


レディに仕上げる

   きらめきスパイス。



おしゃれ
で可愛いクリスマスケーキ

L U M I N E  TA C H I K AWA   C h r i s t m a s  2 0 17

オードブル
で特別なパーティーに

L U M I N E  TA C H I K AWA   C h r i s t m a s  2 0 17

期間限定  クリスマスメニュー
L U M I N E  T A C H I K AWA   C h r i s t m a s  2 0 17

嬉しい楽
しいクリスマスの贈りもの

L U M I N E  TA C H I K AWA   C h r i s t m a s  2 0 17

モチモチどら焼き「サンタクロース」 
120円（税抜）

［店頭販売］12月上旬～12/25（月）

菓子處 立川伊勢屋1F
TEL.042-524-3395

クリスマスの楽しい気持ちを、和菓
子でも盛り上げます！

サンタさんの贈り物 1,600円（税抜）

［店頭販売］11/15（水）～12/25（月）
無くなり次第終了

海老御菓子處 桂新堂1F
TEL.042-524-8728

クリスマスまでのサンタさんの3
日間の物語を絵本に見立てた
詰合せです。

グランプラスレッド 8,000円（税抜）

［店頭販売］11/1（水）～12/25（月）

ゴディバ1F TEL.042-524-6766

宝石箱のような「グランプラス」に限
定カラー「レッド」が登場。期間限定
チョコレート5粒と、人気の定番チョ
コレートとカレを詰め合わせました。

サンタさんの贈り物 

［店頭販売］
無くなり次第終了

1F
TEL.

クリスマスまでのサンタさんの3
日間の物語を絵本に見立てた
詰合せです。

グランプラスレッド 8,000円（税抜）

11/1（水）～12/25（月）

TEL.042-524-6766

宝石箱のような「グランプラス」に限
定カラー「レッド」が登場。期間限定
チョコレート5粒と、人気の定番チョ
コレートとカレを詰め合わせました。

しかけ絵本せんべい クリスマス 600円（税抜）

［予約期間］11/1（水）～
［受渡し］11/3（金）～12/25（月）
［店頭販売］11/3（金）～12/25（月）

中央軒煎餅1F TEL.042-529-2220

「りんご」おかき、「こんぶ」おかき、「のりまき」お
かき、「あまくちカレー」味のお煎餅と4種類の
味のおかき・お煎餅の詰め合わせ。

聖誕祭（スター ハート）
（一辺約6.1cm） 各400円（税抜）

［店頭販売］11/16（木）～12/25（月）
無くなり次第終了

赤坂柿山1F TEL.042-521-0351

かわいい星型やハートのチョコがけ
せんべいなどの詰合せ。オーナメント
としても楽しめます。

数量限定 個各120

X'mas ゴーフレット
1,000円（税抜）

［店頭販売］11/14（火）～
無くなり次第終了

東京 凮月堂1F
TEL.042-525-3588

人気商品のイチゴ、チョ
コ、バニラのゴーフレット
がかわいいクリスマスバー
ジョンになって登場。

サーモンパイとうにのムースと3種冷菜のアソート
（5人前） 5,000円（税抜）

［予約期間］10/14（土）～12/28（木）正午まで
［受渡し］12/21（木）～12/31（日）
※ご予約締切日はお引き渡しの3日前正午まで
※ご予約限定

成城石井1F TEL.042-595-8005

きのこと大葉のテリーヌサーモンパイ包み焼、う
にのムース、スモークサーモン・ディル・ケーパー
添え、生ハムとモッツァレラのブルスケッタ、自家
製ローストビーフクレソン添え。

サーモンパイとうにのムースと3種冷菜のアソート
（5人前） 

［予約期間］
［受渡し］
※ご予約締切日はお引き渡しの3日前正午まで
※ご予約限定

1F

きのこと大葉のテリーヌサーモンパイ包み焼、う
にのムース、スモークサーモン・ディル・ケーパー
添え、生ハムとモッツァレラのブルスケッタ、自家
製ローストビーフクレソン添え。

RF1サラダセレクション 
（直径約25cm） 3,200円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/10（日）
［受渡し］12/23（土）～12/25（月）
［店頭販売］12/23（土）～12/25（月）

アール・エフ・ワン/ベジテリア1F
TEL.042-521-7250

RF1のおすすめサラダを7種類、バリエー
ション豊かに詰め合わせました。チキン
やパン、お酒などとご一緒にどうぞ。

9種類のパーティサンド 
（直径約47cm） 2,680円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/10（日）
［受渡し］12/23（土）～12/25（月）
［店頭販売］12/22（金）～12/25（月）

ブロッサム アンド ブーケB1
TEL.042-808-0663

佐賀有明鶏のチキンカツ、パンプキ
ンのコブサラダ、イチゴサンドなど人
気メニュー9種類を詰め込んだ華や
かなパーティサンド！

国産若鶏ローストチキン（1本） 580円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/10（日）
［受渡し］12/21（木）～12/25（月）
［店頭販売］12/22（金）～12/25（月）

ニュー・クイックB1 TEL.042-522-1129

徳島、香川県産・国産若鶏骨付きもも肉を
じっくりとロースト。クリスマスにはかかせな
い一品。

12/23（土）～12/25（月）
12/23（土）～12/25（月）

アイス・カタン・クレマン・ド・アルザス
（750ml） 2,380円（税抜）

ヴィノスやまざきB1
TEL.042-595-8150

ほんのりと甘味のある、スパークリン
グワイン。本場フランス産の伝統ある
スパークリングワインを飲みやすく。

柿安がおすすめする ローストビーフオードブル 
3,241円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/21（木）
［受渡し］12/22（金）～12/25（月）
［店頭販売］12/22（金）～12/25（月）

柿安ダイニング＋AB1
TEL.042-548-3768

柿安人気の大海老マヨ、ローストビーフ、タ
コのマリネなどが入った豪華なオードブル。

国産黒毛和牛ローストビーフ（モモ）
200g 1,980円（税抜）

［予約期間］12/11（月）～12/20（水）
［受渡し］12/22（金）～12/26（火）
［店頭販売］12/22（金）～12/24（日）

精肉 あづまB1
TEL.042-595-8684

黒毛和牛モモ肉を使用した牛肉本
来の味わいが楽しめます。

数量限定 kg各日5

オ

スペアリブ オレンジ風味ソース
100g 787円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/21（木）
［受渡し］12/15（金）～12/25（月）
［店頭販売］12/15（金）～12/25（月）

柿安ダイニング＋AB1
TEL.042-548-3768

肉厚でジューシーなスペアリブをクリ
スマスバージョンでご提供。

マンデルシュトレンS 1,450円（税抜）

［店頭販売］11/1（水）～12/25（月）

アンデルセン1F TEL.042-524-8078

クリスマスの訪れを待ちわびながら、毎日少し
ずつ切り分けて。中に包んだ棒状のマジパンと
ドライフルーツが日ごとになじんでよりしっと
り、より深い味わいに。

スペシャルパック 3,500円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/10（日）

とんかつ 新宿さぼてんB1 TEL.042-540-6185

とんかつ専門店ならではの自慢の揚げ物が大集合！

焦がしざらめカステラロール カット 
400円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/10（日）
［受渡し］12/23（土）～12/25（月）

ワビサ1F TEL.042-526-2010

口当たりの軽いホイップクリームを、卵の風味が
感じられるふわふわしっとりのカステラ生地で
包み込み、天面にはキャラメリゼときらきらのざ
らめをお乗せしました。

シュネーマン （約7cm×約8cm） 
540円（税抜）

［店頭販売］12/22（金）～12/25（月）

ユーハイム1F
TEL.042-527-6526

雪だるまをモチーフにした
かわいらしいケーキです。

（約7cm×約8cm） 
プライムタルト・メゾン （直径約21cm） 8,288円（税抜）

［予約期間］11/1（水）～12/17（日 ）
［フリーコール予約］11/1（水）～12/15（金）

0120-082-489（9：00～18：00／日・祝除く）
［受渡し］12/21（木）～12/25（月）
無くなり次第終了
※ご予約限定

ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー1F
TEL.042-540-3530

大粒のいちごと6種のフルーツを贅沢に使ったプレミアムタ
ルト。マスカルポーネクリームと濃厚なベイクドショコラフロ
マージュ、いちごのクリームを重ねました。特別な夜を華や
かに演出するクリスマス限定タルトです。

メリーホリデイティー
（直径約13cm） 1,500円（税抜）

［予約期間］10/25（水）～12/10（日）
［受渡し］10/25（水）～12/10（日）
［店頭販売］10/25（水）～12/25（月）

カレルチャペック紅茶店1F
TEL.042-595-6906

セイロンティーディンブラ茶100％
使用の端 し々いいちごの香りに広が
るペパーミントが魅力の紅茶です。

クリスマス アソート （約21cm×約19.5cm） 
各1,400円（税抜）

［店頭販売］11月中旬～12/25（月）
無くなり次第終了

ワッフル・ケーキの店 R.L（エール・エル）1F
TEL.042-525-0006

おとぎ話から抜け出したようなもみの木のボックス
に、「コロコロワッフル」と「プティワッフル」を詰め合
わせました。

ブッシュ・ド・ノエル （約17cm×約8cm） 
3,000円（税抜）

［予約期間］11/1（水）～12/18（月）
［受渡し］12/22（金）～12/25（月）
［店頭販売］12/22（金）～12/25（月）

ドルチェフェリーチェ1F TEL.042-595-8691

ベリーや苺を贅沢に敷き詰めた華やかなノエル。
中に入った濃厚なピスタチオクリームと甘酸っ
ぱいベリージャムの相性は抜群です。

数量限定 台30

ブッシュ・ド・ノエル
3,000

［予約期間］
［受渡し］
［店頭販売］

1F

ベリーや苺を贅沢に敷き詰めた華やかなノエル。
中に入った濃厚なピスタチオクリームと甘酸っ
ぱいベリージャムの相性は抜群です。

数量限定

ホワイトチョコとクリームチーズのパンケーキ
1,380円（税抜） ［Xmas限定］

［営業時間］平日 10：00～21：00　土日祝 10：00～20：30
［提供期間］11/20（月）～12/25（月）

ジェイ・エス・パンケーキカフェ4F
TEL.042-528-4622

クリームチーズをモンブランのように仕上げ、
甘酸っぱいイチゴとホワイトチョコをトッピン
グ。見た目も可愛く、X'masにピッタリな一品。

ヌテラ バナナ ナチョス 
750円（税抜）

［営業時間］平日 10：00～21：00　土日祝 10：00～20：30

ワイアード カフェ3F
TEL.042-523-9677

揚げたて熱々ポテトに冷たいアイス。たっぷ
りのベリーソースとヘーゼルナッツペースト
で食べ応え満点のデザートです。

クリスマス限定ペアセット
3,980円（税抜） 
［Xmas限定］

［営業時間］11：00～22：00
［提供期間］12/1（金）～12/25（月）

バケット8F
TEL.042-548-5309

クリスマス限定の大変お得なセットメニュー
です。

アボカドと鶏肉のロール焼き/チーズフォンデュ
ソース/季節のお浸し、カキフライ添え
1,200円（税抜） ［Xmas限定/ルミネ立川限定］

［提供期間］11/16（木）～
［提供時間］16：00～21：30
［営業時間］11：00～22：00

和カフェ ユソーシ チャノマ8F
TEL.042-548-1407

アツアツのロール焼きと旬の食材を使った小
鉢2種類ついたボリューム満点なセットです。



和三盆と苺のショートケーキ 
（直径約12cm） 3,000円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/22（金）
［受渡し］12/23（土）～12/25（月）
［店頭販売］12/23（土）～12/25（月）

ワビサ1F TEL.042-526-2010

WA・BI・SAらしさが感じられるクリスマス限定
のケーキ。ふわふわのスポンジケーキと、和三
盆糖を使用したホイップクリーム、フレッシュな
苺をサンド・トッピングしました。

2 0 1 7
Ch r ist mas

LUMI N E  TACH I K AWA

各店いちおし
のクリスマスケーキ

クリスマスショートデコレーション5号 
（直径約15cm） 4,500円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/10（日）
［受渡し］12/22（金）～12/25（月）
［店頭販売］12/22（金）～12/25（月）

フルーツ クチュール タカノ1F
TEL.042-548-5161

ふんわり、しっとり焼き上げたビスキュ
イに苺を2段にサンド。甘さ控えめのホ
イップクリームと甘酸っぱくてジュー
シーな苺でシンプルに仕立てたケーキ。

クリスマス苺のショートケーキ
（直径約18cm） 4,300円（税抜）

［予約期間］10/1（日）～12/22（金）15時まで
［WEB予約］10/1（日）～12/10（日）
［受渡し］12/22（金）～12/25（月）
［店頭販売］12/22（金）～12/25（月）

フロ プレステージュ1F
TEL.042-522-0206

メープルシロップ入りのふんわりスポ
ンジに苺をサンドし、すっきりとした
後味のシャンティクリームでデコレー
ションしました。※お酒は使用してお
りません。

タルト オ フリュイ ディベール
（直径約15cm） 4,200円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/10（日）
［受渡し］12/22（金）～12/25（月）
［店頭販売］12/22（金）～12/25（月）
無くなり次第終了

ア・ラ・カンパーニュ1F
TEL.042-519-3508

カスタードクリームと5種類のフルー
ツを色鮮やかに飾ったタルトです。

生クリームデコレーション5号
（直径約15cm） 3,300円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/10（日）
［店頭販売］12/22（金）～12/25（月）

マロニエ1F
TEL.042-512-8819

マロニエ人気No.1の生クリーム
とフレッシュ苺をふんわりスポン
ジでサンドしました。

きらめく聖夜 （直径約15cm） 
３,000円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/20（水）
［受渡し］12/22（金）～12/25（月）

モロゾフ1F
TEL.042-528-6638

チョコレートスポンジに、ラズベ
リークリーム・チョコレートムー
スを重ねた贅沢なクリスマス
ケーキです。

マスクメロンフォレスト （直径約15cm）  
10,000円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/10（日）
無くなり次第終了
［受渡し］12/22（金）～12/25（月）

フルーツ クチュール タカノ1F
TEL.042-548-5161

マスクメロンをビスキュイでサンドし、トッ
ピングにもたっぷりマスクメロンを使用。
上品で繊細なマスクメロンの風味を凝縮
した豪華なデコレーションケーキです。

数量限定 予約販売のみ

ビュッシュ ショコラ マロン
（長さ約15cm） 4,000円（税抜）

［予約期間］11/1（水）～
［受渡し］12/15（金）～12/25（月）
無くなり次第終了

リンツ ショコラ カフェ1F TEL.042-595-7873

クリスマスの食卓を彩る、リンツのビュッシュ・ド・ノエ
ル。ミルクチョコレートとマロンのムースを重ねたやさ
しい甘さに酸味が心地良いカシスソースを添えて。

数量限定 台30 予約販売のみ予約販売のみ

a

b

c

d

a.ミルクチョコレートのムース  
b.ダークチョコレートのグラッサージュ
c.チョコレートのビスキュイ生地
d.マロン入りマロンムース 
e.ヘーゼルナッツのクルスティヤン  f.マロングラッセ

e

f

スペシャルストロベリージェノワーズ 
（直径約15cm） 3,300円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/10（日）
［受渡し］12/23（土）～12/25（月）
［店頭販売］12/23（土）～12/25（月）

カフェ ド ギンザ ミユキカン8F
TEL.042-527-0011

国産のその時期に一番おいしいイチ
ゴを使って、よりきめの細かいスポン
ジにするため、卵と上質な生クリーム
を多く使用した冬に（クリスマス）おす
すめのケーキです。

タルト オ フレーズ スペシャル 
（直径約15cm） 8,000円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/10（日）
［受渡し］12/22（金）～12/25（土）
※ご予約限定

ア・ラ・カンパーニュ1F
TEL.042-519-3508

熊本県産「淡雪」と福岡県産「あ
まおう」でクリスマスシーンを華や
かに彩る豪華絢爛な限定生産の
苺のプレミアムケーキです。

ショートデコレーション 
（直径約12cm） 2,500円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/10（日）
［受渡し］12/22（金）～12/25（月）
［店頭販売］12/22（金）～12/25（月）
無くなり次第終了

ユーハイム1F TEL.042-527-6526

口どけの良いコクのある生クリームにフ
レッシュな苺とユーハイムオリジナルサン
タを飾りました。大きなツリーチョコレー
トと星のチョコレートが聖夜を彩ります。

国産苺と純生クリームのショートケーキ
（直径約15cm） 3,500円（税抜）

［予約期間］10/14（土）～12/22（金）正午まで
［受渡し］12/21（木）～12/25（月）
※ご予約締切日はお引き渡しの3日前正午まで
※ご予約限定

成城石井1F
TEL.042-595-8005

卵とバターを使って焼いたスポンジにキ
ルシュ風味の北海道産生乳を使用した
純生クリームをコーティングしました。

デコレーションケーキ5号 
（直径約15cm） 3,241円（税抜）

［予約期間］11/1（水）～12/18（月）
［受渡し］12/22（金）～12/25（月）
［店頭販売］12/22（金）～12/25（月）

ドルチェフェリーチェ1F
TEL.042-595-8691

口どけのよい上品な生クリー
ムとふわっと軽いスポンジが口
の中で絶妙に調和する王道の
クリスマスケーキ。

［受渡し］12/15（金）～12/25（月）
無くなり次第終了

口どけのよい上品な生クリー口どけのよい上品な生クリー

タルト・フレーズ （直径約16cm） 4,538円（税抜）

［予約期間］11/3（金）～12/10（日）
［受渡し］12/21（木）～12/25（月）
［店頭販売］12/21（木）～12/25（月）

ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー1F
TEL.042-540-3530

真っ赤な国産いちごをたっぷり使ったクリスマスタルト。
甘酸っぱくジューシーないちごの下にはいちごのクリー
ム、チョコレートクランチをアクセントにフランボワーズや
クッキークリームを重ねました。
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a.苺のクリーム  b.フランボワーズ
c.チョコクランチ  d.クッキークリーム  
e.プレーンスポンジ  f.カスタードクリーム
g.クッキー生地



〒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/

※数量限定の商品もございますので、品切れの際はご容赦ください。　※写真の盛り付け食器や装飾品などは商品に含まれており
ません。　※諸事情により、商品の内容・素材・デザイン等が変更になる場合がございます。　※アレルギーを引き起こす可能性がある原
材料を使用している商品もありますので、詳しくは各ショップにお問い合わせください。

期間中、ルミネ立川店（一部対象外ショップあり）で、1レ
シート10,000円（税込）以上お買上げいただいたお客さまに
応募用紙を1枚プレゼント！ご応募いただいた方の中から
抽選で5名さまの願い事をルミネ立川が叶えます！

願い事が叶う！
クリスマスウィッシュ
キャンペーン

B1、1F両フロアの当日レシート合計2,000円
（税込）以上でお菓子すくいにチャレンジ
できます！
※レシートは当日分のみ有効
※お一人様1日につき1回まで  ※なくなり次第終了※詳しくは館内ポスターまたはHPをご確認ください。

12.25  当選発表月火 日

[キャンペーン期間]

土

[キャンペーン期間]

カラフルな色・柄使いで素材もシ
ルエットも様々。デザイン、企画、
生産まですべて日本国内でおこ
なっています。

金 火

[イベント期間]

ジュエリー、アクセサリー・アパレ
ル・ファッション雑貨からアート
まで、日本人クリエイターのアイテ
ムを多数展開しています。

金 月

[イベント期間]

2 0 1 7
C h r i s t m a s

L U M I N E  T A C H I K A WA

ケーキ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ [1F]成城石井／ユーハイム／ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー／ドルチェフェリーチェ／マロニエ／
ワビサ／リンツ ショコラ カフェ／フルーツ クチュール タカノ／ア・ラ・カンパーニュ／モロゾフ／[8F]カフェ ド 
ギンザ ミユキカン

オードブル・ ・ ・ ・ ・ [B1]柿安ダイニング プラス エー／ブロッサム アンド ブーケ／ニュー・クイック／とんかつ 新宿さぼてん／
[1F]成城石井／アール・エフ・ワン

対象ショップ

プレゼント！

対象商品は
このアイコンが
目印です。

[キャンペーン期間]

日金 祝

営業時間延長のご案内

12/23（土）のみ
夜21：00まで
営業いたします。

※詳しくは館内ポスターまたはホームページをご覧ください。

先着500名様に成城石井のアップル
スパークリングジュースをプレゼントいたします。

期間中、対象ショップの店頭で対象の
クリスマスケーキ・オードブルをご予約された方、

※ご予約時に商品代金のお支払いを頂いた方が対象となります。
※対象商品の詳細は、下記対象ショップのスタッフまでお問い合わせください。

キャンディキャッチ 
ビッグチャンス
X’masバージョン開催！


