
  

＜Press Release＞              2014年 12月 2日 

～エルサが「Let It Go」を歌いながら駆け上がる氷の階段や氷の城も～ 

「アナと雪の女王」の名シーンをイメージした装飾がお出迎え！ 

インタラクティブイルミネーションがルミネ 3館でスタート 
各館でも趣向をこらしたクリスマスキャンペーンを開催！ 

 
 
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、全館共通のクリスマスキャン

ペーンとして、ディズニー映画「アナと雪の女王」をテーマにした『LUMINE CHRISTMAS WORLD OF 

ICE』を 12月 25日（木）まで開催いたしております。さらに、「ルミネ新宿」、「ルミネ有楽町」、「ルミネ横浜」

の 3 館では、メイン企画となる体験型イルミネーションをスタートしたほか、各館でクリスマス気分を盛り上げ

る様々な施策を実施いたします。 
 
「ルミネ新宿」、「ルミネ有楽町」、「ルミネ横浜」のインタラクティブイルミネーションでは、劇中キャラクター

「エルサ」の魔法の力をイメージコンセプトに作られた雪や氷の装飾が、人の動きにあわせて光り輝き、まる

で映画のワンシーンのような体験をお客さまにお楽しみいただけます。 
 
「ルミネ新宿」には、エルサが「Let It Go」を歌いながら氷で作られた階段を駆け上がっていく場面をイメ

ージし、制作された階段が登場。階段を通る動きにあわせて光が輝き、まるで自分が氷を作り出しているよ

うな体験を楽しめます。 

「ルミネ有楽町」では、エルサが氷の城の床に足を踏み下ろすとそこから氷と光が広がっていくという映画

のワンシーンになぞらえ、お客さまが足を踏み下ろすと足元から光が立ち上がっていき、ブース全体が光り

輝くという魔法体験ができます。 

「ルミネ横浜」のエントランスでは、お客さまが通るたびに装飾が輝き、触れたものを次々と凍らせていくエ

ルサの気分を味わえます。 
 
また、ルミネ各館でもそれぞれ、オリジナルの「アナと雪の女王」ポストカードのプレゼントや、映画の世界

に入り込んだような写真が撮れるフォトスポットの設置、昨年大好評を博した企画に新たなプロジェクション

マッピング演出を加えたイルミネーション、この時期にピッタリのワークショップの開催など、趣向を凝らした

クリスマスキャンペーンを実施いたします。 
 
ルミネでは、街中が華やかに飾り付けられ、クリスマスに向けてワクワクとした気分も高まるこの時期、お客

さまそれぞれに、より自分らしいクリスマスを楽しんでいただけるよう様々な提案を行ってまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<ルミネ新宿> (C) Disney 

<ルミネ有楽町> (C) Disney 

<ルミネ横浜> 
(C) Disney 



【ルミネ 1 引き換え】 

 

【ルミネ 2 引き換え】 

 

 
 

ルミネ新宿           
 
【開催期間】 開催中～12月 25日（木）  
【開催場所】 ルミネ 2 階段（JR新宿駅南口正面） 

 
＜装飾の仕掛け＞ 
劇中、エルサが「Let It Go」を歌いながら氷で作られた階段を駆け上がっていく場面をイメージして制作。
人感センサーを用いて、人の通過を検知し、階段を通るたびに、人の動きにあわせてLEDストリップライトが
組み込まれた装飾が光り輝き、ご来館いただいたお客さまの目を楽しませます。 
また、1日 4回（12：00、18：00、19：00、20：00）、サプライズタイムとして、松たか子さんの歌う「Let It Go」の
サビのフレーズにあわせ、階段全体が音にあわせて光り輝く特別な演出も実施しています。 
 

ルミネ有楽町           
 

【開催期間】 開催中～12月 25日（木） 
【開催場所】 1Ｆ 屋外イベントスペース ルミネパサージュ 

 
＜装飾の仕掛け＞ 
エルサが魔法で生み出した氷の城をイメージしたステージが登場。ステージにはセンサーが設置され、劇
中のエルサのように床に足を踏み下ろすと、LED ストリップライトがブース全体を巻き込みながら光りだすと
いう、映画のシーンに似た体験ができます。 
 

ルミネ横浜           
 

【開催期間】 開催中～12月 25日（木） 
【開催場所】 B1エントランス、コンコース 

 
＜装飾の仕掛け＞ 
「アナと雪の女王」の世界観で、触れたものを次々と凍らせていくエルサの力をイメージコンセプトにエントラ
ンスを演出。エントランスに設置された人感センサーで、人の往来を検知し、人が通るたび、LED ストリップ
ライトが仕込まれた氷の装飾が光り輝きます。 

 

 

 

 
 

ルミネ新宿           
 
■ルミネ新宿オリジナル「アナと雪の女王」ポストカードプレゼント！ 
【開催期間】 開催中～12月 25日（木） 
【開催内容】 ルミネ新宿で 1 レシート 10,000 円以上（税

込）お買い上げのお客さまに先着で、オリジ
ナルの「アナと雪の女王」ポストカードを 1枚
プレゼント。ルミネ1、ルミネ2、それぞれ引き
換え場所によって、ポストカードのデザイン
が変わります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<ポストカード> 

(C) Disney 

各館の企画概要 

体験型イルミネーション 



<ショッパーイメージ> 

(C) Disney 

<フォトブースイメージ> 
(C) Disney 

<インタラクティブディスプレイイメージ> 

(C) Disney 

ルミネ有楽町           
 

■LUMINE Snow Magic 
【開催日時】 12月 23日（火・祝） 16：30～/17：30～/18：30～ 
   12月 24日（水） 17：00～/18：00～/19：00～ ※各回 15分程度 
【開催場所】 1Ｆ 屋外イベントスペース ルミネパサージュ付近 
【開催内容】 舞い降りる雪にクリスマス気分が盛り上がる、夢のような時間をお届けいたします。 

※本物の雪ではございません。 
※悪天候の場合には予告なく中止となる場合がございます。 

 

■インタラクティブディスプレイを実施 
【開催期間】 12月 1日（月）～12月 25日（木） 
【開催場所】 １Fルミネパサージュ ウィンドウディスプレイ 
【開催内容】 「アナと雪の女王」の世界を表現したウィンドウ。ガラス面中央に

手をかざすと、ディスプレイ内イルミネーションが連動して光り
輝くインタラクティブディスプレイを実施いたします。 

 

 

■スペシャルラッピングサービス 
【開催期間】 12月 19日（金）～12月 21日（日） 
【開催場所】 ルミネ１ １F 「マルティニーク ル コント」横 階段前 
【開催内容】 期間中、対象ショップでお買い上げレシート合計 10,000 円以上（税

込）をお持ちの先着 800 名様に、ここでしか手に入らないルミネ有楽
町オリジナルの「アナと雪の女王」ショッパーによるラッピングサービス
を実施。 
★対象ショップ：ファッション・雑貨・コスメショップ（飲食・食品ショップ、
一部サービスショップは除く） 

 
 
 

ルミネ横浜           
 

■西口ルミネにフォトブースが登場！ 
【開催期間】 開催中～12月 25日（木） 
【開催内容】 西口ルミネのエントランスに、エルサと一緒に写真が撮れるス

ペシャルフォトブースがお目見えします。 
 
 
■「アナと雪の女王」グッズを揃えたショップが期間限定 OPEN！ 
【開催期間】 開催中～12月 25日（木） 

【開催内容】 キャラクターグッズを扱うショップ「ラビオ」が、「アナと雪の女王」

やディズニープリンセスのグッズを中心に取り揃え、期間限定

ショップとして 1F 催事スペースにオープン。お気に入りのアイ

テムをセレクトして、ご自宅でも映画の世界観をお楽しみいた

だけます。 

 

■クリスマス スパークリングナイト by the イケメンモデル 

【開催日時】 12月 6日（土）、7日（日）、13日（土）、14日（日） 各日 17:00～20:00（予定） 
【開催内容】 タキシードを着た外国人モデルが、7F レストランフロアでスパークリングワインの無料提供サ

ービスを実施。スパークリングワインで乾杯した後はレストランの各ショップで素敵なディナーを
お楽しみください。 
※スパークリングワインはお一人様 1杯まで。無くなり次第終了となります。 
※ノンアルコールもご用意しています。 

 
 
 
 



<プロジェクションマッピングツリーイメージ> 

<8F イケレスガーデン イメージ> 

ルミネエスト新宿 

 

■ルミネエスト Xmas コレクション特設WEBページ「LUMINE EST Frozen Christmas」を開設！ 

【開催期間】 12月 1日（月）～12月 25日（木） 
【開催内容】 ルミネエスト新宿のショップがおすすめする

2014 クリスマスギフトとアイテムを、レディース
編・メンズ編、それぞれ一覧にしてWEBにてご
紹介いたします。また、レストラン・カフェでご用
意しているクリスマスの期間限定メニューもあ
わせてご覧いただけます。気になったアイテム
は Facebook、Twitter ですぐに友達とシェアで
きます。 

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

       

■「LUMINE EST×ViVi」各ショップのオススメアウターを特集 

【開催期間】 開催中～12月 21日（日） 

【開催内容】 講談社「ViVi」と連動し、この冬使えるアウターを多数紹介。お客さまが、自分へのクリスマス

プレゼントとして新しいアウターを探す、そのきっかけづくりとなるよう、様々なアウターの着こな

しを提案します。館内リーフレットやポスター、ウィンドウやデジタルサイネージにて展開いたし

ます。 

 

 

ルミネ池袋 

 

■For the Best Christmas LUMINE IKEBUKURO 

☆LUMINE CHRISTMAS「プロジェクション マッピングツリー」 

◇開催日時：12月 20日（土）～12月 25日（木） 

各日 17：00～20：30 

（15分ごとに放映。最終回 20：30～） 

◇開催場所：8Ｆイケレスガーデン（レストランフロア中庭）内 

※荒天の場合、中止とさせていただく場合がございま

す。 

◇開催内容：ツリーに美しい映像が映し出されます。クリスマスの

幻想的なひとときをお楽しみください。 

 

☆クリスマスイルミネーション 

◇開催期間：開催中～2015年 2月 28日（土）  

各日 16：00～23：00 

◇開催場所：8Ｆイケレスガーデン（レストランフロア中庭）内、 

 1F ルミネパサージュ 

◇開催内容：昨年大好評だった 8Ｆイケレスガーデンのクリスマ

スイルミネーションが今年も登場。また、10月 15日

（水）に１Ｆメトロポリタン通りにオープンした「ルミネ

パサージュ」も、クリスマスイルミネーションでライト

アップしています。 

 

☆レストラン・カフェからクリスマスプレゼント 

◇開催期間：12月 24日（水）、25日（木） 各日 11：00～12：00、17：00～18：00  

◇開催場所：ルミネ池袋内レストラン・カフェ 各ショップ  

◇開催内容：レストラン・カフェをご利用の方に、サンタクロースに扮したショップスタッフより、先着でクリスマ

スのプチプレゼントをお渡しいたします。各ショップでは、クリスマスの限定メニューも取り揃え

ています。 

※プチプレゼントは、各日無くなり次第終了となります。 

※詳細は各ショップへお問い合わせください。 

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


☆エンジョイスタンプラリー ～お買い物やお食事を 3回楽しんで、おトクをＧＥＴ！～ 

◇開催期間：開催中～12月 25日（木） 

◇開催内容：期間中に、ショッピング（ファッション・雑貨・サービス）のご利用で 1スタンプ、レストラン・カフェ

のご利用で 1 スタンプ、ショッピングまたはレストラン・カフェのいずれかご利用で 1 スタンプ、

計 3 スタンプ揃うと、スタンプカードがそのまま「500円分のクーポン」として使えます。 

★対象ショップ：B1～10Fの各ショップ（スクール・クリニック・旅行・金融除く） 

★クーポン使用可能期間：2015年 1月 6日（火）まで 

※500 円分のクーポンは、次回以降ルミネ池袋で 1 レシート 3,000 円以上（税込）ご利用の際

に 1枚お使いいただけます。 
 
 

ルミネ荻窪 

 

■「ウィンターワンダーランド」 

☆クリスマススクラッチチャンス！ 

◇開催期間：12月 5日（金）～12月 25日（木） 

◇開催内容：1 レシート 3,000 円以上（税込）お買い上げの方にスクラッチカードを 1 枚プレゼント。スクラッ

チを削ると、もれなくHOTもしくはCOOLな賞品（雪遊びが楽しめる「かまくら祭り」1泊 2日旅

行や、ランチ付き日帰り温泉旅行、ゴディバのアイスクリームやオーガニックスムージーなど）

が当たります。 

 

☆クリスマスケーキ早期予約キャンペーン 

◇開催期間：開催中～12月 14日（日）  

◇開催内容：期間中、1 点 3,000 円以上（税込）のクリスマスケーキをご予約時に、代金を全額お支払いい

ただいたお客さまにもれなく「ルミネ荻窪お買物券 300円分」をプレゼント！ 

★引換期限：12月 21日（日）まで 

★クーポン使用可能期限：2015年 1月 31日（土）まで 

 

☆サンタがルミネにやってくる！ 

◇開催日時：12月 23日（火・祝） 11：00、14：00、16：00 

◇開催内容：サンタクロースがルミネ荻窪に登場し、館内各フロアを練り歩くほか、一緒に写真が撮れる撮

影会も行います。サンタに出会えたラッキーな方は、サンタからのミニプレゼントがもらえます。 

 

☆ウィンターイルミネーション 

◇開催期間：開催中～2015年 1月 31日（土） 17：00～23：00 

◇開催場所：2F入口ペデストリアンデッキ 

◇開催内容：幻想的なイルミネーションが煌き、ロマンチックな冬を演出いたします。また、記念に写真撮影

していただけるフォトスポットもご用意いたします。 

 
 

ルミネ大宮 

 

■クリスマス フードチケット 

【開催期間】 開催中～12月 19日（金） 

【開催内容】 期間中、ルミネ大宮の対象の食品ショップで、クリスマスケーキを予約されたお客さまに、先

着でフードチケット（300円分）をプレゼントいたします。 

★フードチケット使用可能期間：12月 22日（月）まで 

★使用可能ショップ：ルミネ 1の食品 24ショップ、ルミネ 2の食品 26ショップ 

※チケットは、各食品ショップにて、１回のお買い物が 1,500 円以上（税込）の際にご利用いた

だけます。 

 

■クリスマス フォトスポット 

【開催期間】 開催中～12月 25日（木） 

【開催場所】 ルミネ 2 3F 「ナチュラルビューティーベーシック」前 



<フォトスポットイメージ> 

(C) Disney 

【開催内容】 「アナと雪の女王」の世界を表現したパネルを背景に、アナ・エルサ・オラフと並んで撮影する

ことができます。フォトスポットや、ルミネ 2 2F「デミルクスビームス」横のディスプレイには、一

部をタッチするとイルミネーションがキラキラと光るインタラクティブな仕掛けもあります。 
 
 

大船ルミネウィング 

 

■フォトスポット 

【開催期間】 開催中～12月 25日（木） 

【開催場所】 4Ｆ 「エンハーブ」前 

【開催内容】 等身大の「アナと雪の女王」の主人公たちと一緒に撮影できる

フォトスポットが登場します。 

 

■スクラッチキャンペーン 

【開催期間】 開催中～12月 25日（木） 

【開催内容】 期間中、館内のショップで 1レシート 3,000円以上（税込）お買い上げのお客さまにスクラッチ

カードを 1枚プレゼント。削って当たりが出たら、エステ、マッサージなどの選べる体験ギフトや

お買い物券をプレゼントいたします。 

 

■ワークショップ 

☆「スノードームづくり」 

◇開催日時：12月 6日（土） 13:00～18:00 ※所要時間 30分～ 

◇開催場所：4Ｆ 「ザ・ボディショップ」前  

◇受付：当日 12:30 より会場にて受付、先着 50名様 

◇料金：2,000円（税込）、ルミネカード会員 1,000円（税込） 

◇開催内容：スノードーム協会認定の講師のもと、オリジナルのスノードーム作りが楽しめます。 

 

☆クリスマスを彩る「キャンドルづくり」 

◇開催日時：12月 20日（土） 13:00～18:00 ※所要時間 30分～ 

◇開催場所：4Ｆ 「ザ・ボディショップ」前  

◇受付：当日 12:30 より会場にて受付、先着 50名様 

◇料金：1,000円（税込） 

◇開催内容：クリスマスツリーの形をしたカラフルなキャンドル作り。お子さまから大人まで楽しんでいただけ

ます。 

 

■ゴスペルライブ 

【開催日】 12月 23日（火・祝） 

【開催場所・時間】 ①6Ｆ/13：00～13：20 ②3Ｆ/14：00～14：20 ③5Ｆ/15：00～15：20  

④4Ｆ/16：00～16：20 

【開催内容】 外国人コーラスグループが、「アナと雪の女王」をはじめ、ディズニーソングを中心としたライ

ブを行います。 
 
 

ルミネ町田 

 

■LUMINE MACHIDA CHRISTMAS 2014 

☆LUMINE CHRISTMAS STREET 

クリスマスにピッタリなワークショップを開催するほか、クリスマスが待ち遠しくなるような商品を揃えた POP 

UP SHOPが並びます。 

 

①ワークショップ「バスボム作り」 

◇開催日時：12月 20日（土）、21日（日） 13：00～15：00、15：30～18：00 

※混雑時にはお待ちいただく場合がございます。 

※無くなり次第終了となります。 



<東京 HACK > 

<バスボムイメージ> 

◇開催場所：2F 「ビームス」前 

◇参加費：500円（税込） 

◇開催内容：クリスマスカラーのハーブとアロマを使ったオリジナルのバス

ボム作りが楽しめます。使うとバスボムの中からクリスマスモチ

ーフの人形が現れます。 

 

②ワークショップ「クリスマスカード作り」 

◇開催日時：12月 20日（土）、21日（日） 13：00～無くなり次第終了 

◇開催場所：2F 「ビームス」前 

◇参加条件：ルミネ町田の各ショップでお買い上げの方限定 

◇開催内容：カードを土に埋めると花が咲く、数種類の花の種をすき込んだ再生紙・「シードペーパー」に、

クリスマスメッセージを書き込み、オリジナルのクリスマスカードを作れます。 

 

※ほかにも、館内各ショップでワークショップの開催を予定しています。 

 

☆館内パフォーマンス 

◇開催日時：12月 20日（土）、21日（日） 12：00～18：00 

◇開催内容：真っ白な見た目の「彫刻人間」パフォーマンスを行うグルー

プ「東京 HACK」による館内パフォーマンスを開催するほか、

2F インフォメーション前にはフォトスポットを設置。「東京

HACK」を見つけて一緒に写真を撮ることができます。 

 

■MACHIDA CHRISTMAS WALK 

【開催日】12月 13日（土） 

【申し込み】 ◇事前申し込み：12月 11日（木）締切 

 ※町田市観光コンベンション協会 HP（http://www.machida-guide.or.jp/event_schedule/）に

て受付。定員になり次第終了となります。 

◇当日申し込み：12月 13日（土）16：00～ ルミネ町田 2F正面口にて受付。 

※定員になり次第終了となります。 

【参加施設】 ルミネ町田、小田急百貨店町田店、町田東急ツインズ、町田モディ、町田マルイ、ミーナ町田、

町田ジョルナ、109MACHIDA、ぽっぽ町田 

【参加費】   500円（税込） 

【開催内容】 スタンプカードを持って町田市内の 9ヶ所のスポットを回ると、それぞれでクリスマスプレゼント

がもらえます。さらに、プレゼントスポット横のキーワードを全て揃えてゴールのぽっぽ町田に

持っていくと、抽選でテーマパークのペアチケットが当たります。 
 
 

ルミネ北千住 

 

■クリスマスケーキ早期予約キャンペーン 

【開催期間】 開催中～12月 14日（日） 

【開催場所】 1Fスイーツフロア 

【開催内容】 期間中、1F スイーツフロア Patisio でクリスマスケーキを予約いただいたお客さまに、次回以

降のお買い物の際に、1F スイーツフロア Patisio でお使いいただけるお買い物券（500 円分）

をプレゼントいたします。 

★お買い物券使用可能期間：2015年 3月 31日（火）まで 

 

■Happy Rainbow Christmas 

☆ワークショップ 

ルミネ北千住で当日お買い上げのレシートをご提示いただくと、クリスマスを盛り上げるワークショップにご

参加いただけます。 

 

①フェルトボールで作るレインボーコースター 

◇開催日時：12月 20日（土） 11：00～16：00 ※最終受付 15：30 



<ポストカード> 

(C) Disney 

<「隠れオラフ」イメージ> 
(C)Disney 

◇開催場所：6F 「ABCマート」前 イベントスペース 

◇定員：先着 80名様 

◇開催内容：レインボーカラーのカラフルなフェルトボールを組み合わせて、見た目も温かなコースターを

作ります。 

 

②オリジナルカードを作ろう！ 

◇開催日時：12月 21日（日） 11：00～16：00 ※最終受付 15：30 

◇開催場所：6F 「ABCマート」前 イベントスペース 

◇定員：先着 80名様 

◇開催内容：大切な人に贈るギフトカードを作ります。カラフルなカラー用紙やシールを使いながら、オリジ

ナルのカードを完成させます。 

 

☆クリスマス JAZZ ライブ 

◇開催日時：12月 21日（日）、23日（火・祝） 両日 14：00～/16：00～ 

◇開催場所：8F 「やきもんやソテー」脇 エレベーターホール 

◇開催内容：お子さまから大人まで一緒に楽しめる JAZZ コンサート。迫力ある JAZZ の調べをお楽しみい

ただけます。 
 
 

ルミネマン渋谷           
 

■ルミネマン渋谷オリジナル・お買い物券付きの「アナ雪」ポストカードをプレゼント！ 

【開催期間】 12月 1日（月）～12月 25日（木） 

【開催内容】 期間中、ルミネマン渋谷館内のショップ、カフェにて 8,000 円以上（税込）

のお買い物をして頂くと、その場で 500 円分のルミネマン渋谷のお買い

物券が付いた「アナ雪」オリジナルポストカードをプレゼントいたします。 

★対象ショップ：ルミネマン渋谷 全 16ショップ  

★お買い物券使用可能期間：2015年 3月 31日（火）まで 

※ 1レシートあたりの購入金額に応じてのプレゼントとなり、レシート合算
によるお引換は致しかねます。 
 

 

 
 
■「LUMINE CHRISTMAS WORLD OF ICE」 

 開催期間： 開催中～12月 25日（木） 

 開催場所： ルミネ 14館（※ルミネ ザ・キッチン品川を除くルミネ全館） 

 「アナと雪の女王」をテーマとした館内装飾 

 インタラクティブイルミネーション…ルミネ新宿・ルミネ有楽町・ルミネ横浜の 3館 

 「隠れオラフを探してね！」キャンペーン 

 

＜「隠れオラフを探してね！」キャンペーン＞ 

劇中に登場する、夏に憧れる不思議な雪だるま「オラフ」。 

ルミネ館内の様々な場所に隠れた「オラフ」を見つけてその写真を投稿し、ルミネ各

館の公式 Twitter アカウントをフォローすると、抽選で、このキャンペーンのためだけ

にデザインされた、ディズニー監修の「アナと雪の女王」オリジナルグッズなど素敵

な賞品が 100名様に当たるキャンペーンを開催しています。 

◇キャンペーンサイト：http://cp.lumine.ne.jp/ch/ 

 
 

全館共通企画 


