
 

 

＜Press Release＞              2014年 8月 28日 

～ルミネ北千住 30周年・ルミネ町田 15周年～ 

ルミネ 2館で周年記念イベントを開催！ 
お得なサービスやトークショー、ワークショップなどが目白押し！ 

 
株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：新井良亮）では、「ルミネ北千住」が開業 30 周

年、「ルミネ町田」が開業 15 周年を迎えます。これを記念し、日頃のお客さまのご愛顧に感謝を込め、各館

で趣向をこらした周年記念イベントを開催いたします。  
 
「ルミネ北千住」では、「＆30th～つながる想い、つなげるストーリー～」をコンセプトに「虹」をモチーフに

した「HAPPY RAINBOW PROJECT」を 2015年 3月まで展開。月ごとに異なるテーマを定め、そのテーマに
沿ってイベント・キャンペーンを実施いたします。 
第一弾となる 9月は「Happy Rainbow Dining」と題し、「食」にまつわるキャンペーン・イベントを開催。館内

飲食ショップで平日17：30～19：00に注文をするとお得なサービスを受けられる「Happy Hour」を実施すると
ともに、9 月 20 日（土）・21 日（日）には、ルミネ北千住 10F 屋上にて、足立区による「話題のおいしい給食
教室&試食会」やグラスペイント、野菜の収穫などが楽しめるイベント、「Happy Rainbow Dining Party」を開
催いたします。 

 
「ルミネ町田」では、開業月である 9 月を中心に様々なイベントを展開いたします。館内各ショップで 15

周年を記念した限定商品やノベルティをご用意するほか、9 月 19 日（金）・9 月 20 日（土）に、館内各所で
サプライズいっぱいの「バースデーパーティナイト」を開催。9 月 20 日（日）には、雑誌を中心に活躍する読
者モデル・田中里奈さんと人気スタイリスト・永岡美夏さんによる「ファッション＆トークショー」も行います。ま
た、9 月 19 日（金）～21 日（日）の 3 日間限定で、「産地支援」「地域共生」「復興支援」を発信するルミネの
プロジェクト「KOKO LUMINE(ココルミネ)」と連動し、岩手県陸前高田市出身のアートディレクターが生み出
したキャラクター「まつぼっくりちゃん」の絵本パネル展やワークショップなども開催いたします。 
 
ルミネでは今後も、地域の皆さまとの繋がりを大切に、お客さまの日々の生活がより楽しく、豊かなものと

なるよう、様々な提案を行ってまいります。 
      
  
 
 
■30周年記念プロジェクト：「HAPPY RAINBOW PROJECT」 

2015 年 3 月までの約 7 ヶ月間にわたり、各月ごとにテーマを設け、そのテ

ーマに沿ってイベントやキャンペーンを展開。9 月は「Happy Rainbow 

Dining」、10月は「Happy Rainbow Halloween」を予定しています。 

 

※11 月以降のイベント・キャンペーンについては順次、ルミネ北千住公式

ホームページやプレスリリースなどでお知らせいたします。 

◇ルミネ北千住WEB： http://www.lumine.ne.jp/kitasenju/ 

 

 

 

30 周年企画第一弾：「Happy Rainbow Dining」       開催中～9 月 30 日（火）             
 
「食」をテーマに、館内飲食ショップでお得なキャンペーンを展開するとともに、9月 20日（土）・21日（日）に

は開放感溢れる屋上を使ってのイベントを実施いたします。 
 
★キャンペーン「Happy Hour」 

 開催日時：開催中～9月 30日（火） 

 開催内容：期間中、平日の 17：30～19：00に館内飲食ショップにてご注文をすると、お得なサービスが

受けられます。 
 

ルミネ北千住 イベント概要 



＜サービスの一例＞ 

ショップ名 フロア 内容 

サニーダイナー 8F 次回ご来店時に利用可能なドリンクチケットを、ご注文の杯数分プレゼント 

東京純豆腐 8Ｆ 110円トッピング 2品、ソフトドリンク 1杯、ミニチョレギサラダ 1皿、のいずれか

おひとつをサービス 

フォーハノイ 8Ｆ 海老と豚肉の生春巻き 1品、またはジュース 1杯（マンゴー、オレンジ、グレープ

の中から）をサービス 

ワイアードカフェ 8F セットドリンクが通常 190円のところ 100円（税別） 

紅虎餃子房 8F スノーアイスを 100円引きでご提供 

 

★屋上イベント「Happy Rainbow Dining Party」 

 開催日時：2014年 9月 20日（土）、21日（日）11：00～16：00 

 開催場所：ルミネ北千住 10F屋上 イベント会場 

 入 場 料：無料  

 

【開催内容】 

◇話題のおいしい給食教室＆試食会 

足立区によるブース出展。足立区の学校栄養士が、未就学児とそのファ

ミリー向けに、食育教室と試食会を開催。栄養満点の「給食」のおいしさ

を楽しく味わえます。 

 

 開催時間：11:15～/12:15～/13:15～/14:15～/15:15～ 

（各回 45分程度） 

 定 員：各回 20組  

※定員になり次第、締め切り 

 受 付：10:00～11:00…3F インフォメーションにて整理券を配布 

11:00～…屋上にて整理券を配布 

 対 象：小学校にあがる前の未就学児とそのご家族  

※対象外の方はお断りさせていただくことがございます。 

 メニュー：給食人気 No1 えびクリームライス、お好みのドレッシングで食べる給食サラダ 

 

◇屋上野菜収穫祭 

屋上菜園の新鮮な野菜や果物、ハーブを収穫することができます。また、あわせて、“ルミネが環境につい

て考えるプロジェクト”「choroko（チョロコ）」のパネル展示も実施いたします。 

 

◇グラスペイントのワークショップ 

ちょっとオシャレなグラスのペイント体験。Myオリジナルグラスを簡単に作れます。 

 参加費：1,200円（ルミネカードご提示のお客さまは 500円で参加可能） 

 

◇各ショップのブース出展 

ルミネ北千住館内の各ショップがブース出展いたします。各ショップのブースでは、試食やワークショップ、

特別販売などを実施いたします。 
 
＜出展ブースの一例＞ 

ユーズドセレクトショップショップの「ラグタグ」では、「お買い取り体験会」を実施。お持ちいただいたファッシ

ョンアイテム2点まで、バイヤーがその場ですぐに査定し、お支払いいたします。また、当日ご参加いただい

た方全員に、次回ラグタグでお使いいただける「お買い物 10％オフクーポン」と「お買い取り 10％アップク

ーポン」をプレゼント。 
 
 

30 周年企画第二弾：「Happy Rainbow Halloween」  10 月 1 日（水）～31 日（金）             
 
「Trick or Treat!」の一言で、ルミネ北千住 1Ｆ「Patisio」のオススメスイーツをプレゼントするキャンペーンを

開催。また、10月 11日（土）～10月 13日（月・祝）には、屋上にてジャック・オ・ランタン（かぼちゃ）のペイン

トなどが楽しめるイベントも実施予定です。 
 



 
 
 
「ルミネ町田」では、開業月である 9 月を中心に、10 月上旬までの間、

様々なイベント・キャンペーンを開催。お客さまとともに、記念すべき 15周

年を盛り上げます。 
 

「15th バースデー パーティナイト」 
   9 月 19 日（金）・20 日（土） 

 
開業 15 周年を記念し、嬉しいサプライズがいっぱいのパーティを開催。

ルミネ町田館内の様々な場所で、驚きと楽しさを味わっていただけます。 
 
 開催日時：2014年 9月 19日（金）・20日（土）17：00～（予定） 

 開催場所：ルミネ町田 館内各所 
 
 
◇ドリンクサービス ＜8Ｆ/18：00～なくなり次第終了＞ 

ドリンクを無料でサービスいたします。 
 
◇イケメンモデルと写真撮影！ ＜2Ｆエントランス/17：00～＞ 

イケメン外国人モデルと一緒に記念撮影ができます。 
 
このほか、ルミネカード会員のお客さま限定で、イケメン外国人モデルからのお花のプレゼントや、プチギフ

トのサービス（8F）なども実施予定です。 
 
 

「ファッション＆トークショー」                         9 月 20 日（土） 
 
読者モデル田中里奈さんと、人気スタイリスト永岡美夏さんによるファッション＆トークショーを開催。これか

らのお出かけに欠かせないスタイリング術などをお話いただきます。 
 
 開催日時：2014年 9月 20日（土）14：00～15：00（予定） 

 開催場所：2Ｆエントランス ロクシタン前特設ステージ 
 
※観覧の詳細については、今後、ルミネ町田公式ホームページにてお知らせいたします。 

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

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

「まつぼっくりちゃん」 絵本パネル展・ワークショップ・グッズ販売         
9月 19 日（金）～21日（日） 

 
3.11東日本大震災で被災した岩手県陸前高田市。 

家族の被災をきっかけに、アートディレクター大内裕史さんが立ち上げたプロジェク

ト「ありがとう りくぜんたかた」。このプロジェクトのキャラクター「まつぼっくりちゃん」

は、震災支援への感謝や震災の風化防止を目的に生まれました。 

ルミネ町田では、新聞等で話題となった絵本「まつぼっくりちゃん ありがとうをチカ

ラに」のパネル展を開催。また、まつぼっくりちゃんフィギュアへ好きな色を塗れるワ

ークショップやグッズも販売いたします。 

ルミネ町田 イベント概要 

＜田中里奈さん＞ 

ファッション誌で彼女を見ないことはないほどの人気モデル。コーディネイトセンスやヘアスタイルはカジ

ュアル系の女子から等身大のお手本として、常に読者が注目を集める存在。モデル活動だけでなく、そ

の感性を活かしたプロデュース力は流行に敏感な若者の注目を集め、アパレルブランドとの商品開発、

企業広告の出演など多方面で活躍中。 

 

＜永岡美夏さん＞ 

数多くの女性誌で活躍。タレントやセレブリティのスタイリングも手掛けるほか、CM や広告など活躍の幅

は広い。その可愛いスタイリングには多くの女性から高い支持を得る今注目の人気スタイリスト。 

 



当企画は、ルミネの「産地支援」「地域共生」「復興支援」を発信するプロジェクト「KOKO LUMINE」と連動し

開催されるとともに、昨年からルミネ町田が取り組んでいる「身近なところから始める被災地支援」活動の一

環でもあります。 
 
 開催日時：2014年 9月 19日（金）～21日（日） 

パネル展・グッズ販売 10:00～21:00  

ワークショップ 13:00～17:00（※土日のみ） 

 開催場所：ルミネ町田 2Ｆビームス前 特設ブース 

 

◇「まつぼっくりちゃん」絵本パネル展・グッズ販売 

3.11 の震災を題材にし、新聞等のメディアで話題になった「まつぼっくりちゃん」の絵本。パネル展では絵

本の絵を中心に、一本松やまつぼっくりちゃんオブジェ、タペストリー等、まつぼっくりちゃんの世界観を演

出いたします。陸前高田へメッセージを書いたり、資料を読めるコーナーも設置。現地のお土産として人気

のグッズや、ここでしか買えない限定コラボタオルも特別に販売いたします。 

※グッズの売上は義援金として、岩手県陸前高田市に全額寄付いたします。 

 

◇ワークショップ 

3D プリンターで作った「まつぼっくりちゃん」フィギュアに、好きな色を塗れるワークショップを開催。フィギュ

アは一体 300 円でご購入いただきます。水性ペンで簡単に塗れるので、小さなお子さまからご年配の方ま

で幅広い年齢層にご参加いただけます。 

 
 

15th スペシャルアイテムの販売         9 月 19 日（金）～なくなり次第終了 
 
ルミネ町田館内各ショップでは、15 周年を記念した限定商品やノベルティ、ラッキーバッグやスペシャルメ

ニューをご用意いたします。 

＜限定商品等の一例＞ 

ショップ名 フロア 内容 

スピック＆スパン 3F 「LAVENHAM」（37,000円～72,000円/税別）の先行受注会を実施。 

オデット エ オディール 

ユナイテッドアローズ 

2F ルミネ町田限定カラー（ネイビー）の「L&O スポーツ 2way バッグ」（9,200円/税別）を

発売。 

シップス 1F SHIPSのライフスタイルブラント「SHIPS DAYS」のポップアップショップを限定展開。 

※9/19～9/28開催予定 

カスタネ 5F 8,000円（税別）以上お買い上げの方に、防水スピーカーもしくはモバイルバッテリーど

ちらか 1つをプレゼント。※なくなり次第終了 

キャトル・セゾン 5F 限定商品「キャトル・セゾン プリントバッグ」（2,000円/税別）の販売、「ウォールマグ

ボトルアラポーズ」（1,400円/税別）の先行販売を実施。また、2,000円（税別）以上お

買い上げの方に、キャトル・セゾン オリジナルチャームをプレゼント。※なくなり次第

終了 

 

また、このほかにも、9 月 1日（月）～11日（木）の期間、館内 2 ヶ所に設置の端末にルミネカードや Suica、

PASMO などの IC カードをタッチすると、抽選でルミネ町田各ショップの賞品が当たる「15th タッチでゲッ

ト！」キャンペーンや、ルミネカードで 1レシート 5,000円（税込）以上お買い上げ頂いた方にショップで応募

券をプレゼントし、抽選で、ルミネ町田で 10万円お買い物し放題（ルミネ町田お買い物券）などの豪華賞品

が当たる「15ｔｈ プレミアム抽選会」を実施いたします。 

 

※10月 4日（土）、5日（日）には、ルミネ町田の屋上でエコに関連したイベント「Fun Fun Garden FESTA」

を開催予定です。 


