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各ショップでは限定アイテムやノベルティ、
POP UP SHOPなど、
今しか手に入らないグッズを取り揃えています。
ここではその一部をご紹介。
どうぞお見逃しなく！
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ウィークエンドティップス
オッシュマンズ

6F ［レディス・メンズファッション］

春夏のステキなオフスタイルにおすすめ
の人気ブランド グラミチのPOP UP
SHOPを期間限定で開催いたします。
期間中、
グラミチ商品をお買い上げのお
客さまにノベルティをプレゼントいたし
ます。
ノベルティはなくなり次第終了と
させていただきます。

ドット アンド ストライプス チャイルドウーマン
3F ［レディスファッション］

綿麻素材で爽やかなストライプ柄が春夏にぴったりのブラ
ウスです。麻がもつハリ感やドライなタッチを肌で感じて頂
けます。限定15枚で販売いたします。8,900円
（税抜）
☎042-512-5708

ルージュ・ヴィフ ラクレ
3F ［レディスファッション］

イタリアで生まれたデザインTシャツブランド、
Happiness。
最新の流行やニュースからインスパイアされたデザイン
から、
ルミネ限定の2型展開。各6,500円（税抜）
☎042-527-8578

☎042-548-1106
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スピック アンド スパン

ナノ・ユニバース

2F ［レディスファッション］

3F ［レディス・メンズファッション］

デニムブランドRED CARDのデニ
ムをお買い上げのお客さまに「RED
CARDとコラボネイル」をプレゼント
いたします。

“オン・オフ問わず1年を通して楽しめるリゾート
気分の服”をコンセプトにしたロンドンブランド。
リゾート感がありながらもリアルライフでも対応
できるフォークロアタッチのアイテムに注目。

☎042-523-6671

☎042-512-9238

and more...!!!
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キレイのチャンス！うきうきの春気分をアップするコスメ&ビューティーイベントを開催します。

大人気！
グレープフルーツ
ボディスムーザー体験会

キールズ

4月

16日（土） 新肌クレンズ美容液
17日（日） サンプリングイベント

4/16（土）
・4/17（日） 12：00〜19：00

4/23（土）
・4/24（日） 13：00〜17：00

1988年初代ボディスムーザーの発売以来、愛さ
れ続けクチコミサイト
「@コスメ」
でも殿堂入りとい
う偉業を成し遂げたロングセラー商品がグレープ
フルーツの香りで新発売。
イベント会場にてボディ
スムーザーを体験された方にプレゼント引き換え
券を差し上げます。

肌のくすみやザラつきの原因である老廃物を排出
する効果のある
「キヌア殻」から抽出したエキス配
合のキールズ新「肌クレンズ」美容液の約2回分の
サンプルをプレゼント。 ※なくなり次第終了

4月

23日（土）
24日（日）

キールズ

3F ［コスメティック］ ☎042-527-5608

ハウス オブ ローゼ

7F ［コスメティック］ ☎042-521-0851

開催場所

7F 西側下りエスカレーター前
イベントスペース

その他、店内開催イベントも！

7F
八王子方面
（西）

4月
23日（土）

自分だけのオリジナルエコbagを作ろう♪
4/23（土） 営業時間中

3,000円（税込）以上お買い上げのお客さまを対象
にミツロウクレヨンを使用したオリジナルエコbag
作りを開催いたします。
［有料 80円〜150円（税込）］
※お一人様1回のみ

Here！

4月

頭皮診断体験会

4/7（木）〜4/13（水） 営業時間中

柔らかな陽射しから、照りつける陽気の夏へと移り
変わりのシーズン。季節の変わり目に髪や頭皮のお
手入れを見直してみませんか？頭皮専用スコープ
を使用した本格的なカウンセリングで、
お客様一人
一人にピッタリのお手入れ方法をご提案します。
お
気軽にお立ち寄りください。

コスメキッチン

ジョンマスターオーガニック セレクト

3F ［コスメティック］ ☎042-512-7881

3F ［コスメティック］ ☎042-595-9880

ルミネ立川店
〒190-0012 東京都立川市曙町2-1-1

http://www.lumine.ne.jp/

TEL.042-527-1411（代）

0120-639-007（10：00〜18：00）
ルミネお客様電話相談室
営業時間 ショッピング／10：00〜21：００ 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。

7日（木）〜
13日（水）

4/7 THU. 5/18 WED.

きのうまでのベーシックに、
じぶんらしさをプラスしよう。

EVENT

オシャレごころをぬりかえて、
今年らしくたのしもう。
あたらしいファッションとたのしいイベント満載のルミネで、

愛さんの作品の世界を楽しもう！
河野

SPECIAL SHOP

（グラフィック社・刊）著者
「ぬりえ画集 ふしぎな星」
河野愛さんとコラボレーションした今だけの限定企画です。

選りすぐりのアイテムを取り揃え、2F エントランスに登場します。

4/20

2F
西側
アイウエアーフェア

REGALO POP UP SHOP

新生活、新しいことを始めたい！
自分だけのトクベツな1枚で始める春

ニューブランド TRIPLE POINT の
アイウエアーを展開!
Ray-Ban 立川店限定商品も登場！

レザーBAGブランド“REGALO”
IENA立川店限定モアバリエーション

クリスチャンロスのデザインを手がけたブランドTRIPLE
POINT。医療器具にも使用される堅牢で軽量な素材で今季
おすすめブランド。アイウエ
アーとジャーナルスタンダー
ドのウエアーを夏らしいライ
ンナップで展開致します。
ま
た、Ray-Ban 立川店限定商
品も展開致します。

ライチ

3F ［レディスファッション］
☎042-527-8130

4F

2F
東側

“Juana de Arco” Special carnival 7days

アルゼンチン発のヨガ・ルーム
ウェアブランド“Juana de Arco”。
大人気のカラフルな定番ウェア・
ヨガウェアに加え、少しレアな
インテリアグッズを一部取り揃
え、春からの新生活が華やぐアイ
テムもご用意しております。

WED.

2F
西側

THU.

4/7

WED.

4/20

THU.

WED.

THU.

4/14

ORIGINAL MENU
オリジナルパンケーキが登場！
いろとりどりのソースからお好みのソースを選び
ご注文いただいたお客さまには、
オリジナルパンケーキに仕上げよう！
河野愛デザイン オリジナル
旬のストロベリー・ラズベリー・ブ
ルーベリー・ブラックベリーをふ
ポストカードをプレゼント！
んだんに使用したパンケーキ。
い
※なくなり次第終了

2F ［レディスファッション］
☎042-548-1150

オリジナルコラボ商品
FASHION CARNIVAL をイメージした
ルミネ立川店限定 河野愛デザイン
オリジナルエコバッグを販売!

PRESENT!!

※なくなり次第終了

先着
100個

河野愛さんご本人登場！
大人のぬりえを実践できる
ワークショップ開催!

5/3（火・祝） ①15:30〜 ②16:45〜

ご参加条件：
ルミネのアプリ
「ONE LUMINE」
の画面提示で
ご参加頂けます。

オリジナルエコバッグ
500円
（税抜）

定員：各回20名さま予定
※事前予約の受付はございません。
各回いずれも、14:30〜店頭にて整理券を配布いたします。

THU.

THU.

2F
西側

2F

東側

ADAM ET ROPEʼ POP UP SHOP

スポーツサンダル & wakami POP UP SHOP

ルミネ立川限定 ANITA BILARDI
カラフルバッグを展開

注目のスポーツサンダルと
大人気アクセサリーのPOP UP SHOP

Made In Italyにこだわったバッグづくりに定評のあるブ
ランド、
「ANITA BILARDI（アニタ ビラルディ）」。
コー
ディネートのワンポイントになるカラフルなラメトート
バッグを、
ルミネ立川店にて展開します。
アダム エ ロぺ
の新作と共に、
ぜひご覧ください。

今年もトレンド最注目な昨年より大人気のスポーツサン
ダル。TEVAをはじめとした各ブランドの型を圧倒的ライ
ンアップいたしました。
また、雑誌をはじめ、海外セレブご
用達のwakamiのアクセサリーも同時展開。
ブレスレッ
ト、
アンクレットで夏のオシャレを演出して下さい。

アダム エ ロペ

フリークス ストア

3F ［レディスファッション］ ☎042-540-7825

お気に入りのコーディネートへの投票で、
豪華プレゼントが当たるチャンス！
！
これを目印に
館内をチェック

対象のショップで1レシート5,000円
（税込）
以上
投票対象マークのついた
ファッションショップのコーディネートから
お気に入りを2つ選んで投票！

MON.

FRI.

5/23

2F
西側
「TRICOT T」POP UP SHOP

HAPPY OUTSIDE

コールマンとのコラボアイテム登場！！
サマーシーズンに向け、
フェスやアウトドア、外
遊びにぴったりなアイテムやスタイルを提案す
る
「HAPPY OUTSIDE BEAMS」。世界的なイ
ラストレーターである花井祐介氏デザインによ
るコールマンとのコラボレーションアイテムが
登場します！

定番ニットTシャツ「TRICOT T」
立川店限定でウィメンズサイズも揃えた
POP UP SHOP
TOMORROWLANDのニットブランド
「TRICOT」
の夏
の定番アイテムのニットTシャツ。立川店限定で女性サ
イズもご用意致しました。
カラフルな配色にトラディショ
ナルなパターン使い。
ドライタッチでウォッシャブルな
為、夏に最適です。
この機会に定番の仲間入りをしてみ
てはいかがでしょうか？

ビームス

2F ［レディス・メンズファッション］
☎042-548-1071
［レディース］／042-548-1070［メンズ］

開催場所

ルミネ立川店 2F エントランスで開催！

トゥモローランド

2F ［レディス・メンズファッション］ ☎042-548-5071

COORDINATE

1名様

2F
東側

投票対象ショップ

ファッションショップ

応募用紙配布ショップ

物販ショップ

（飲食、食品、
ビューティー・リラクゼーション、
その他サービス 除く）

応募締切

応募BOX設置場所

（水）

2F インフォメーション横

5.18

LUMINEの屋上で
あそんでまなんで街とつながる
『あおぞらガーデン』
は、地域とのつながりをテーマに2012年に
ルミネ立川の30周年記念イベントとしてスタートいたしました。5
年目となる本年も、解放感溢れる屋上庭園で、
カフェやマルシェ、
参加型ワークショップなど、地域で活躍するクリエイターやショッ
プとコラボレーションしたイベントを多数実施します。

C ON T E S T

9F H.I.S. ルミネ立川 本店より

旅行券10万円分

スペシャルヘアケアセット
（5,000円相当）

Highest International Standards

10名様

5名様

3F ジョンマスター
オーガニック セレクト

お買い上げで応募用紙をGet！

6F ［レディス・メンズファッション］ ☎042-521-0063

5/6

ヴィレッジヴァンガード

4種のベリーパンケーキ
(選べる2種類のソース付）
1,556円
（税抜）

イエナ

5/5

6F

ろとりどりのソースをお好みで
トッピングしてお楽しみ下さい。

5/18
（水）
まで

3F ［レディス・メンズファッション］
☎042-548-5191
［レディース］／042-548-5190［メンズ］

1984年1月千葉県生まれ。2008年からフリーのイラストレーターとして、雑誌、広
告、映像、WEB、CDジャケットなど幅広いアートワークに携わっている。一部挙げ
るとソラリアプラザ、URBAN RESEARCH、Panasonic、Bunkamura、講談社、
KADOKAWA、
ワコール、Serph、ほぼ日、その他多数。細密画をベースに形や大
きさや色、固定観念にとらわれず共存しあう空間を描きます。
HP http://aikohno.com/
Twitter @aikohno
Instagram ＠aikohno

ジェイ・エス・パンケーキカフェ

オリジナルメニュー & ノベルティプレゼント

様々なシーンで活用して頂け
るレザーBAG、
素材とデザイン
にこだわったmade in JAPAN
ブランド。今回IENA立川店に
て通 常 取り扱いのないデザ
インを展開いたします。

イラストレーター 河野愛 Ai Kohno

期間中、河野愛さんの作品が展示されるコラボカフェ

ジャーナルスタンダード

4/21

START！

C r e a tor’s Profile

ルミネ立川×大人のぬりえ

人気ショップの期間限定ブース！

4/13

（木）

期間中、
イベントや特別企画が続々ラインナップ！
！

じぶんいろベーシック、
きっと見つかる。

4/7

4/7

50名様

ルミネ商品券
500円分

特別賞

著者 サイン入り

『ぬりえ画集 ふしぎな星』
河野愛
（グラフィック社・刊）

※当選者の発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。
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5/7（土）・8（日）
11:00-17：00

N

※雨天一部中止

〈開催場所〉屋上庭園コトリエ
FOOD／MARKET／LIVE／
WORKSHOP／STAMPRALLYほか
※イベントの詳細は、後日ルミネ立川館内で
配布するリーフレット等でお知らせいたします

