
＜News Release＞                                           2016年 2月 16日 

～ルミネ横浜で、お客さま感謝イベント～ 

「ルミネ横浜 THANKS DAY」を 2 月 20 日(土)開催！ 

約１５０のショップで特別なイベント、サービスなどを 1日限定で実施 

 

 

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）が

運営するルミネ横浜（神奈川県横浜市）は、お客さまへの感謝の気持ちを

こめて、2016年 2月 20日（土）に 1日限りのイベント「ルミネ横浜 

THANKS DAY」を開催します。 

 

昨年に引き続き、より多くのお客さまに感謝の気持ちを伝えるために、

ご招待のお客さまに限らず、ご来店いただいたみなさまにお楽しみいた

だけるイベント内容にいたしました。 

 

当日は、「IKKOスペシャルトークショー」や「NHK人気キャラクター 

『どーもくん』来店イベント」など約150のショップで特別なイベント、サービ

スを実施するほか、ルミネの文化発信・支援プロジェクト「KOKO LUMINE」や

環境活動プロジェクト「choroko」が提案するワークショップ、気軽に体験し

ていただけるビューティブースなど、ルミネ横浜を楽しんでいただけるス

ペシャルなコンテンツを多数ご用意しております。 

 

 

 

 
 
 
 イベント名称： 「ルミネ横浜 THANKS DAY」 

 開催期間：  2016年 2月 20日（土） 

 開催場所： ルミネ横浜 

 特設ページ： www.lumine.ne.jp/yokohama/thanksday/ 

 

 

  シャンパンサービス 

ご来場の方にシャンパンを 1杯プレゼントします。 

【時間】 17：00～ なくなり次第終了 

【場所】 7F 特設会場 

 

  IKKO スペシャルトークショー 

６F有隣堂プレゼンツ 「IKKO」の運気がアガる！スペシャルトークショー 

【時間】     開場 17：00、開演 17：30～（1時間半程度） 

【場所】     4Fルミネスクエア 

【参加条件】 6F有隣堂にて「IKKOのちょっと開運」のサイン本をお買い上げのお客さまに 

整理券を配布します。 

 

開催概要 

＜メインビジュアル＞ 

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


 NHK人気キャラクター「どーもくん」来店イベント 

世界中で大人気の「どーもくん」が来店。また、12：30からは外務省公認「カワイイ大使」木村優さんが、どーもくんと

のコラボグッズ発売を記念して一緒に登場。揃って写真撮影会を開催します。 

【時間】11：00、12：30（※）、16：00 

【場所】4Fスクエア、4Fヴィレッジヴァンガード、 

6Fヴィレッジヴァンガードダイナー 

【内容】・ 4Fスクエア特設会場で「どーもくん」の写真撮影会を開催。             

・ 4Fヴィレッジヴァンガードでは「どーもくん」グッズを販売。 

    ・ 6Fヴィレッジヴァンガードダイナーが「DOMO Diner」に変身。     

特別メニューを提供します。 

    ・ 「どーもくん」グッズを購入し、更に「DOMO Diner」でお食事 

されたお客さまに特製どーもくんマスクをプレゼント！ 

（お渡しは 4Fヴィレッジヴァンガードにて） 

※ 12：30の回には外務省公認「カワイイ大使」木村優さんが登場。2

月 18 日～20 日 13：00 までに木村優さんとどーもくんのコラボ商

品「Kawaii どーもくん designed by 木村優」をお買上げのお客さ

ま先着 40名に撮影会の整理券を配布します。 

 

 ビューティ体験ブース 

人気コスメ・ビューティショップによる気軽に体験いただけるブースを展開。 

【時間】 イセタンミラー メイク＆コスメティクス 「ワンポイントメイクアドバイス」        12：00～14：00 

アトリエはるか               「つけまつ毛簡単つけ方レッスン」   14：00～16：00 

グランラフィネ               「手のひらから肘までのオイルトリートメント」16：00～17：00 

ネイルステーション            「ネイルのプチケア」                17：00～19：00 

フットバランス               「フットプリントによる足のお悩み無料相談」13：00～15：00 

【場所】 1F特設会場 ※フットバランスのみ 5F特設会場 

【参加費】 500円（税込） ※イセタンミラー・フットバランスブースは無料 

 

 WORK SHOP 

■『choroko』 AEAJ認定アロマテラピーインストラクターがレクチャーする、アロマを楽しめる「サシェ」作り 

【時間】   13：00～17：00 

【場所】 7F AGIO前 

【参加費】 無料 

 

■『KOKO LUMINE』箱根の伝統工芸品、寄木細工を職人さんがレクチャーする「寄木細工のしおり」作り 

【時間】   13：00～17：00 

【場所】   7F AGIO前 

【参加費】 無料 

 

■スタンプで作る！好きな形のスタンプを組み合わせてオリジナルコースター作り 

【時間】 13：00～17：00 

【場所】  7F やさい家めい横 

【参加費】 無料 

＜木村優さん＞ 

＜DOMO Diner＞ 

©NHK・TYO 



■6F貴和製作所 UV レジンのステンドグラス風リーフレックレス作り 

【時間】   13：00～18：00 

【場所】   6F 貴和製作所 

【参加費】  1回 1,800円（税込） 

 

■2F emmi Special Beauty Yoga 教室 

【時間】    ①11：00～12：30 ②13：30～15：00 

【場所】    4F ルミネスクエア 

【参加費】   無料 

【参加方法】 事前予約制。2月 6日（土）10：00 よりお電話にて予約を開始します。 

【内容】  スポーツ＆ヘルシーコンシェルジュストアがコンセプトの「emmi」が簡単にできるヨガを 

レクチャー。当日ご参加の方にスムージーミックス 1回分と新作カタログをプレゼント。 

 

 SHOP EVENT（抜粋） 

 

 ▼AMERICAN RAG CIE 

  「ROTTWEILER」のディレクションを手掛ける人気スタイリスト宮島尊弘氏を迎え、 

スペシャルな POP UP EVENTを開催。 

 

 ▼JOURNAL STANDARD（メンズ） 

  「Suicoke」別注サンダル 2 タイプの横浜店限定先行受注会を開催。 

 

 ▼ROSE BUD 

  「OUTDOOR」コラボ BAGの限定カラーを先行販売。 

 

 ▼BEAMS（メンズ） 

  「BRIEFING」の新作コヨーテブラウンのレッドラインが初お披露目。 

さらに、同色のバリティスティックナイロンを使用した別注アイテムも販売。 

 

 ▼UNITED ARROWS 

   「United LOVE project 2016」のアイテムを発売中。 

 

 ▼BEAUTY & YOUTH 

   「BEDWIN」の別注アイテムを先行販売。当日はメンズ担当バイヤーが来店。 

税込 5,000円以上お買上で招待状ご提示の方にスペシャルボールペンをプレゼント。  

 

▼Spick & Span 

   大人気のオリジナルスタッズキャンバストートを横浜店限定販売。 

 

▼Demi-Luxe BEAMS 

   「La COUSETTE」の BAG をカラーモアバリエーションでご紹介。 

 

 ▼URBAN RESEARCH 

   入荷前のコートをいち早くご試着いただけます。 

さらに当日税込 16,000円以上お買上の方にノベルティをプレゼント。 

 

 



 ▼STUDIOUS 

  新作をフルラインナップご用意。当日お買い上げの方に「WRAPINKNOT」と   

「STUDIOUS」の限定ノベルティをプレゼント。 

 

 ▼GALLARDAGALANTE 

  デニムをお買い上げの方にアクセサリーをプレゼント。 

 

 ▼ADAM ET ROPÉ 

  腕時計をバリエーション豊富にご紹介。また、「トーガ」の先行販売を実施。 

 

 ▼Le Dome ÉDIFICE 

  パリに佇む、遊びゴコロのある着崩しを楽しむファッション

グルマンの店「L’ECHOPPE」の POP UP SHOPを開催。 

  

 ▼ACE Shoes 

   「VANS」を税込 10,000円以上お買い上げの方に非売品のブラン    

ケットをプレゼント。さらに「VANS YOKOHAMA Tシャツ」を 

限定販売。 

  

 ▼SHEL’TTER 

   SLY限定のワンピースや春アウターの先行販売＆ノベルティキャンペーンを開催。 

 

 ▼liflattie ships 

   「オニールオブダブリン」のオーダー会を開催。税込 5,000円以上 

お買い上げの方にお菓子プレゼント。 

 

 ▼有隣堂 

  「PILOT」筆記用具対象商品を当日お買上で無料名入れサービス実施。    

12：00～18：00限定。 

 

 

大抽選会 
 

豪華景品が当たる抽選会を実施 

【時間】10：00～21：00 

【場所】1F吹き抜けスペース  

【内容】招待状のご提示で豪華景品が当たる抽選会を実施 

【景品（一部）】 

・人気ショップのルミネストゴールドが当選されたお客さまに合った 5 万円分のトータル

コーディネート選び、プレゼント 

（アダムエロペ、シップスディセントルーム、ナノ・ユニバース、ビームス 各 1名） 

・レストランのルミネストが特別にプロデュースしたディナーコースチケット 

（石塀小路豆ちゃ、アジオ、オッティモシーフードガーデン、つばめグリル 各 5名） 

・人気コスメショップのプチコスメ 

・ブランジェ浅野屋のブルーベリーパイ    他 

     

 

 

 



【choroko とは】 

”choroko（チョロコ）”は、ルミネのスタッフ一人ひとりが環境について考え、 

行動するために、2011 年に立ち上げた、ルミネの環境推進プロジェクト。 

「choroko」とはスワヒリ語で”緑豆”という意味。 

ルミネの環境への取り組みが芽吹き、ぐんぐん育つことを願って名づけました。 

ショップスタッフやお客さまと共に、環境や社会によいライフスタイルを考えていくためのきっかけづくりを目指して、

環境フリーペーパーの発刊やイベント開催などの活動を行っています。 

 

【KOKOLUMINE とは】 

「KOKO LUMNE」とは、「産地支援」「地域共生」「復興支援」をテーマとした、日本のものづく
りの大切さやその背景を伝え、発信することを目的とした全館共通の文化発信・支援プロジェ
クトのことです。ルミネ全体の取り組みとして、物販・食品催事、ワークショップ、イベント、展示
等の開催により、日本のものづくりの技術やクオリティを社会に広め、文化継承に努めて参りま
す。ルミネでは、地域のポテンシャルを高め、文化の創造に繋げることを目的に、今後も日本
の「ものづくり」の支援・企画発信を強化してまいります。 

 

 

【ルミネストとは】 
ルミネストは、ルミネ全店のスタッフから、株式会社ルミネが主催する接客ロールプレイングコンテストで選ばれた「お
もてなしのプロ」です。特定分野の知識に精通し、質問や疑問に答えられ、お客さまが何を求めているかを把握し、
専門家としてのアドバイスができるように努めています。 

 


