
6月18日（土）・19日（日） 11：00～17：00

LUMINE TACHIKAWA 
ACTIVE VILL AGE

日本有数のものづくりの地・新潟県三条市に本社「HEADQUARTERS」
を構えるアウトドアブランド。「人生に、野遊びを。」をスローガン
に、独創的なプロダクトやサービスを生み出し続けている。

ワイン専門店「ヴィノスやまざき」と食
のセレクトショップ「久世福商店」がお
すすめする銘柄を提供。青空の下、初
夏の風に吹かれて味わう一杯は格別。

ルミネ立川屋上に、注目のアウトドアブランド「スノーピーク」がやってくる！
ワインやコミックを片手に、ちょっぴりぜいたくな新緑のアウトドア体験を楽しもう。

　今、世界中で流行している新しいキャンプスタイル「グラン
ピング」。その世界観に触れられるイベントを、ルミネ立川の
屋上庭園コトリエで開催します。芝生に張られるテントや
タープは、アウトドアブランド「スノーピーク」のもの。機能
美を追求したデザイン性の高いプロダクトは“スノーピー
カー”と呼ばれる熱狂的なファンを生み、昨年は表参道にアパ
レルショップをオープンするなど、アウトドアに留まらない
ライフスタイル提案が注目を集めています。
　当日は、ルミネ立川の屋上がまるでキャンプ場のような雰
囲気に。ここでどう過ごすかは、あなた次第。スパークリン
グワインをゆったり味わうもよし、本格ポップコーンを片手
にコミックを読みふけるもよし。これまでにないアウトドア
での過ごし方を、ぜひルミネ立川で見つけてみて。

スパークリングワイン
&シードル試飲会

オイルフリーのポップコーンに発酵バ
ターがたっぷり、「バターポップコーン」
が屋上で出張販売。チーズに塩にキャ
ラメル、多彩なフレーバーをどうぞ。

リッチなフレーバーの
バターポップコーン販売

「インドア女子」と「アウトドア女子」
をテーマに、「オリオン書房」が今注目
するマンガ作品をセレクト。期間中、
会場内で自由に読むことができます。

オリオン書房セレクトの
コミックを無料貸し出し

LUMINE TACHIKAWA MAGAZINE

http: //www.facebook.com / luminetachikawamagazine/
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ルミネ立川の屋上でプチグランピング体験を楽しもう！

ルミネスタイルとは、つながる、広がる、
暮らし彩る素敵なサービス。
「食」「美」「旅」などのお得な
優待サービスがご利用いただけます。

2016.3.1～
START !

＊事前に会員登録が必要です。
ルミネスタイル
http://www.club-off.com/lumine

ルミネカードとルミネアプリの最強コンビ！
アプリでマイルを貯めてもっとお買い物を楽しく

ルミネカードでいつでも5%OFF!
さらに、アプリでクレジットカードを連携すると
ルミネ各店やネット通販「アイルミネ」、
ニュウマンでのお買い物でルミネマイルが貯まります！

※画像はイメージです。

※雨天の際は中止となる場合があります。

いつでも5％OFF
ルミネ14店（大宮・北千住・池袋・有楽町・新宿・ルミネエスト新宿・立川・横浜・町田・荻窪・藤沢・川越・
ルミネマン渋谷・ルミネ ザ・キッチン品川）と大船ルミネウィング・ニュウマン・ネット通販「アイルミネ」
でショッピングやお食事のとき、ルミネカードをご利用いただくと、カードご利用代金引き落としの際、
お買い上げ金額が5％OFFになります。もちろんバーゲン時でも、バーゲン価格から、さらに
5％OFFでご利用いただけます。 ※一部除外店舗・除外品がございます。

10％OFFのチャンスもあり
年に数回、割引率が10％にアップするキャンペーンがあります。
さらにおトクなショッピングがお楽しみいただけます。

ビューサンクスポイントが貯まる
ルミネでのお買い物割引に加えて、ビューサンクスポイントが貯まります。

LUMINE CARD information

＜ルミネカードお問い合わせ先＞-------------------------------------------------------------------------------------
《ＶＩＥＷ》ルミネカード専用ダイヤル　TEL.03-6685-9000 9:00～21：00（年末年始を除く）
（株）ビューカード紛失・盗難デスク　 TEL.03-6685-4800 （24時間・年中無休）

定期券機能付ルミネカード
2016年3月1日よりルミネカードのデザインが変更となり、特典もさらに充実します。

ルミネ12店（大宮・北千住・池袋・有楽町・
新宿・ルミネエスト新宿・立川・横浜・
町田・荻窪・川越・ルミネマン渋谷）と
大船ルミネウィング、ニュウマンで
仮カード即日発行受付!



L U M I N E  TA C H I K AWA  

雨の日こそお出かけを楽しんだり、自由気ままにお部屋で過ごしたり……。
この時期おすすめのアイテムを、インドア・アウトドア別にご紹介。

ルミネ立川各店のキャンペーンもチェックして、梅雨をもっと楽しもう！

ルミネ立川屋上で
イベントも一緒に
楽しもう！

10分で部屋を整える、金曜日に花を
買って帰る……。ていねいで上質な
暮らしを無理なく叶えるテクニック
が満載。整理収納アドバイザーで
エッセイストの著者が送る1冊。
1400円／オリオン書房（8F）

『大人のひとり暮らし』
（柳沢小実／大和書房）

2段ジッパーがスマホを水から保護。
入れたまま操作でき、ネットもゲーム
も、通話だってOK。ゆったりバスタ
イムはもちろん、首から下げればアウ
トドアシーンでも大活躍。
1200円／ヴィレッジヴァンガード（6F） 

エレスの
ジェリーフィッシュ S

しずく型のガラスに入った結晶が、
気温や気圧の変化に反応して、浮遊
したり大きさを変えたり……。天気
の移り変りが楽しくなるこのオブジェ、
今日はどんな表情を見せてくれる？
5500円／アーノット（6F）

ペロカリエンテの
テンポドロップ

表にはヴィンテージ感あふれるテイ
ストで描かれた牛のイラスト、裏に
はネイビー地に魚のイラストが。洒
落の効いたデザインは、リラックス
感を高めてくれること請け合い。
2800円／ウニコ（8F）

ウニコのビーフor フィッシュ
クッションカバー

涼しげで品のいい開襟シャツとショート
パンツは寝苦しい夜にぴったり。コット
ン100％、着心地のさらりとしたパジャ
マで、いい夢を。柄は4種類。
5280円／ピーチ・ジョン・ザ・ストア（4F）

ピーチ・ジョンの
コットンサマーシャツパジャマ

貝殻の粉末からつくられる日本画の顔料「胡粉」を使用。「艶
紅」「白光」など艶やかな色が全36色、全部揃えたくなりそ
う！ 刺激臭がなく換気しづらい日も快適な使い心地。
1204～1389円／ハウス オブ ローゼ（7F）

上羽絵惣の胡粉ネイル

雑貨感覚でディスプレイできるフェイクグリーンは、ワイ
ヤー入りでアレンジも自由自在。枯らしてしまう心配も無
用、多彩な種類を組み合わせてインテリアをグレードアップ。
440円～／ニコアンド（6F）

いなざうるす屋のフェイクグリーン

ひじ・ひざ、二の腕など、角質を無機塩の粒子ですっきり除
去してボディ磨きを。甘酸っぱくて爽快なベルガモッドと
ペパーミントの天然精油の香りは、この時期だけ。
1470円／マークスアンドウェブ（7F）

マークスアンドウェブの
ハーバルマッサージスクラブ

繰り返し使えるステンレスフィルターは、豆の旨みとアロマ
をダイレクトに抽出。ガラスのカラフェにコーヒーが一滴
ずつ落ちる様子を眺めながら、ゆったりした時間を過ごして。
右3500円、左4000円／オールオーディナリーズ（6F）

キントーの
コーヒーカラフェセット

シルエットがかわいらしいポンチョは、ちょっぴり大人な
色・柄を選びたい。腕の部分にボタンが付いて、動きやすい
のも好ポイント。雨の日に着るのが待ち遠しくなりそう！
4200円／ニコアンド（6F）

ニコアンドのレインポンチョ

お部屋でじっくり、発酵食品づくりはいかが？　ヨーグルト
なら菌種を入れた牛乳をパックごとセットするだけでOK。
塩麹や甘酒などもつくれて、“菌活”が手軽に実践可能。
7880円／ 212キッチンストア（5F）

ビタントニオのヨーグルトメーカー

SHOP CAMPAIGN

フランフラン
フランフランの提案は「お部屋の
中でグリーンを」。期間中、お手入
れいらずでインテリアに気軽に取
り入れられる多肉植物のリアルな
オブジェを多数展開します。
期間：6/1～ 30  ☎042-548-3677

5 F

2 F東

SHOP CAMPAIGN

人気モデルにウォッシャブルのEVA

素材を採用。軽量でホールド感抜群、
リラックスムード満点の一足はレ
ジャーにぴったり。全9色展開、サ
イズも豊富で家族でお揃いにしても。
4500円／ビルケンシュトック（6F）

ビルケンシュトックの
アリゾナ

持ち手にかぶせれば、傘がたちまち
自分好みに。豊富なカラーバリエー
ションでコーディネートを楽しめる。
ウェットスーツと同じ素材で、傘が
持ちやすくなるのもうれしい。
各477円／アーノット（6F）

ダンケの
アンブレラグリッパー

100％天然由来成分が、不快なベタ
つきや匂いをリフレッシュ！　ボ
ディ＆フットのほか、リネンやお部
屋にも。アロマは、ライム系、オレ
ンジ系、ローズ系の3種類。75㎖。
各2300円／コスメキッチン（3F）

ラヴェーラの
アロマエチケットスプレー

フェイクレザーとモールドソールで、突
然の雨もOK。コーディネートしやすい
シンプルさと、歩きやすいフラットソー
ルもポイント。サイズは22.0～24.5㎝。
各1万1100円／オデット エ オディール（3F）

オデット エ オディールの
パテントスリッポン

自転車レースの補給用バッグ「サ
コッシュ」は、スマホやお財布がぴっ
たり入る、お出かけにちょうどいい
サイズ。撥水加工で雨も汚れも心配無
用、4つのポケット付きで機能性も◎。
各2400円／ヒッチハイク（5F）

ヒッチハイクの
サコッシュショルダー

着脱可能な内ポケットにくるくる丸
めて収納できるポケッタブル機能付
き。傘を手にお出かけの日も、少し
早めのバカンスにも活躍。ドリンク
が収まるサイドポケットも便利。
4200円／ボン・フェット（4F）

コンフィチュールの
ドットソレイユリュック

多彩なファブリックでつくられた
トートバッグは、A4サイズが楽々入
るサイズでプチ旅行にもお役立ち。
キュートな柄はシンプルな初夏の装
いのアクセント、お気に入りを探して。
各4500円／スミス（8F）

マリメッコのトートバッグ

スペインのリゾート地・メノルカ島
発祥の「アバルカサンダル」は、オー
プントゥにシンプルなストラップが
特長。柔らかなリアルスウェードで
履きやすく、リゾート感満点！
8500円～／ライチ（3F）

ウォークアンドラブの
メノルカサンダル

ピンクトリック（催事）
ガーリーな雑貨ブランド「ピンクト
リック」のポップアップストアが登場。
撥水性抜群のバッグやリボンいっぱ
いの晴雨兼用傘など、雨の日のお
しゃれが楽しくなるグッズを展開。
期間：6 /1～ 30  ☎080-4359-4381

ロクシタン
この季節のおすすめは、すっきり魅
せ肌に導く「アマンドシェイプ」シ
リーズ。ボディオイル、ジェルク
リームのほか、限定キットも多数取
り揃えています。数量限定です。
期間：6 /1～ 21  ☎042-528-3993

2 F

コンシェルジュ（催事）
ライフスタイル雑貨店のリミテッド
ショップ「コンシェルジュポップ
アップブティック」が期間限定で
オープン。初夏をのんびり快適に
過ごすインテリア雑貨を展開します。
期間：5/28～6/12  ☎03-3780-4737

2 F東

ザ・ボディショップ
シトラスエッセンシャルオイル配合、
スパ発想のボディケアシリーズ「スパ
フィネス」を使った「キュッ！と引き締め
夏向きボディ体験会」で、簡単・効果的
なマッサージテクニックをレクチャー。
期間：6/1～ 30  ☎042-548-8108

5 Fベキュア ハニー マルシェ
ハチミツを使用したスキンケアアイ
テムを展開するショップのおすすめ
は、爽快な使用感とシトラスアロマ
が魅力の「クールクールシトラス」
シリーズ。数量限定で販売します。
期間：6/1～ 30  ☎042-527-1077

1 F

マークスアンドウェブ
税込1000円以上購入でショップオリ
ジナルポイントカードに1ポイント
サービス。わずかにメントールを配
合した夏向け「ハーバルクリア ボディ
ソープ」などおすすめ商品にも注目。
期間：6/10～19  ☎042-528-1765

7 F

グリーンルーム
20周年目を迎える老舗サロンが自
信を持って提供するのは、痛みのな
い痩身コース「プレミアム・インド
エステ」。夏に向けて自信が持てる
スッキリボディを。
期間：6/1～7/ 31  ☎042-526-6012

7 F

2 F西プラザ（催事）
「雨の日もハッピーにおしゃれを楽
しみたい！」。そんなポジティブな
方に向けたレイングッズを豊富にラ
インアップ。プラザならではの、
ポップ＆キュートなセレクトをどうぞ。
期間：6/9～ 22  ☎042-528-6691

ACTIVE V I LL AGE
裏面へ
GO !

&

オゥパラディ
季節数量限定商品「グレープフルー
ツ オードパルファム」（30㎖ 3600円）
を販売。ほのかな酸味と甘さのコ
ントラストが印象的な、初夏を楽し
む香りでお出かけを。
期間：6/1～ 30  ☎042-595-7890

3 F パーリッシィ
「雨の日も麻アイテムで気持ち1UP！」、
おすすめは麻アイテム。ひんやり
＆ざっくり素材感のトップスやボ
トムは快適な着心地。適度なラフ
さで、おしゃれ度アップ。
期間：6 /1～ 30  ☎042-527-4500

5 F

ケービーエフ
北欧デザイナーによるテキスタイ
ルデザインが人気の雨具ブランド
「korko（コルコ）」のポップアップ
ショップが登場。雨の日のファッ
ションをトータルで提案します。
期間：6/3～ 26  ☎042-595-9868

4 F

コレクターズ
バッグや帽子、腕時計など、梅雨の
晴れ間のお出かけ時に “気分を上げ
てくれる” アウドドア向け旅行アイ
テムが大集合。もちろんレイン
グッズも豊富に揃います。
期間：6/1～ 30  ☎042-526-2680

6 F

ウィークエンドティップス オッシュマンズ
パタゴニアやアークテリクスなど
アウトドアブランドの高機能な防
水ウェアを取り揃えました。梅雨
に快適な防水シューズもご用意し
ています。
期間：6/1～ 26  ☎042-548-1106

6 F

ロフト
季節ならではの楽しみ＆悩みに応え
るポップアップショップを展開しま
す。レインウェアのほか、甚平やビ
アサーバーなどインドアを楽しむア
イテムも充実。
期間：6/1～ 30  ☎042-528-8546

7 F

ビジンネス バイ サザビー
凜と働く女性に向けたバッグを展開
するこちらでは、期間中に購入したレ
ザーバッグに防水スプレーを吹きか
けサービス。そのほか、レインバッグ
カバーも豊富に取り揃えています。
期間：6/8～ 21  ☎042-528-6841

3 F

ディーエイチシー
DHC薬用毛活根トニックとスカル
プクレンジングソーダの「実感！毛
活根ヘアケアセット」を、通常価格2
点合計5400円のところ4320円で
ご提供。父の日の贈り物にどうぞ。
期間：5/12～ 7/6  ☎042-524-1401

5 F

ヴィレッジヴァンガード
梅雨こそ、見た目にも爽やかな流し
そうめんを。ヴィレッジヴァンガー
ドのおすすめは「流しそうめん機」。
一足早く夏を感じて、楽しく＆おい
しくこの季節を乗り切って。
期間：6 /1～ 30  ☎042-528-7718

6 Fジョンマスターオーガニック セレクト
ニューヨーク生まれのオーガニック
ヘアケア・スキンケアブランドから
は、夏に向けて肌を磨くアイテムが。
「洗う・磨く・潤す」アロマボディ
ケアを店頭でお試しください。
期間：6/1～ 30  ☎042-595-9880

3 F

スキンフード
ゆずやヴァーベナを使った爽快なボ
ディケアアイテムが新登場、「クール
&ビューティアイテム体験会」を開催
します。さらに人気アイテムがもら
えるスタンプラリーキャンペーンも。
期間：6/ 8～ 30  ☎042-519-3255

5 F レイジースーザン
「アントニアズフラワーズ」のフレグ
ランスをご購入の方にオリジナルア
トマイザーをプレゼント。また同ブ
ランドをイメージしたピアスとオー
ドトワレのセットを期間限定で販売。
期間：6/1～ 30  ☎042-525-1055

5 F

ピーチ・ジョン・ザ･ストア
「雨の日限定キャンペーン」として、
5000円以上お買い上げの方にオ
リジナルグッズをプレゼント。ア
ンブレラかネイルファイル&ボディ
クリームパウチを選べます。
期間：6/1～ 30  ☎042-521-6431

4 F

新緑の季節に外で食べるカレーは絶品、レトルトなら急な雨
でも大丈夫。本格的なスパイスを使ったさまざまなエス
ニックカレーが揃うので、みんなでワイワイ食べ比べを。
278円～／無印良品（7F）

無印良品の
素材を生かしたカレー

※商品の価格は、原則としてすべて税抜きです。

※ノベルティはなくなり次第終了。
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　今、世界中で流行している新しいキャンプスタイル「グラン
ピング」。その世界観に触れられるイベントを、ルミネ立川の
屋上庭園コトリエで開催します。芝生に張られるテントや
タープは、アウトドアブランド「スノーピーク」のもの。機能
美を追求したデザイン性の高いプロダクトは“スノーピー
カー”と呼ばれる熱狂的なファンを生み、昨年は表参道にアパ
レルショップをオープンするなど、アウトドアに留まらない
ライフスタイル提案が注目を集めています。
　当日は、ルミネ立川の屋上がまるでキャンプ場のような雰
囲気に。ここでどう過ごすかは、あなた次第。スパークリン
グワインをゆったり味わうもよし、本格ポップコーンを片手
にコミックを読みふけるもよし。これまでにないアウトドア
での過ごし方を、ぜひルミネ立川で見つけてみて。

スパークリングワイン
&シードル試飲会

オイルフリーのポップコーンに発酵バ
ターがたっぷり、「バターポップコーン」
が屋上で出張販売。チーズに塩にキャ
ラメル、多彩なフレーバーをどうぞ。

リッチなフレーバーの
バターポップコーン販売

「インドア女子」と「アウトドア女子」
をテーマに、「オリオン書房」が今注目
するマンガ作品をセレクト。期間中、
会場内で自由に読むことができます。

オリオン書房セレクトの
コミックを無料貸し出し

LUMINE TACHIKAWA MAGAZINE

http: //www.facebook.com / luminetachikawamagazine/
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ルミネ立川の屋上でプチグランピング体験を楽しもう！

ルミネスタイルとは、つながる、広がる、
暮らし彩る素敵なサービス。
「食」「美」「旅」などのお得な
優待サービスがご利用いただけます。

2016.3.1～
START !

＊事前に会員登録が必要です。
ルミネスタイル
http://www.club-off.com/lumine

ルミネカードとルミネアプリの最強コンビ！
アプリでマイルを貯めてもっとお買い物を楽しく

ルミネカードでいつでも5%OFF!
さらに、アプリでクレジットカードを連携すると
ルミネ各店やネット通販「アイルミネ」、
ニュウマンでのお買い物でルミネマイルが貯まります！

※画像はイメージです。

※雨天の際は中止となる場合があります。

いつでも5％OFF
ルミネ14店（大宮・北千住・池袋・有楽町・新宿・ルミネエスト新宿・立川・横浜・町田・荻窪・藤沢・川越・
ルミネマン渋谷・ルミネ ザ・キッチン品川）と大船ルミネウィング・ニュウマン・ネット通販「アイルミネ」
でショッピングやお食事のとき、ルミネカードをご利用いただくと、カードご利用代金引き落としの際、
お買い上げ金額が5％OFFになります。もちろんバーゲン時でも、バーゲン価格から、さらに
5％OFFでご利用いただけます。 ※一部除外店舗・除外品がございます。

10％OFFのチャンスもあり
年に数回、割引率が10％にアップするキャンペーンがあります。
さらにおトクなショッピングがお楽しみいただけます。

ビューサンクスポイントが貯まる
ルミネでのお買い物割引に加えて、ビューサンクスポイントが貯まります。

LUMINE CARD information

＜ルミネカードお問い合わせ先＞-------------------------------------------------------------------------------------
《ＶＩＥＷ》ルミネカード専用ダイヤル　TEL.03-6685-9000 9:00～21：00（年末年始を除く）
（株）ビューカード紛失・盗難デスク　 TEL.03-6685-4800 （24時間・年中無休）

定期券機能付ルミネカード
2016年3月1日よりルミネカードのデザインが変更となり、特典もさらに充実します。

ルミネ12店（大宮・北千住・池袋・有楽町・
新宿・ルミネエスト新宿・立川・横浜・
町田・荻窪・川越・ルミネマン渋谷）と
大船ルミネウィング、ニュウマンで
仮カード即日発行受付!


