
  

＜Press Release＞              2015年 11月 12日 

ルミネのクリスマスキャンペーン情報 Vol.2 

『LUMINE LIGHT ME CHRISTMAS 
～わたしが輝く、ルミネのクリスマス』 

ルミネ全館にて、イルミネーションやワークショップ、 

トリックアート、限定商品の展開などの企画を開催 
 

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）は、
『LUMINE LIGHT ME CHRISTMAS～わたしが輝く、ルミネのクリスマス』と題したクリ
スマスキャンペーンを、2015年 11月 17日（火）～12月 25日（金）まで全館にて開催
し、各館でクリスマス気分を盛り上げる様々な施策を展開します。 

ルミネ新宿では、期間限定で屋上にてドリンクサービスを実施します。11 月は解禁
されたばかりのボジョレーヌーボーを、12 月はクリスマスにぴったりなあたたかいドリン
クを無料でご提供します。 

ルミネ池袋では、ミラーボールを使った降雪演出や、お客さまの動きに合わせて雪
が舞うデジタルインタラクティブな装飾などを行うほか、ルミネの環境推進プロジェクト
“choroko（チョロコ）”の活動の一環で、節電のために館の消灯を行う「ライトダウンクリ
スマス」を実施します。 

ルミネ横浜では、スノードームの設置や、クリスマスギフトのワークショップな
ど様々な企画を開催します。さらに 12 月 19 日（土）・23 日（水・祝）の 2 日間
限定で絵本の人気キャラクター「はらぺこあおむし」が来館します。 

その他、ルミネ北千住では屋上イルミネーションやトリックアートの展示、ル
ミネ町田では、人気イラストレーター「WALNUT」さんとのコラボ企画、ルミネ
荻窪では、クリスマスをテーマとしたワークショップの開催、ルミネ立川では、フ
ラワーアーティストによるクリスマスブーケをイメージしたアートアクアリウムの
展示、大船ルミネウィングでは、ハンドベル演奏会の実施など、クリスマスらし
い魅力的な企画を多数行います。 

 
※「ルミネ新宿」「ルミネ有楽町」「ルミネ横浜」3 館では、クリスマスキャンペーンの一
環として、デザインとテクノロジーが融合したインタラクティブなスノードームの設置も行
います。詳細は下記プレスリリースをご参照ください。 
 
http://www.lumine.ne.jp/newsrelease/pdf/release_151105.pdf 
 
 

 
 

ルミネ新宿          
 

★ルミネ新宿では、ルミネ 1の屋上に「SNOWDOME TOWN～わたしが輝く世界が広がるスノードーム」と称して、
巨大スノードームを設置します（開催期間：2015年 11月 18日（水）～12月 25日（金））。スノードームが輝く
屋上や館内で様々な企画を行います。 

 
■「SNOWDOME TOWN オープニングイベント」 
 開催期間： 

2015年 11月 20日（金）〜11月 23日（月・祝） 
17:00～21：00 

※数量限定・なくなり次第終了 

※雨天中止 

 開催場所： 
ルミネ新宿 ルミネ 1 屋上 エルテラス 

 

各館の企画概要 

＜メインビジュアル＞ 

＜ルミネ池袋ライトダウンクリスマスイメージ

＞ 

＜ルミネ横浜ワークショップイメージ＞ 



 企画内容： 
ルミネ 1 の屋上で解禁されたばかりのサントリーのボジョレーヌーボー「ジョルジュ デュブッフ ボジョレーヌ
ーボー」を無料で 1杯プレゼントします。ワインとともに、ライトアップされたスノードームをお楽しみください。 

 

■「クリスマス Special Week」 
 開催期間： 

2015年 12月 18日（金）〜12月 25日（金） 
17:00～21：00 

※数量限定・なくなり次第終了 

※雨天中止 

 開催場所： 
ルミネ新宿 ルミネ 1 屋上 エルテラス 

 企画内容： 
スノードームやイルミネーションを楽しむお供として、あたたかいドリンクを無料で1杯プレゼントします。ドリンクで
あたたまりながら、ゆっくりとスノードームをご鑑賞ください。 

 
※その他、ルミネ新宿ではルミネ 2 2Fアクアガール前にスノードーム型の特設ディスプレイを設置し、お客さ
まのクリスマス気分を盛り上げるほか、赤いアイテムを身につけて、2人以上でルミネ新宿内レストランの対象
メニューをご予約・ご注文されたお客さまにノベルティをプレゼントする「ドレスコード女子会」も開催します。
（ノベルティはなくなり次第、終了） 
 
ルミネ池袋 
 
■「スノードームマジック」 
 開催期間： 

2015年 11月 17日（火）～12月 25日（金） 
 開催場所： 
 ルミネ池袋 B1 パークサイド EVホール 

 企画内容： 

ウィンドウ正面スペースでミラーボールを使った降雪演出を実施しま

す。また、ショーウィンドウの前をお客さまが通ると雪が舞うデジタル

インタラクティブな装飾もご用意。お客さまのクリスマス気分を盛り上

げます。 
 

■「ライトダウンクリスマス」 
 開催期間： 

2015年 12月 23日（水・祝）~12月 25日（金） 
17:00～23:00 

 開催場所： 
 ルミネ池袋 8F レストランフロア 

 企画内容： 

ルミネ環境推進プロジェクト"choroko（チョロコ）"活動の一環。館の

照明を一部消灯することで、節電を行いながら、クリスマスらしいロマ

ンティックな雰囲気を演出します。 
 
ルミネ横浜 
 

★ルミネ横浜では「いつ来ても、誰と来ても楽しいクリスマス」をテーマに、ほっこりファンタジーな世界を体感い
ただける様々な企画を展開します。 
 

■「はらぺこあおむしがやってくる！」 
 開催日時： 

2015年 12月 19日（土）・12月 23日（水・祝） 
各日 11:00～、15:00～、18:00～ 

 開催場所： 
ルミネ横浜 6F 有隣堂イベントスペース 

 企画内容： 

お子さまに人気の絵本「はらぺこあおむし」が来館。ギフトにぴったりな絵本

フェアも開催します。 

 



■「ワークショップ」 
(1)手づくりアクセサリーブランド「貴和製作所」によるパールやスノードームのアクセサリー作り 
 開催日時： 

2015年 11月 27日（金）〜11月 29日（日）、 
2015年 12月 19日（土）・12月 20日（日）・12月 23日（水・祝） 
各日 13：00～18：00 

 開催場所： 
ルミネ横浜 6F 貴和製作所  
※11月 27日（金）に 5Fから移転リニューアルします。 

 
(2)お菓子コーディネーター謝琳さんによるアイシングクッキーのスノードームづくり 
 開催日時： 

2015年 12月 12日（土）・12月 13日（日）、 
各日 14:00～17：00 

 開催場所： 
ルミネ横浜 7F レストランフロア 特設スペース 

 価格： 
500円（税込） 

 
 
 
 

※その他、「SNOWDOME STREET～わたしが輝く瞬間に出会えるスノードーム」と称して、B1 コンコース シ
ョーウィンドウにて、スノードームの設置も行います（開催期間：2015年 11月 20日（金）〜12月 25日（金））。ま
た、平日夕方限定で、ルミネ横浜でお買い物をされたお客さまに先着で人気コスメショップからプチクリスマス
プレゼントを贈る企画など、クリスマスにちなんだ催事も多数展開予定です。 

 

ルミネ北千住 
 

★ルミネ北千住では「WORLD CHRISTMAS CARNIVAL」をテーマに、様々な企画を展開します。 
 

■「屋上イルミネーション＆巨大スノードーム」 
 開催期間： 

2015年 12月 19日（土）～12月 25日（金）  

17:00～21:00 

※入場無料 

 開催場所： 
ルミネ北千住 10F 屋上 

 企画内容： 
期間中は特別に夜の屋上を開放。幻想的なイルミネーションと、巨大

スノードーム内での記念撮影をお楽しみいただけます。 

 
 
■「クリスマス トリックアート」 
 開催期間： 

2015年 12月 1日（火）～12月 25日（金）  

 開催場所： 
ルミネ北千住 8F やきもんやソテー横 エレベーターホール 

 企画内容： 
館内フォトスポットとして、クリスマスモチーフのトリックアートを設置。自由に

ご撮影いただけます。 
 
■「サンタクロース グリーティング」 
 開催日： 

2015年 12月 23日（水・祝）  

 開催場所： 
ルミネ北千住 館内 

 企画内容： 
サンタクロースがルミネ北千住にやってきます。 

サンタさんに会えたら、良いことがあるかも。サンタさんとの撮影会も実施します。 

 

 



■「クリスマス抽選会」 
 開催期間： 

2015年 12月 19日（土）～12月 25日（金） 
10:00～20:30 

 開催場所： 
ルミネ北千住 7F ゾフ横イベントスペース 

 企画内容： 
期間中、ルミネ北千住店内で 1 レシート税込 5,000 円以上お買上げのお客さまを対象に素敵なクリス
マスプレゼントが当たる抽選会を開催します。 

 
※その他、ルミネ北千住ではクリスマスワークショップや、世界のクリスマスを紹介するリーフレット・ポストカ
ード・館内装飾の展開を予定しています。また、クリスマスケーキ早期予約キャンペーンも 12 月 13 日（日）
まで開催中です。 

 
ルミネ町田 

★ルミネ町田では、人気イラストレーター“WALNUT（ウォルナット）”さんとのコラボ企画を多数展開します。 
 
■「スノードームワークショップ」 
 開催日時： 

2015年 12月 5日（土）・12月 6日（日） 
11:00～17:00 

※先着 50名さま 

※所要時間 約 30分 

 開催場所： 
ルミネ町田 2F BEAMS前 

 参加費： 
2,000円（税込） ※ルミネカード会員は 1,000円（税込） 
 

 企画内容： 
お好きなパーツやシールを組み合わせて、自分だけのオリジナルスノードームをお作りいただけます。 

 
■「フォトフォワード」 
 設置日： 

2015年 12月 12日（土）・12月 13日（日） 
 設置場所： 

ルミネ町田 2F エレベーターホール 

 企画内容： 
お客さまのスマートフォンで撮影した写真をタグ付けしてSNSにアップすると、専用端末に画像が反映
され、その場でプリントすることができる端末をご用意します。写真下部には“WALNUT”さんのオリジ
ナルイラストが入ります。 

 
■「CHRISTMAS BOOK 2015」 
 配布期間： 

2015年 11月 25日（水）～12月 25日（金） 
 配布場所： 

ルミネ町田 館内リーフレットラック 

 企画内容： 
クリスマスの準備BOOKとして、オーナメントやデコレーショングッズ、プレゼン
ト交換に使える値段別ギフト、自分へのごほうび、大切な人へのプレゼント、
パーティーシーンなど、“WALNUT”さんのイラストと共に提案します。 
 

＜“WALNUT”さんプロフィール＞ 

フリーランスイラストレーター。 

東京都在住。89年生まれ。木村カエラ 10周年記念 LIVEグッズのイラストを手
掛けるほか、ノルウェー・南アフリカ・スペインなど世界各国のミュージシャンのグ
ッズデザインを担当。また、MARC BY MARC JACOBSやCOACHといったファ
ッションブランドの eventにイラストが起用されるなどジャンルを問わず幅広く活
動中。初のアートブック「WALNUT ART BOOK」が双葉社より発売中。 

 



 

ルミネ荻窪 
 
■「ウィンターイルミネーション」 
 開催期間： 

2015年 11月 17日（火）～2016年 1月 31日（日） 
 開催場所： 

ルミネ荻窪 2Ｆ ペデストリアンデッキ 

 企画内容： 
冬季限定でライトアップ！きらきら輝く光の演出をお楽しみください。 
 

■「クリスマスワークショップ」 
(1)水引の学びと冬を楽しむリースづくり 
 開催日時： 

2015年 11月 25日（水） 19：00～ 

2015年 12月 13日（日） 14：00～ 

 開催場所： 
ルミネ荻窪 7F ルミネサロン 

 参加費： 
1,500円（税込） ※ルミネカード会員は 1,000円（税込） 

 企画内容： 
水引をアレンジした小物づくりや、7Fグリーンテラスの植物を使用したリースづくりを行います。 
 

(2)スノードームづくり 
 開催日時： 

2015年 12月 5日（土） 
11：00～15：15 

 開催場所： 
ルミネ荻窪 5F 上りエスカレーター前 

 参加費： 
500円（税込） 

 企画内容： 
お好きなアイテムを選んだり、お絵かきをしてオリジナルのスノードームをおつくりいただけます。 
 

(3)ツリー形オーナメントのクリスマスカードをつくろう 
 開催日時： 

2015年 12月 5日（土）・12月 6日（日）  

11：00～18：00 

 開催場所： 
ルミネ荻窪 5F 中央イベントスペース 

 参加費： 
300円（税込） 

 企画内容： 
マスキングテープ、スタンプなどを使って、ひもつきで飾れるツリー形のクリスマスカードをつくります。 

(4)北欧のクリスマスオーナメント「ヒンメリ」をつくろう 
 開催日時： 

2015年 12月 12日（土）・12月 13日（日） 
11:00～、14：00～ 

 開催場所： 
ルミネ荻窪 5F 中央イベントスペース 

 参加費： 
かんたんヒンメリ 500円（税込）、大人のヒンメリ 1,500円（税込） 

 企画内容： 
ペーパーストローや欧州の麦わらを使って形をつくり、ビーズで装飾してクリスマスオーナメントをつくり
ます。 

 

※その他、ルミネ荻窪ではクリスマスライブやクリスマスマーケットを開催するほか、12月23日（水・祝）にはサ
ンタクロースによるキャンディプレゼントや撮影会も行います。また、12月 1日（火）から、レストランでパーテ
ィーメニューを提供するほか、デザート盛り合わせやシャンパンサービスなど女性限定メニューや特典を多
数ご用意します。 

 



 
ルミネ立川 
 
■「クリスマスアクアリウム」 
 開催期間： 

2015年 11月 20日（金）～12月 6日（日） 
 開催場所： 

ルミネ立川 3F・4F・5F 

 企画内容： 
フラワーアーティストによるクリスマスブーケをイメージしたアート
アクアリウムがファッションフロアに登場します。まるで水族館の中
でショッピングするような時間をお楽しみいただけます。 

 
■「地域の目利きが選ぶ自分ギフト展」 
 開催期間： 

2015年 11月 20日（金）～12月 6日（日） 
※ギフトマーケット開催日時： 
2015年 11月 21日（土）・22日（日）・23日（月・祝）・28日（土）・29日（日）・12月 5日（土）・6日（日） 
各日 10:00～18:00 ※12月 6日（日）のみ 21:00まで 

 開催場所： 
ルミネ立川 7F ゾフ前 

 企画内容： 
クリエイターや料理家、音楽家など、立川エリアで暮らす目利き 12人が自
分に贈る“自分ギフト”をテーマにセレクトしたアイテムを展示します。また
週末には、インテリアショップやカフェなど複数の店舗からなる「DAILIES

（デイリーズ）」によるギフトマーケットも開催します。 
 
※上記 2点の企画は、2015年 11月 20日（金）～12月 6日（日）の期間、立川駅周辺の大型商業施
設が一体となり立川の街を盛り上げるプロジェクト「立川ファッションウィーク」との連動企画です。 

■「クリスマスケーキ＆オードブル 2015 早期ご予約キャンペーン」 
 開催期間： 

2015年 11月 1日（日）～11月 30日（月） 
 開催場所： 

ルミネ立川 1F/B1 食品フロア「ザ・キッチン ルミネ立川」 
 企画内容： 

期間中、キャンペーン対象ショップでクリスマスケーキ・オードブルを早期にご予約
いただくと、アドベントツリーなどのクリスマスを待つ時間がもっと楽しくなるグッズが
当たるスクラッチキャンペーンを展開します。 
※税込 2,000円（合算不可）以上のクリスマスケーキ・オードブルが対象となります。 
※対象ショップはお問い合わせください。 

 
大船ルミネウィング 
 
■「クリスマスケーキ早期予約キャンペーン」 
 開催期間： 

2015年 11月 19日（木）～12月 13日（日） 
 開催場所： 

大船ルミネウィング 3F スイーツ小町 

 企画内容： 
期間中、スイーツ小町にて 3,000円以上（税込）のクリスマスケーキをご予約の方に、スイーツ小町で使
える期間限定 500円クーポンを差し上げます。（※予約は精算済みの場合に限ります。） 

 

■「ハンドベル演奏会」 
 開催日： 

2015年 12月 23日（水・祝） 
 開催場所： 

大船ルミネウィング 3Ｆ 正面入り口脇 4Ｆエンハーブ前 5Ｆ連絡通路 

 



 

 企画内容： 
ハンドベルユニット『White Bell』による演奏です。クリスマスムードたっぷり 

のハンドベルの音色をお楽しみください。 

 
■「ワークショップ」 
 開催日： 

2015年 12月 12日（土）・13日（日）・19日（土）・20日（日） 
 開催場所： 

大船ルミネウィング 4Ｆ エンハーブ前 6Ｆ 無印良品前 

 企画内容： 
スノードーム、ボンボラライトによるオリジナルイルミネーショ
ン、無印良品のヘクセンハウスなどを手作りいただけるワ
ークショップを開催します。 

 

■「土日＆祝日＆クリスマス 抽選会」 
 開催日： 

2015年 12月 5日（土）・6日（日）・12日（土）・13日（日）・19日（土）・20日（日）・23日（水・祝）・ 
24日（木）・25日（金） 

 開催場所： 

大船ルミネウィング 6Ｆ 無印良品前 

 企画内容： 

日頃のご愛顧に感謝を込めて、素敵なプレゼントが当たる抽選会を土・日・祝・クリスマス限定で行います。 

 

ルミネ有楽町 
 
■「SNOWDOME MANSION～輝くわたしに変身できるスノードーム」 
 開催期間： 

2015年 11月 20日（金）〜12月 25日（金） 10:00～23：00 

 開催場所： 
ルミネ有楽町 ルミネパサージュ ショーウィンドウ 

 企画内容： 
ショーウィンドウの中に佇むスノードームの中には、暇そうなメイド達の
シルエットが。ウィンドウ内部に収められたカメラでお客さまが撮影をす
ると、マンションにご主人さま（＝お客さま）が登場！メイドたちが大慌て
で支度をしてくれます。完成したその姿は・・・。音楽やアニメーションと
共に、コミカルな演出で「輝くわたし」に変身する体験をお楽しみいただ
けます。 

 


