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掲載商品が品切れの際はご容赦ください。 ※写真はイメージです。

夏季の氷 〈5個入〉

1,600円（税抜）
かき氷人気のお味で揃えた
彩り豊かな常温保存できる
シャーベット。【限定100個 ※
なくなり次第終了】

ワビサ1F

4種のミックスフレーバーボトル 〈180g〉

1,250円（税抜）
4種の味が一度に楽しめるミックスボトル。
お手土産にもぜひ。

バター ポップコーン1F

夏祭り詰合せ 〈金魚すくい3入×1、
清涼ながし×3、西瓜ゼリー×3〉

3,000円（税抜）
夏の風情をとじ込めた3種類の涼菓の
詰合せです。

日本橋屋長兵衛1F

夏きらり 〈24袋入〉

3,000円（税抜）
色 な々お味をお楽しみいただける夏
限定のえびせんべいの詰合せです。

海老御菓子處 桂新堂1F

果実ピュアゼリー6入 S

4,740円（税抜）
フルーツピューレや果汁を使用
し味と食感にこだわりました。

フルーツ クチュール
タカノ

1F

リンツ ムース オ ショコラ ミルク／ダーク 〈1個〉

556円（税抜）
ふんわり軽やかなおいしさの季節限定ひんやり
ショコラデザート。

リンツ ショコラ カフェ1F

フェーヴミックスプチ（おつまめ） 〈10個入〉

1,556円（税抜）
栄養豊富な豆を美味しく、手軽に。
おつまみにぴったりの5種詰合せ。

フェーヴ1F

カドー・ド・ソレイユM

3,410円（税抜）
国産フルーツ入りのジュレとソルベ、焼菓子を
楽しめるアソート。

ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー1F

上生菓子 〈6ヶ入〉

1,690円（税抜）
贈って喜ばれる和菓子の代表
格で清涼感を表現。（単品あり）

菓子處 立川伊勢屋1F

宇治抹茶のロールケーキ～黒糖ジュレ入り～ 
〈１本、または１カット〉

1,500円（税抜）
黒糖風味のジュレを宇治抹茶スポンジとクリーム
で巻きあげました。【限定1日3本】

フロ プレステージュ1F

saison de gelee
 〈260g〉

450円（税抜）
旬の果物をふんだんに使
い季節薫る爽やかなゼ
リーに仕上げました。
※仕入状況により、上のフ
ルーツが変わる場合がござ
います。

マロニエ1F

和楽涼菓撰詰合せ S 〈8個〉

1,945円（税抜）
こだわりの素材で作ったのど越しの良い涼菓と和ラスク
の詰合せ。　※写真はイメージです。

和楽紅屋1F

紅茶の贈りもの TEA&Jug 〈紅茶4g×8p、
紅茶2g×2p、ミニジャグ400ml〉

2,000円（税抜）
鮮度抜群でジューシーな香りの水出し紅茶と
専用ジャグを可愛い箱に詰めて。

カレルチャペック紅茶店1F

コートクール1F

プラチナギフト 〈東京ブラウニー10本、
アールグレーブラウニー10本〉

2,900円（税抜）
定番商品「東京ブラウニー」が入った、
人気のギフトセット。

コロコロワッフル キューブ4個セット 〈50g×4個〉

1,180円（税抜）
さくさく食感のワッフル。ころんとかわいいキューブを
セットに。

ワッフル・ケーキの店
R.L（エール・エル）

1F

※複数ショップで税込3,000円以上お買い上げの場合は、対象外です。　※一部対象外ショップ、商品、サービスがございます。　※1個口30万円以下のお買い上げ商品とさせていただきます。

ルミネで1ショップ税込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。
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
縦・横・高さの3辺合計が
160cm以内、重さ25kg以内

クール便
プラス200円（税抜）
3辺合計が120cm以内、重さ15kg以内

ルミネ無料配送サービス
3,000円以上の
お買い上げで

対象エリア内

無料配送

ゼリーセット 〈6個入〉

2,800円（税抜）
治一郎が厳選した清水白桃ゼリーと瀬戸内
レモンゼリー。夏ぴったりの詰合せです。

治一郎1F

クッキー詰合せ 〈40枚入〉

3,350円（税抜）
常温でお日持ちする、冷やしても美味しいチーズのクッ
キーです。

東京ミルクチーズ工場1F

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
※一部営業時間の異なる店舗がございます。

5%OFF
即日発行
受付中！！

お中元・手みやげも



フルーツくずきり 〈12個入〉

3,000円（税抜）
果汁ゼリーとくずきりが入ったつるっと爽やかなデザー
ト。

東京 凮月堂1F

サマーロイヤルタイム 
〈20個入（プリンソース含む）／
1,535g〉

3,000円（税抜）
ゼリー、プリン、シャーベットなど、
夏の人気商品が楽しめます。

モロゾフ1F

SUMMER GIFT A 〈1個〉

3,469円（税抜）
夏限定の可愛いゼリーと当店人気の焼菓子の
バラエティ豊かなギフト。

ドルチェフェリーチェ1F

オープストオアーゼ 〈10個入〉

3,000円（税抜）
とろける食感のゼリーに豊潤な果実を入れま
した。

ユーハイム1F

夏の6スープセット 〈180g×6個〉

3,287円（税抜）
夏こそ冷たいスープの贈り物。定番人気のスー
プと冷たいスープを組み合わせました。体だけで
なく見た目にも涼しさを感じて頂けるセットです。

スープ ストック トーキョー1F

クラウディア　赤・白 （箱入り）〈750ml×2〉

3,360円（税抜）
『家飲みワイングランプリ』No.1に輝いた人気の赤
白セット。

ヴィノスやまざきB1

アイスギフトセット 〈9個入〉

5,000円（税抜）
チョコレートのまろやかな口どけと深い味わい
のアイスギフトです。　※写真はイメージです。
内容が異なることがございます。

ゴディバ1F

アローママスクメロン静岡 〈1玉〉

4,000円（税抜）
芳醇な香りとジューシーな果肉が特徴。贈り物
に喜ばれます。

九州屋B1

2017サクラアワード　ダイアモ
ンドトロフィー受賞ワインセット
〈750ml×２本〉

4,500円（税抜）
出品4212本から44本のみ選ば
れたダイアモンドトロフィーを受賞
した2品の詰め合わせ。

成城石井1F

desica　ポルボローネセット 〈和三
盆ポルボローネ×4、宇治抹茶のポ
ルボローネ×2〉

3,200円（税抜）
口の中でほろほろ崩れる繊細な生地の
クッキー。やさしい甘さの和三盆糖と京
都産宇治抹茶、2種のセットです。

成城石井1F

オリジナルシャンパーニュ紅白セット 
〈750ml×２本〉

10,000円（税抜）
フランス星付きレストランの巨匠〝ミッ
シェル・ローラン〟がセレクションした、
グランクリュ（特級畑）の葡萄をふんだ
んに使ったシャンパーニュの2本セット。

成城石井1F

仁 木々　夏越しの涼菓詰合せ 〈1セット〉

3,700円（税抜）
さらりとした口どけの水羊羹と3種の水菓子の詰合せ
です。

むしやしない処 仁々木1F

夏楽 〈9個入〉

3,000円（税抜）
水羊羹に抹茶葛のデザート、さわやかな柑橘ゼリーなど
の詰合せ。

銀座あけぼの1F

夏  花色しおん 〈28袋入〉

3,000円（税抜）
夏を思わせる涼しげなパッケージでひと包みで7つのお
いしさが楽しめます。

中央軒煎餅1F

涼菓詰合せ 〈19個入〉

3,120円（税抜）
和風のゼリーと水羊羹のセットです。
冷やしてお召し上がりください。

和菓子 紀の国屋1F

桐箱入 特撰五三カステラ 
〈1本10切入〉

3,000円（税抜）
国産小麦を使用し卵黄を増やし
て焼いたコクのあるカステラです。

文明堂1F

和水菓 〈12個入〉

3,000円（税抜）
あんみつ、黒糖わらび餅などを詰合わせた和
風ギフトセットです。

新宿 中村屋1F

コーヒーゼリーギフトセット  
〈2種類各3個入〉

3,079円（税抜）
ブラジル・エルサルバドル
の2種類の産地のお味をご
用意しました。

やなか珈琲店　　 B1

涼 〈フィルターインボトル300ml、
和染缶入濃煎茶70g、のり茶漬5袋入〉

3,500円（税抜）
冷茶でスッキリ。のり茶漬もサラサラと。
夏を楽しめるギフト。

老舗大佐和B1

静岡菊川産新茶特むし製法
〈100g×2〉

3,100円（税抜）
静岡県菊川産のやぶ北茶葉を
特むし製法で仕上げた濃厚な
新茶です。

菊川園B1

久世福商店 ごはんのお供ギフト 

3,300円（税抜）
人気のだしとご飯のお供の詰め合
わせです。【限定48個】

久世福商店B1

七糯子・夏（ななこ・なつ） 〈18袋入〉

3,000円（税抜）
味や食感の違う7種類のおかきを1袋に。夏限
定のさわやかな詰合せ。

赤坂柿山1F

季節をたのしむミルフィユ  レモンミント・
ブラッドオレンジヴァニラ 〈16個入〉

3,000円（税抜）
季節限定の爽やかな夏におすすめの味わい、パイ生地
とクリームが織りなす美味しさをお楽しみください。

マルシェ フランセ1F


