立川限定

レディアゼル 立川限定 立川限定

ルミネ立川店限定カラーサイドレー
スAラインワンピース14,800円（税抜）
を販売いたします。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了 
＊限定15着

コーチJKを通常8,500円（税抜）のと
ころ、期間中7,500円（税抜）、TRドリ
ズラーJKを通常9,000円（税抜）のと
ころ、期間中8,000円（税抜）で販売
いたします。
＊10/7（土）～15（日）

ミニショルダー+スイーツ（チョコ
クランチ2個＆ラスク2枚）のセッ
トを5,500円（税抜）
で販売いたします。
＊35個限定
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

10,000円（税込）以上ご購入いただ
きましたお客さまに、ノベルティ「オリ
ジナルトートBAG」プレゼント！
＊10/2（月）～ 第1弾 オリジナルトートBAG
＊10/16（月）～ 第2弾 オリジナルトートBAG
＊各ノベルティ35個限定 なくなり次第終了

立川限定

Where’s Wally? © DreamWorks Distribution Limited. All rights reserved.



SHOP EVENT

8F

9F

3,000円（税込）以上お買い上げのお客さまはTポイン
ト3倍、5,000円（税込）以上お買い上げのお客さまはT
ポイント5倍でお付けいたします。

ティー フォー トゥー レコーズ バイ 新星堂

3,500円（税込）以上お買い上げでブックカバーをプ
レゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊1日20枚

オリオン書房

7F
3,500円（税込）以上お買い上げで「入浴剤」プレゼント。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日） ＊各日先着350名様
「体にフィットするソファ」をお買い上げの方に専用カバー
（3,150円）プレゼント。　※変更になる場合があります。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日） ＊各日先着35名様

無印良品ゾフ マート 立川限定

秋の新生活フェア
新生活で使える特別商品が入荷いたします。人気商
品がお求めやすくなっております。
バスタオル300円（税抜）
ジュートランドリーバスケット300円（税抜）
＊10/2（月）～25（水）

キッチンキッチン ランドリー 立川限定ロフト

新アンフィネスシリーズ「ミストエステ体験」をしていた
だいた方にサンプルをプレゼント。
夏バテの肌回復にミスト体験であなたのキレイを応援
します。
＊10/7（土）～9（月）

コスメ パル ジュバンス
5,000円（税抜）以上お買い上げの方にハウス オブ 
ローゼのオリジナルポーチをプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊先着35名様

ハウス オブ ローゼ
熊本県南阿蘇村で育ったオーガニックハーブ「レモン
バーム茶葉30g入り」1,680円（税抜）を販売いたしま
す。香り豊かなハーブティーです。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊限定35個

エンハーブ

ワンコインセット500円（税込）で販売いたします。
※ハンドメイドボタニカルソープ100gカミツレ/ホホバ、
ハーバルバスソルト40gゼラニウム。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊限定50セット

マークスアンドウェブ
ルミネ立川店35周年イベント
3,000円（税抜）以上で一回参加ができるハズレなし
のスピードくじイベントを開催いたします。
＊10/21（土）～31（火）

グリーンルーム

ホームケア用品お楽しみ袋（お得な施術クーポン付
き）を2,000円（税抜）よりご用意しております。

ビューティー フェイス 立川限定

ルミネ立川店限定「足集中スッキリコース」
75分の施術を10,500円（税込）でご提供いたします。
＊10/2（月）～
＊先着35名様

ローズガーデン 立川限定

マンゴーのクラフティ 900円（税抜）
マンゴー入りカスタードタルトにホイップクリーム、アイ
スクリームを添えた香港スタイルのデザートです。
＊1日限定10食

香港スイーツ 果香

スミス 立川限定ビーカンパニー

2名様以上のお客さま通常4,000円（税込）コースを
3,500円（税込）にて販売いたします。（終日）

西安餃子 カフェ ド ギンザ ミユキカン
地鶏や串焼きコース飲み放題付を3,500円（税抜）で
ご提供いたします。（串焼き盛り合わせと人気の一品
料理をお楽しみいただけるコースとなっております。）
＊10/2（月）～ 
＊平日17：00～20：00
＊先着35名様限定

地鶏や

ラーメン＆餃子＆生ビールセットを1,500円（税込）で
ご提供いたします。
＊10/16（月）～31（火）
＊先着35名様

チャンポン専門店平和食堂バイ我流風
いちごパフェ・バナナパフェ（どちらもハーフサイズ）
350円（税込）を販売いたします。
＊35個限定
＊お食事ご注文のお客さまに限る。

トゥ ザ ハーブズ
3,500円（税込）以上お買い上げのお客さまに、ひと口
マンゴアイス（3コ）をサービスいたします。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日）

韓国旬彩料理 妻家房

バケット
まぐろ、づけまぐろ食べくらべ2貫セット 350円（税抜）
特製だれで漬け込んだまぐろを食べくらべでご賞味く
ださい！
＊数量限定35食

築地玉寿司
「とんぺい焼」を特別価格350円（税抜）でご提供いた
します。
＊各日5名様

千房

プチデザートをサービスいたします。
＊10/14（土）15（日）
＊先着35名様限定

和カフェ ユソーシ チャノマ
宮城県産の牛肉を贅沢に使用し、芳ばしいお醤油と
特製のおだしで仕上げた立川店限定の和ぱすた「宮
城県産牛肉の醤油ぱすた」1,680円（税抜）。こだわり
のお肉とこだわりの醤油の相性は抜群です。

こなな

期間中、眼鏡をお買い上げの方に眼鏡ケア用品をプ
レゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊先着35名様

メガネのテズカ

前髪カット・まゆカット（アイブロウ）・炭酸泉の施術を
35％オフでご提供いたします。

ヘア メーク マーサ

3,500円（税込）以上ご購入で、ラージトートバッグプ
レゼント。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日）
＊各日先着10名様

コンタクトのアイシティ 立川限定

ヘアメイクのショートレッスンを3,500円（税抜）にて開
催しております。
ネイルのジェルネイル ラメグラデーション 3,500円
（税抜）で施術いただけます。

アトリエ はるか

1点1点異なるボディーを使用した古着リメイクアイテ
ムを35周年を記念してリリースいたします。この機会
に是非ご覧ください。
＊10/20（金）～29（日）
＊限定35点

フーズフーギャラリー
対象ブランド商品お買い上げのお客さまにノベルティ
をプレゼント。
＊なくなり次第終了

トルク
シューズ8,000円（税込）以上お買い上げのお客さまに
オッシュマンズオリジナルソックス（3足セット）をプレ
ゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊先着35名様

オッシュマンズ

店内にてキーホルダー、コインケースをつくるワーク
ショップを実施します。キーホルダー、コインケース共
に参加費は各540円（税抜）です。
＊10/14（土）11：00～17：00
＊先着40名様

イル
DESIGN HOUSE STOCKHOLM Timo TUMBLER レ
ザースリーブ立川店限定色北欧デザインで有名なデ
ザインハウスストックホルムの人気商品、ティーモタン
ブラーの立川店限定色2,600円（税抜）を販売いたし
ます。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

アーノット 立川限定

ヴィレッジヴァンガード ルミネ立川店限定の新商品を
販売いたします。

ヴィレッジヴァンガード 立川限定 ピロースタンド イプノス ラ・メゾン アンソレイユターブル

立川限定

完全オーダー枕をご購入のお客さま
に、さくらバスソルトをプレゼント。
＊なくなり次第終了
＊先着35名様

プライムタルトセットをご注文で、
セットドリンクをもう1杯サービスい
たします。
＊10/14（土）15（日）21（土）22（日）
　15：00～

立川限定

立川限定

立川限定

立川限定

立川限定

立川限定

お食事をお召し上がりのお客さまにソフトドリンク1杯
をサービスいたします。
＊10/7（土）8（日）9（月）
＊合計限定35名様

おぼんdeごはん

立川限定

立川限定

パンツまたはシューズをご購入のお客さまにオリジナ
ルノベルティプレゼント。
＊10/2（月）～
＊数量限定35個

ビースリー 立川限定

立川限定

3,500円（税抜）以上お買い上げ
で限定メガネ拭きをプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊先着200名様

立川限定

2,000円（税込）以上お買い上げ
のお客さまにオリジナルショル
ダーバッグをプレゼント。
＊10/13（金）～15（日） 
　20（金）～22（日）
＊各日先着50名様

立川限定

ランドリーのキャラクター
「BOY君」が背に...
35周年に合わせた特別な限定パー
カー6,800円（税抜）を販売いたし
ます。是非お店にてご確認ください。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

立川限定

立川限定

立川限定

①立川店限定ソファ25,800円（税
抜）を販売いたします。　
②35周年限定コーナー（350円（税抜）均一、
3,500円（税抜）均一）もご用意しています。　
③ハッピーバッグもご用意しています。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了 ＊①限定10台 ③限定35個

フットスペシャルケア8,640円（税込）をされた方にハ
ンドクリームプレゼント。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了

ネイル ステーション 立川限定

立川限定

ルミネ立川店にてお買い上げのお客さまにレシートで
「引いて当たる！」抽選会を開催いたします！
＊10/20（金）～22（日）

ユニクロ 立川限定

前菜とメインにパン食べ放題とド
リンクバーがついたお得な「ペア
セット」を3,500円（税込）で販売
いたします。

プリンと果実をつかったプリンパ
フェ！1,134円～1,188円（税込）昔
なつかしの喫茶店定番のメニューで
す。ドリンク付きセットもあります。
＊平日と土日祝で値段が変わります。

立川限定

「インナーキャリングバッグ」立川限定で販
売いたします。カラーS 2,800円（税抜）、M 
3,300円（税抜）※キャンバス地のトートバッ
グ、DELFONICSオリジナルアイテムです。
＊10/2（月）～ なくなり次第終了
＊各30個数量限定

立川限定

立川限定

期間中、3と5の付く日は個人参加ポイント2倍プレゼ
ント。

ジェクサーフットサルクラブ

RF

立川限定

立川限定

立川限定

立川限定

立川限定

立川限定
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TIME SCHEDULE

すべてのお客さまに感謝の
気持ちを込めて。

たくさんのイベントや企画
をご用意してご来店をお待

ちしてます。

おかげさまで
ルミネ立川は3 5周年。

10.2MON. 10.31TUE. 

ルミネ立川35周年大感謝祭
PRESENTS

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

EVENT PRESENTS

10.28SAT. 10.29SUN. Final Event

※イベントの内容は変更になる場合がございます。 ※賞品は変更になる可能性がございます。

＊「ワンルミネご招待画面」は、ルミネのアプリ「ONE LUMINE」でルミネ立川を「お気に入り」登録しているお客さま全員のお知らせ画面上に表示されます。

10.28（土） 10.29（日）

ウォーリートート
バッグセットや
お買物券が当たる！

4F

お菓子や
ドリンク、お買物券
が当たる！

5F

ウォーリートート
バッグセット8F

ウォーリートート
バッグセット

ミニブーケ2F

記念バルーン2F

お菓子・
ドリンクセット6F

生花2F

記念バルーン7F

ミニブーケ2F

記念バルーン2F

4F

生花3F

記念バルーン7F

抽選会

抽選会

「ルミネカード」または「ワンルミネご招待画面」をご提示いただくと、
先着で様々なプレゼントをご用意しております。
※お一人様一日あたり1回までお好きなプレゼント企画にご参加いただけます。
※すべて先着順かつ個数限定となります。あらかじめご了承ください。

PRESENTS
ルミネ立川館内で、当日ルミネカードで5,000円（税込）以上
ご利用いただいたクレジットシートをご提示いただくと、抽
選会にお一人様1回ご参加いただけます。

抽選会

「ルミネカード」または「ワンルミネご招待画面」をご提示で
楽しいハロウィンパーティーに参加しよう♪

抽選会や人気のキャンディキャッチもハロウィンバージョンで開催！

12：00～19：00時間
B1西側
エスカレーター前
（菊川園前）

会場

B1・1Fの両フロアでお買い物
いただいた方限定！
B1フロアでの当日のお買い上
げレシートと1Fフロアでの当
日のお買い上げレシート合計
2,000円（税込）以上のレシー
トご提示で「お菓子すくい」に
1回参加できます。

参加方法

ヒックチャンスヒックチャンス
ハロウィンバージョン

食品フロアを巡って、
お菓子すくいにチャレンジ！

〒190-0012 東京都立川市曙町2-1-1　TEL.042-527-1411（代）
［ルミネお客様電話相談室］　　  0120-639-007（10：00～18：00）
［営業時間］ショッピング／10：00～21：００、土日祝 10：00～20：3０  
書籍／10：00～22：００　レストラン／11：00～22：００ ※一部営業時間の異なる店舗がございます。
http://www.lumine.ne.jp/
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