
 ※一部営業時間の異なる店舗がございます。 ※掲載内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。

〒190-0012 東京都立川市曙町 2 -1-1　TEL.042-527-1411（代）ルミネ立川店
お客様電話相談室 ホームページ

営 業 時 間

0120-639-007（受付時間／10：00～18：00） http://www.lumine.ne.jp/

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 ～ 22：00　書籍／10：00 ～ 22：00

※オープン日時の情報は変更になる場合がございます。※掲載の商品・ノベルティの画像は実際の色・柄・形と異なる場合がございます。※掲載のノベルティはなくなり次第終了となります。
※掲載情報の詳細は各ショップへお問い合わせください。※写真はすべてイメージです。

クレジットカード情報を連携
すると、ルミネ・ニュウマン
館内やネット通販「アイ
ルミネ」でのお買い物が
マイル獲得の対象となります。

INFORMATION

● いつでも５％OFF
● 年に数回10%OFFの
　チャンスもあり

● JRE POINTが貯まる
● 3,000円以上のお買い上げで
　対象エリア内配送サービスあり

使えば使うほどおトク！

焼き餃子と酸辣湯麺、プロの技で仕
上げた本格中華をカジュアルに味わ
えて、お一人様からグループまで楽
しめます。

西安餃子 〈中華料理〉8F

ニブンノイップウドウ（一風堂） 〈博多ラーメン〉8F

博多ラーメン「一風堂」のハーフサイズ専門店。
基本の麺は、糖質量を約半分に抑えたヘルシー
麺。ラーメンを２種類頼んだり、セットメニューを
足してみたり。“選べる楽しさ”が何倍にもアップ。
その時の気分に合わせて楽しめる、新しいスタイル
の一風堂です。

10月上旬
NEW
OPEN

ザラ 〈レディスファッション〉5F

ヨーロッパをはじめ全世界のトレンドをいち
早く取り入れたアイテムを、豊富なデザイン
とサイズで展開。ご来店のたびに新鮮な品
揃えで最新トレンドを発信しています。

こなな 〈和パスタ＆カフェ〉8F

日本の“パスタ”、日本の“野菜”、日本の“甘味”が
味わえるお店。こだわりのだし、醤油、味噌、豆乳から
できた体を想う日本の味。もっちりしっとりと焼き
上げたモダンどら焼き「どらん」と自慢のお茶を
ゆったりとお楽しみいただけます。

 ●  17：00以降のご来店でぱすたにプラス¥100（税抜）で
ミニチョコパフェセットに変更可能！

Opening Campaign

10/1（月）～10/31（水）

R E S T A U R A N T  F L O O R8F

対象配送エリア　1都8県／東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県・群馬県・栃木県・茨城県・山梨県・静岡県
対象サイズ　一般配送・クール便：縦・横・高さの3辺合計が120cm以内
対象重量　一般配送・クール便：15kg以内

対象エリア内

配送サービス

ルミネカードで3,000円以上のお買い上げで

一部対象外ショップ、商品、サービスがございます。［金券類、高額宝飾品（時計など）、壊れ物、クリーニングなど］ ※1個口300,000円以下のお買い上げ商品とさせていただきます。

ルミネ特別
配送サービス

ルミネカードで1ショップ

税込み3,000円以上お買い上げごとに

1個口を無料で配送いたします。

ルミネカード以外をご利用の方は税込み
5,000円以上からサービス対象となります。
※クール便は別途料金が必要となります。
※ルミネカードでのお支払い及びご提示の
　お客さまがサービス対象となります。

ルミネで
ルミネ
カードは

いますぐダウンロード！8/29（水）
～9/17（月・祝

）

期間中、ルミネ立川のNEW&RENEWALショップにて
お買い上げで秘密の特典コードをGET！

ONE LUMINEアプリをダウンロード！

マイページのステータス下部に秘密の特典コード（半角）を入力

5,000マイルGET！

ST E P 2

ST E P 3

ST E P 4

ST E P 1

11月上旬
RENEWAL

OPEN

9月下旬
RENEWAL

OPEN

〈ルミネ立川店 ルミネチケット発券場所〉  2F…インフォメーション横 / 7F…ルミネカードサロン横

ル
ミ
ネ
マ
イ
ル

の
貯
め
方

マイルを貯めて
ルミネでのお買い物が
ますます楽しくおトクに！

チェックインで貯める お買い物で貯める お気に入り登録で貯める

321

ルミネマイルを貯めるとランクが上がり、ランクがアップすると
ルミネのお買い物券が貰えたり、年に数回のルミネプレミアムサービスに応募できます。

ルミネ立川店に来たらアプリ
を開いてチェックイン。
「よく行くルミネ」で立川店
の登録を忘れずに。

ショップブログやコーディ
ネートのお気に入り登録で
マイルが貯まります。
※マイルの対象は1日20記事まで。

5,000マイル
NEW&RENEWAL
ショップにてお買い上げで

プレゼントキャンペーン

11/1（木）
RENEWAL

OPEN



“着心地”“不変的”“機能的”をキーワードに、
幅広い視点と時代の流れを捉えることの
できる大人の女性のためのデイリーユース
アイテムを展開。

C/P BIGフードブルゾン 
¥31,000（税抜）

フレームワーク
 〈レディスファッション〉

2F

● 「80's～90's」をテーマに、
OLD カルチャーを体感しながら
ショッピングをお楽しみいただ
けるスペシャルなイベントを
開催！
● 【先着150名様】
¥30,000（税抜）以上お買い上げで
レコードバッグをプレゼント！

Opening Campaign

9/11（火）～
9/11（火）

NEW
OPEN

果実が実り、カラフルな色彩があふれる秋。

ルミネ立川も、彩りゆたかに生まれ変わります。

話題のNEWショップや人気のショップが続々オープン。

よりステキに、もっとおいしく。

新しいルミネ立川で、ショッピングを楽しみませんか？

これからの時代をリード
して行くスタイリングデザ
インを。次世代のニュー
モードキャリアを提案。
「モードな日常」のリアル
な達成感を楽しめます。

フロッキーフレアスカート 
¥23,000（税抜）

フレイ アイディー
〈レディスファッション〉

2F

● 自店カードポイント、ポイントアップ！
（通常1～3％→5％）
● 【数量限定】 OPEN限定色
トレンチスカートコンビ
ワンピース ¥26,000（税抜）

Opening Campaign

9/11（火）～9/17（月・祝）

9/11（火）
NEW
OPEN

「心・からだ・肌」のすべてに、ホリスティック
にアプローチ。自然と調和し、トータルケアと
メイクアップを一人ひとりに届けるライフ
スタイル提案ブランドです。

イル ビゾンテ 〈ファッション雑貨〉2F

● 【先着100名様】
¥15,000（税抜）以上お買い上げでオリジナル
キーホルダーをプレゼント！

Opening Campaign

9/11（火）～

1970年にイタリア、フィレンツェで誕生したレザー
ブランド。イタリアの良質なナチュラルレザーを使用
した革製品は年月と共に風合いが増し持つ人の
個性を反映します。

9/11（火）
NEW
OPEN

DEVEAUX 幾何フレアワン
ピース ¥22,000（税抜）

日常を楽しむCharmingな大人の
女性に向けて、スタンダードなアイ
テムに程よいトレンドを取り入れ、
洗練された大人カジュアルな
スタイリングを提案しています。

● 【数量限定】
¥20,000（税抜）以上
お買い上げで
オリジナルキャンバストートバッグを
プレゼント！

5

Opening Campaign

● 【数量限定】
¥30,000（税抜）以上お買い上げで
選べるカラーのミニバイオレットD
ショルダーをプレゼント！
※各カラーはなくなり次第終了となります。

9/11（火）、9/12（水）

夢を叶えていくすべての女性たちへ。
“Sweet&Cool”をテーマにカジュアルから
エレガントまでコーディネートに合わせて
トレンド感や華やかさ溢れるラインのバッグ
を提案します。

サマンサ レディマイン
¥32,000（税抜）

サマンサタバサ 〈バッグ〉2F

スリー 〈コスメティック（化粧品）〉2F

9/11（火）
NEW
OPEN

Opening Campaign

● 【先着500名様】
商品お買い上げで
オープニングショッパー
（トートバッグ）を
プレゼント！

9/11（火）～9/30（日）

[a]THREE リリカルリップアミ（限定品1色） ¥3,500（税抜）
[b.c.d]THREE アルカミストツイストフォーアイ（全10色）
各 ¥3,500（税抜）
[e]THREE リリカルリップブルーム（全12色） 各 ¥3,500（税抜）

レディスファッション レディス・メンズファッション ファッション雑貨 コスメティック（化粧品）

Opening Campaign

6

9/11（火）～

1

2 3

4

上品かつ上質な
ファッションと
ライフスタイルをご提案。

2F

b

c

d

e

a

スピック アンド スパン
〈レディスファッション〉

2F

JR立川駅方面

2 3 6

5 4 1
スピック アンド
スパン

フレーム
ワーク

サマンサ
タバサ

フレイ
アイディー

イル 
ビゾンテ スリー

八王子方面
（西）

東京方面
　（東）

9/11（火）
RENEWAL

OPEN

9/11（火）
RENEWAL

OPEN
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9/11（火）
NEW

OPEN 

エヌ.ナチュラルビューティーベーシック*
〈レディスファッション〉

3F

ヨーロピアントラディショナルをコンセプトに、
カジュアルベーシックからハイエンドファッション
まで、オリジナル商品と国内外のセレクト商品
を展開し、都市型の高感度なトレンドを発信。
セレクトショップならではの多彩な品揃えで、
ファッションを楽しむ喜びをお届けします。

ナノ・ユニバース
〈レディス・メンズファッション〉

3F

2
“世界中からセレクトしたインポートと
優れた技術で生産したオリジナルの
ミックスコーディネート”。時代を感じ、
様々な国の要素と文化を織り交ぜた
ライフスタイルを提案します。

アダム エ ロペ 〈レディスファッション〉3F

1

● 【先着60名様】
¥22,000（税抜）以上お買い
上げでCharvet Editions
のふきんをプレゼント！

Opening Campaign

9/11（火）～

● 【数量限定】
¥9,260（税抜）以上お買い上げで
［メンズ］ナノ・ユニバース ロゴ入り
PARKERボールペン
［レディス］オリジナル巾着付き
バスソルトをプレゼント！

9/11（火）～
Opening Campaign

［a］Charvet Editions
トートバッグ ¥9,800（税抜）
［b］Charvet Editions
エプロン ¥7,000（税抜）
［c］ADAWASニット ¥22,000（税抜）

ティアラ 〈レディスファッション〉3F

クラシカルな雰囲気とモダン
さを融合させたオリジナル
アイテムの他、国内外のセレクト
アイテムを取り揃え、心を豊か
に彩るデイリークローズを
提案します。

ベロアチュールドレス 
¥28,000（税抜）

3

● 自店メンバーズカードポイント、
ポイント2倍！
● 【先着100名様】
¥30,000（税抜）以上お買い上げで
ベロアポーチをプレゼント！
● 【先着50名様】
¥50,000（税抜）以上お買い上げで
ベロア巾着バッグをプレゼント！

Opening Campaign

9/6（木）～9/17（月・祝）

ベーシックでスタンダードなオリジナルアイテム
と、国内外ブランドをMIXしたセレクトで、枠に
据われないグローバルな商品提案と情報の
発信をし続けています。

ジャーナルスタンダード
〈レディス・メンズファッション〉

3F

4

● 【先着550名様（メンズ250個・レディス300個）】
¥20,000（税抜）以上お買い上げで
インディアンジュエリーをプレゼント！ 
※メンズ・レディス合算可。
● 【ルミネ立川限定先行販売】
HOLIDAY 別注フードブルゾン
¥28,800（税抜） 
● 【限定販売】
ALDEN RANGER MOC OX
¥98,000（税抜）

Opening Campaign

9/11（火）～

シャツコールレースアップ
Aラインワンピース
¥14,000（税抜）

図らずとも、キレイに。
頑張らなくても、キレイにみえる、わたしの
褒められ服。
ルージュ・ヴィフ ラクレは、大人のわたし
たちにそんなワードローブを展開しています。

ルージュ・ヴィフ ラクレ
〈レディスファッション〉

3F

5

限定ワンピース
¥24,000（税抜）

● 商品お買い上げで限定ショッパー
（オリジナルトートバッグ）をプレゼント！
●  【各日先着15名様】
商品お買い上げでアンティークフラワー
をプレゼント！

Opening Campaign

9/6（木）～9/9（日）

フェミニンなディティールとワークやミ
リタリーなどのテイストをミックスし、
より洗練されたカジュアルスタイル。
独自にセレクトしたインポートアイテム
も揃っています。

アルカリ 〈レディスファッション〉3F

6

● リニューアルオープンフェア開催！
● 自店メンバーズカードポイント、
ポイント2倍！
● 【先着400名様】
商品お買い上げでルミネ立川店限定
オリジナルトートバッグをプレゼント！
● 【ルミネ立川店限定販売】
シャツワンピース ¥17,500（税抜）

Opening Campaign

9/6（木）～9/17（月・祝）

フードロングコート ¥29,000（税抜）

NYを舞台に活躍するメイク
アップアーティスト ローラ・ 
メルシエによる、シンプルかつ
上質な仕上がりを叶えるメイク
アップブランド。
SNSで人気のボディケアアイ
テムも充実したラインナップ
で揃えています。

11

シーンに合わせてお洋服を楽しむ
ように、アクセサリーにも同じ想いを。
天然石やオリジナルパーツを使用した
ハンドメイドアクセサリーを取り揃え
ています。

9

● 【先着100名様】
¥10,000（税抜）以上お買い上げでカラーが
選べるマルチ巾着バッグをプレゼント！

Opening Campaign

9/6（木）～

高品質なベーシックアイテムに
半歩先のトレンドをMIX。リラックス
カジュアルからONスタイルまで、
幅広いスタイリングを提案する
ブランドです。

8

ローラ メルシエ
〈コスメティック（化粧品）〉

3F

● 【先着200名様】
¥8,000（税抜）以上
お買い上げで
オリジナルトートバッグを
プレゼント！
※キットやセット品は
　対象金額に含まれません。

Opening Campaign

9/11（火）～

ルースセッティング
パウダー
トランスルーセント
¥4,400（税抜）
※パフ別売り

ナーズ 〈コスメティック（化粧品）〉3F

“もっと、ときめきのある毎日を。”
お花がもつ「香り」「効能」「色」といった
魅力を凝縮した、フレグランス・ボティケア
コスメ・雑貨アイテムをラインアップして
います。

フローラノーティス ジルスチュアート
〈コスメティック（化粧品）〉

3F

10

● 【先着200名様】
フローラノーティス
ジルスチュアート オープニングキット
 ¥10,000（税抜）

Opening Campaign

9/11（火）～9/13（木）

［左］ボディミルク ¥4,500（税抜）
［中］オードパルファン
 ¥10,000（税抜）
［右］ボディオイル ¥6,000（税抜）

9/11（火）
NEW

OPEN 

［内容］ 
オードパルファン（100mL）※6種類よりお選びいただけます。
/フローラノーティス ポーチ※白または黒の2種類からお選び
いただけます。/ハンドクリーム（15g）/オードパルファン
（2.5mL）※ハンドクリーム（15g）、オードパルファン（2.5mL）
はセットで6種類よりお選びいただけます。

a

b

c

メイクを試したり楽しんだり
するなかで、女性たちが
本来持つ美しさや個性を
最大限に引き出したい。
そんなフランソワ・ナーズ
の思いが詰まったアイテム
をお楽しみください。

12
● 【先着200名様】
¥5,000（税抜）以上お買い上げ
でラディアントクリーミーコン
シーラー（1.4mL/特製サイズ）
をプレゼント！

Opening Campaign

9/11（火）～

パワーマットリップ
ピグメント（全23色）
各 ¥3,500（税抜）

ベッコウバックルピーチ
ワンピース ¥10,800（税抜）

FEMININE、SHARPNESS、VINTAGEをテイスト軸に
持ち、笑顔の美しい女性に向けて都会的で洗練された
NEW FEMININE STYLEを提案しています。

バビロン 〈レディスファッション〉3F

7

● 【先着50名様】
¥30,000（税抜）以上お買い上げでバビロン
オリジナルミニボアバッグをプレゼント！

Opening Campaign

9/6（木）～ ショートフーディ
ジャケット
¥21,000（税抜）

ノワール ド プーペ
 〈アクセサリー〉

3F

9/6（木）
NEW

OPEN 

9/6（木）
NEW

OPEN 

● 【先着50名様】
¥6,500（税抜）以上お買い上げ
でOPEN記念限定ピアスor
イヤリングをプレゼント！

Opening Campaign

9/6（木）～

K10ベーシックコレク
ション
［上段］¥13,000（税抜）
［下段］¥12,000（税抜）

9/11（火）
NEW

OPEN 

アーバンライクで

洗練されたスタイルの

ブランドが集結。

3F

レディスファッション

レディス・メンズファッション

ファッション雑貨

コスメティック（化粧品）

八王子方面
（西）

東京方面
　（東）

ルージュ・
ヴィフ ラクレ

3
2 1

7 8 910 1211 バビロン

エヌ．ナチュラル
ビューティー ベーシック*

ナノ・
ユニバース

アダム
エ ロペ

6
アルカリ

ティアラ

4
ジャーナル
スタンダード

フローラノーティス 
ジルスチュアート

ローラ メルシエ

ナーズ

ノワール ド プーペ

5

9/11（火）
RENEWAL

OPEN

9/6（木）
RENEWAL

OPEN

9/11（火）
RENEWAL

OPEN

9/6（木）
RENEWAL

OPEN

9/6（木）
RENEWAL

OPEN

9/6（木）
RENEWAL

OPEN

9/11（火）
RENEWAL

OPEN
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ファッションを楽しむ若い世代に向けた、ベーシックな
カジュアルスタイルを楽しめます。バッグ、小物なども揃い、
“自分流スタイル”をトータルコーディネートできます。

アルシーヴ 〈レディスファッション〉4F

● 【先着30名様】
¥10,000（税抜）以上お買
い上げでショルダーバッ
グをプレゼント！

Opening Campaign

8/29（水）～

前釦中花柄
タックスカート 
¥5,500（税抜）

お部屋の中で過ごす時間を楽しむ女性に向けて、
“Relax & Happiness”をテーマに、こころが躍るワクワク
する時間と商品を提案するブランドです。

コクーニスト 〈インテリア・生活雑貨〉4F

● 【先着50名様】
ルームウェア入り 数量限定
HAPPY BAG ¥5,000（税抜）

Opening Campaign

9/6（木）～

ハンギングポーチ  
¥3,200（税抜）

毎日のお料理を楽しくする“食”に関するグッズを
世界からセレクトしているキッチングッズ専門店。
素敵な我が家のレストラン作りをお手伝いします。

1976年の設立以来、良質な天然原料を世界各地から
取り寄せ、化粧品を製造。自然の恵みによるお肌への
潤いを、あなたの肌で実感してください。

ザ・ボディショップ 〈コスメティック（化粧品）〉1F

● 【ルミネ立川店限定先行
販売・数量限定】
バニラパンプキンバス＆
ボディーケアシリーズ
パンプキン、バニラ、トンカ豆、
ヘーゼルナッツ、メープル
シロップなどグルマン系の
甘く美味しそうな香りは、
これからの季節に心温まる
ひとときをお届けします。

Opening Campaign

9/6（木）～9/24（月・祝）

ボディバター 各¥2,300（税抜）

「ノン・ルール」をコンセプトに、組み合わせる自由を提案する
コスメティックス＆使い方の自由と言う発想から生み出した
ファッショングッズを提案します。

マリークヮント 〈コスメティック（化粧品）〉4F

＜クレンジング＞クレンジング マッサージ 
クリーム（100g） ¥4,500（税抜）/ディープ クレン
ジング ジェル オイル（100g） ¥3,800（税抜）
＜洗顔＞ジェントル ウォッシュ（145mL） 
¥3,800（税抜）/リバイタライズ ウォッシュ
（100g） ¥4,500（税抜）
＜化粧水＞ナチュラルトリート ローション 
（150mL） ¥4,500（税抜）/モイスチャー
トリート ローション（150mL） ¥7,500（税抜）
＜乳液＞ナチュラルトリート ミルクローション 
（80mL） ¥5,000（税抜）/モイスチャートリート 
ミルク（75mL） ¥7,500（税抜）
＜クリーム＞ナチュラルトリート クリーム 
（30g） ¥5,500（税抜）/モイスチャートリート 
クリーム（30g） ¥12,000（税抜）

● 【先着200名様】
化粧品を¥5,000（税抜）以上お買い上げ
でオリジナルポーチをプレゼント！
※メンバーズ登録が必要となります。
※お1人様1点限りとさせていただきます。

Opening Campaign

9/6（木）～9/30（日）

● 【先着300名様】
¥1,000（税抜）以上お買い
上げでミニ食器用洗剤を
プレゼント！

Opening Campaign

9/6（木）～

212（トゥーワントゥー）キッチンストア 〈生活雑貨〉1F

《8/3（金）～2019/3/31（日） 期間限定オープン 》
1960年のブランド設立以来、世代や性別、カルチャーの垣根を越え愛され続け、自由と
個性を尊重する人々に自己表現のシンボルとして半世紀に渡って支持され続けています。

Food shops

ソーダストリーム 
スピリット
ミントグリーン  
¥14,000（税抜）

“ファヤージュショコラ”はモロゾフがこだわり続けて
きたチョコレートで包み込んだ繊細な味わいと心地
よい食感が特徴。スタイリッシュなパッケージでギフト
にもおすすめの新スイーツです。

ファヤージュショコラ 〈洋菓子〉1F

ファヤージュショコラ 
ミルクチョコレート 
各 ¥350（税抜）

10/12（金）
NEW
OPEN

● 【先着200名様】
お楽しみ袋 ¥2,000（税抜）

Opening Campaign

10/12（金）～

デンマークの伝統に学んだ本格的なデニッシュペス
トリー

をはじめ、食卓を彩るパンを多数品揃え。カフェでもゆ
っくり

と過ごせます。随時パン教室なども開催しています。

アンデルセン  〈ベーカリー・カフェ〉1F

ダークチェリー 
¥240（税抜）

Opening Campaign

9/6（木）～9/8（土）

● 【各日先着100名様】
¥800（税抜）以上お買い上げで
ジャムスプーンを
プレゼント！

まろやかなキャラメル風味と相性の良い紅茶風味やチーズ、アップルの組合せ。チュイールクッキー、個包装のケーキ、バウムクーヘン、スフレケーキの4種類展開しています。
キャラメルゴーストハウス 〈洋菓子〉

1F

9/1（土）
NEW

OPEN

● 【先着200名様】
商品お買い上げで
オリジナルクリアファイルをプレゼント！

Opening Campaign
9/1（土）～

ドクターマーチン 〈シューズ〉

東側催事スペース

フレッシュな
感性にあふれたカジュアル
ファッションが登場。

4F 様々な専門店や
話題のスイーツなど
毎日に楽しさをプラス。

1F

居心地のいい

ライフスタイルをデザインする

アイテムが充実。

5F

9/6（木）
RENEWAL

OPEN

無添加スキンケアや無添加メイク、サプリ
メントを豊富にラインアップ。専門のスタッフ
が美と健康をトータルにサポートします。

カロリミット
¥1,447（税抜）

● 【先着260名様】
リニューアルオープン記念プライス
マイルドクレンジングオイル（120mL）1本
＋洗顔パウダー（50g）1本 ¥2,900（税抜）
さらに、上記セットをお買い上げで
マイルドクレンジングオイルミニサイズをプレゼント！

8/29（水）～
Opening Campaign

ファンケル 〈化粧品・健康食品・その他〉5F

8/29（水）
RENEWAL

OPEN

アンテ バイ アンテシュクレ 〈ランジェリー〉5F

● 【各日先着50名様】
¥8,000（税抜）以上お買上げで
ふんわりやわらか
ゲストタオルをプレゼント！

Opening Campaign

9/6（木）～10/3（水）
ワコールやトリンプなど国内のランジェ
リーブランドを集めた下着専門店。ブランド
の枠を超えた品揃えの中から「自分を
もっと好きになる」お気に入りがきっと
見つかります。

なでしこブラ
¥4,500（税抜）

9/6（木）
RENEWAL

OPEN

9/6（木）
RENEWAL

OPEN

● オリーブ限定セット［全2種類/各 ¥4,630（税抜）
※お1人様各2セットまで］をお買い上げで
薬用ディープクレンジングオイル（L）本品を1本プレゼント！

Opening Campaign

9/8（土）～9/17（月・祝）

ディーエイチシー 〈化粧品・ドラッグストア〉5F

ナチュラルDHCの商品が体験できる自然派スタイルの
直営店が移転リニューアルオープン。納得のいく、運命のアイ
テムがきっと見つかるはずです。

DHC オリーブ
バージンオイル（30mL）
¥3,620（税抜）

9/8（土）
RENEWAL

OPEN

9/6（木）
RENEWAL

OPEN

9/6（木）
RENEWAL

OPEN

8/29（水）
RENEWAL

OPEN

9/6（木）
RENEWAL

OPEN

8/3（金）
RENEWAL

OPEN

ウンナナクール 〈インナーウェア・ランジェリー〉5F

ワコールから生まれた下着屋さん。努力
や憧れは誰かのためにじゃなく、自分
自身のため。「女の子、登場」を合言葉に
世の中の女の子を応援する下着をつくって
います。

BRAGENIC
～Future flower～
各 ¥2,800（税抜）
※ショーツ別売り

9月下旬
RENEWAL

OPEN

 

イートイン  
スペースが  
大きくなります！
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