
 

  

 

「ルミネ有楽町」「ルミネ池袋」「ルミネ立川」「ルミネ町田」「ルミネ荻窪」「ルミネ北千住」「大船ルミネウィング」「ルミネ大宮」  
ルミネのゴールデンウィーク・イベント 

「H.I.S.旅と本と珈琲とOmotesando」とコラボレーションした“旅”テーマの屋外スペース 

フラワーアート・ユニット「plantica」があなたに似合う花束をプレゼントする企画など 
 

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「ルミネ有楽町」、「ルミネ池
袋」、「ルミネ立川」、「ルミネ町田」、「ルミネ荻窪」、「ルミネ北千住」、「大船ルミネウィング」、「ルミネ大宮」の 8

館では、ゴールデンウィークのおでかけにぴったりな特別企画を実施します。 

 

ルミネ有楽町では、「TRAVEL WEEK」を開催します。H.I.S.のコンセ
プト店である「H.I.S.旅と本と珈琲と Omotesando」とコラボレーションした
「ルミネ有楽町×H.I.S.旅と本と珈琲と Omotesando」では、屋外イベント
スペース「ルミネパサージュ」で、ブックディレクター幅允孝さんセレクトの
旅にまつわる本を楽しみながら、旅する気分を高めることができます。さ
らに、旅行券が当たる抽選キャンペーンや、旅をテーマにしたワークショ
ップなどを実施します。 

 
ルミネ池袋では、大切な人との鮮やかな思い出をテーマに、

「G.W.G.M. （Golden Week Good Memory）」を開催します。 ゴール
デンウィークの陽気な気分を華で彩る「Summer Flower Marche」を実施。
メイン入口の扉一面がフラワーアートによって装飾されるほか、フラワー
アート・ユニット「plantica」のメンバーが、その場でお客さまに似合う花束
を制作するイベントを展開します。さらに、プロのアーティストやカメラマ
ンが素敵な一枚をお贈りする「ルミネ写真館」も開催。アーティストが「ゴ
ールデンウィーク」をテーマに制作したフォトブースを背景に、プロのカメ
ラマンによる撮影会をお楽しみいただけます。 

 
ルミネ立川では、地域とのつながりをテーマにした「あおぞらガーデン

2016」を開催。開放感溢れる屋上庭園で、カフェやマルシェ、参加型ワ
ークショップなど、地域で活躍するクリエイターやショップとコラボレーショ
ンしたイベントを多数実施します。さらに、限定商品やお楽しみ袋、特別
セールなど注目のコンテンツが満載の「ルミネ立川 B1・1F 食品フロア 
グランドオープン 1周年大感謝祭」を実施します。 

 
ルミネ町田では、大人も子どもも楽しめる「スペシャルゴールデンウィーク」を実施。人気絵本作家の渡邉

知樹さんによる似顔絵イラストイベントや、ドラえもんやぼのぼのの来店イベントを実施します。 
 
ルミネ荻窪では、中央線荻窪エリアで人気のショップやクリエイターたちが大集合する「あおぞら文化祭

2016」を展開。焼きたてパンやこだわりスイーツ、かわいい雑貨やお洋服、ライブ、ワークショップなど、荻窪
エリアの“おいしい・たのしい”をお楽しみいただけます。 

 
ルミネ北千住では、緑あふれる屋上で、ロバ・うさぎ・モルモット・イグアナ・ヤギなどの動物と触れあえる

「屋上ふれあいミニ動物園」が出現します。ロバに乗って撮影ができる記念撮影会などのイベントも実施しま
す。 

 
大船ルミネウィングでは、大人気の鉄道キャラクターが登場する「ハマの電チャンとしょもたんがやってく

る！」を実施。JR 東日本横浜支社、湘南モノレールのマスコットキャラクター「ハマの電チャン」と「しょもたん」
が来館し、一緒に記念撮影をお楽しみいただけます。 

 

ルミネ大宮では、春旅を楽しむための企画「北海道新幹線開業記念！わくわく春旅キャンペーン」を展
開。様々な旅のシチュエーションに合わせたコーディネートが満載の『春旅準備 Book』をご用意するほか、
北海道新幹線開業を記念したプレゼントキャンペーン「わくわく春旅キャンペーン」を実施します。 

 

＜Press Release＞            2016年 4月 25日 

＜ルミネ池袋「G.W.G.M.」  

ポスタービジュアル＞ 

 

＜ルミネ有楽町×H.I.S.旅と本と珈琲と Omotesando」

（参考イメージ）＞ 

 

 



 
 

ルミネ有楽町 「TRAVEL WEEK」                 
 

ルミネ有楽町では、旅をテーマにした「TRAVEL WEEK」を、4 月 30 日（土）
から開催します。H.I.S.のコンセプト店である「H.I.S.旅と本と珈琲と
Omotesando」とコラボレーションして、屋外イベントスペース「ルミネパサージ
ュ」で、ブックディレクター幅允孝さんがセレクトした旅にまつわる本を自由に
楽しみながら、旅する気分を高めることができます。そのほか、旅行券が当た
る抽選キャンペーンや、旅にまつわるワークショップを実施します。 

 

■ルミネ有楽町×H.I.S.旅と本と珈琲と Omotesando 
 開催日時： 

2016年 4月 30日（土）～5月 8日（日）各日 11:00～20:00 

※入場無料  

 開催場所： 
ルミネ有楽町 屋外イベントスペース「ルミネパサージュ」 

 企画内容： 

「H.I.S.旅と本と珈琲と Omotesando」とコラボレーションし、ブック

ディレクター幅允孝さんがセレクトした旅にまつわる本を自由に

読めるスペースが登場。春の陽光の下、ルミネ有楽町を訪れる

方にぴったりなテーマに合わせて厳選された本を読めば、理想

の旅への気分を高めていただくことができます。 

■ワークショップ 
旅にまつわるワークショップを屋外イベントスペース「ルミネパサージ

ュ」にて開催します。 

①レトロ印刷で楽しむ旅するポストカード 

 開催日時： 
2016年 5月 3日（火・祝）、4日（水・祝）12:00～18:00 

随時実施  

 料金： 
500円（税込）※現金のみ 

 企画内容： 

版画のような手触りや質感が味わい深いレトロ印刷で、旅をモチーフにしたポストカードが作れるワー

クショップ。メッシュ状の版に孔（あな）を作り、孔の部分にだけインクを落とすシルクスクリーンを体験で

きます。できあがったカードを旅先から送れば、楽しみも 2倍になります。 

②フットマッサージケア体験 

 開催日時： 
2016年 5月 5日（木・祝）①12:00～、②13:30～、③15:00～、④16:30～  

※各回 1時間程度 

 定員 

各回 6名 

 料金： 
2,000円（税込） 
※ご参加いただいたお客さまには、「LUSH」でご利用いただける 1,000円分のギフトカードをお贈りします 

 企画内容： 

自然派化粧品・石鹸の専門店「LUSH」プレゼンツ。“人生という旅”をイメージしたトリートメント「The 

Spell」の世界観が体験できるフットマッサージイベントで、旅行で疲れた身体を癒します。 

③オリジナルルームミスト作り 

 開催日時： 
2016年 5月 7日（土）14：00～17:00、随時実施 

 料金： 
500円（税込） 

 企画内容： 

世界中の個性豊かなナチュラル&オーガニックコスメを取り揃える「コスメキッチン」プレゼンツ。100%ピ

ュアな PRIMAVERAのエッセンシャルオイルを使って、自分だけのオリジナルルームミストが作れます。

各館企画一覧 

＜ルミネ有楽町×H.I.S.旅と本と珈琲と Omotesando」
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＜「TRAVEL WEEK」 

ポスタービジュアル＞ 

 



旅先でも自分の香りに包まれながら、お手軽に癒しの空間を演出できます。 

■プレゼントキャンペーン 
 キャンペーン期間： 

2016年 4月 30日（土）～5月 8日（日） 
 企画内容： 

期間中にルミネ有楽町のショップで一定金額のお買い物をしていただいたお客さまを対象に、H.I.S.

ペア旅行券やルミネ有楽町お買い物券が当たるキャンペーンを実施します。 

ルミネ池袋 「G.W.G.M.(Golden Week Good Memory)」 
～大切な人との鮮やかな思い出を～  

■陽気な気分を華で彩る「Summer Flower Marche」 
フラワーアート・ユニット「plantica」メンバーによる、夏を意識した大胆な装飾がメイン入口（B1）に登場しま

す。さらに、「plantica」メンバーが、その場でお客さまに似合う花束を制作するフラワーマルシェイベントを展

開。ゴールデンウィークの陽気な気分を、花束とともにお持ち帰り下さい。 

＜「plantica」メンバーによるフラワーマルシェイベント＞ 

 開催日時： 
5月 7日（土）、8日（日）12:00～18:00 

 開催場所： 
ルミネ池袋 B1「メイン入口」前  

 参加方法： 

ルミネ池袋の各ショップでルミネカードをご利

用の上、5,000円（税込）以上お買い上げいただ

いたレシート（１枚）をフラワーマルシェにてご

提示ください。                                                       

＜フラワーアート装飾＞ 

 実施期間： 
4月 29日（金・祝）～5月 8日（日）ルミネ池袋営業時間中随時 

 実施場所： 

ルミネ池袋 B1「メイン入口」 

 
■チョークグラフィックで彩るフォトブース「ルミネ写真館」 
黒板絵描きとして活躍する CHALKBOY とプロの写真家ユニット「RICHVOH」が、素敵な一枚を

プレゼントする企画。「ゴールデンウィーク」をテーマに制作されたチョークグラフィックを背景に写真を

撮ることができるフォトブースが館内に出現します。さらに、プロのカメラマンによる撮影会も実施。撮影し

た写真は、その場ですぐにデータでお渡しします。 

＜写真家ユニット「RICHVOH」による撮影会＞ 

 開催日時： 
5月 3日（火・祝）、4日（水・祝）、5日（木・祝）12:00～17:00 

 開催場所： 
ルミネ池袋 8F「シネ･リーブル池袋」前 

 料金： 
無料  

 参加方法： 
当日、どなたでもご参加いただけます。撮影の所要時間は、 

10分弱となります。 

＜フォトブース＞                                                

 設置期間： 
4月 29日（金・祝）～5月 8日（日）ルミネ池袋営業時間中随時 

 設置場所： 
ルミネ池袋 8F 「シネ･リーブル池袋」前、8F「モクオラ ディキシーダイナー」前スペース、他 

 

 

<フォトブース（参考イメージ）＞ 

 

<フラワーマルシェ（参考イメージ）＞ 

 

＜エントランス装飾（参考イメージ）＞ 

 

 



ルミネ立川          
 

■あおぞらガーデン 2016 
 開催日時： 

5月 7日（土）、8日（日）11：00～17：00 

※入場無料  

 開催場所： 
ルミネ立川「屋上スカイガーデンコトリエ」 
※雨天の場合は一部イベントを中止 

 企画内容： 

地域とのつながりをテーマにした、今年で5回目となるイベント。開放感溢れる

屋上庭園で、カフェやマルシェ、参加型ワークショップなど、地域で活躍する

クリエイターやショップとコラボレーションしたイベントを多数実施します。 

■ルミネ立川 B1・1F食品フロア グランドオープン 1周年大感謝祭 
 開催日時： 

4月 27日（水）～5月 8日（日） 
 開催場所： 

ルミネ立川 B1・1F 

 企画内容： 

食品フロアのグランドオープン 1 周年を記念した、大感謝祭を実施します。日替わりセールやタイムセ

ール、限定商品やお楽しみ袋を販売。さらに、熟成肉やフルーツ盛り合わせなどの素敵な景品が当た

るガラポン抽選会など、ゴールデンウィークを思い切り楽しめるイベントが満載です。 

 

ルミネ町田 「スペシャルゴールデンウィーク」          
 
■渡邉知樹さんによる似顔絵イラストイベントを開催！ 
 開催日時： 

5月 3日（火・祝）、4日（水・祝）、5日（木・祝）13：00～17：00 

※1日先着 30名さま 

※お一人さまにつき 10分程度 

※状況に応じて整理券を配布する場合がございます。 

 開催場所： 
ルミネ町田 2F 「ビームス」前特設会場 

 料金（全て税込）： 
似顔絵 + ドライフラワーラッピング：700円（ルミネカードのご提示で 500円） 
フリーイラスト + ドライフラワーラッピング：2,000円（ルミネカードのご提示で 

1,000円） 
※ドライフラワーラッピング無しの場合も同料金 

 企画内容： 

人気絵本作家の渡邉知樹さんによる似顔絵イベントを開催します。写真があれば、ご家族やお友達、

ペットのイラスト、もちろんご自身の似顔絵もお描きいたします。また、描いてもらいたいテーマやご要

望に合わせたフリーイラストもOK！イラストにはお好みでドライフラワーによるラッピングもできますので、

母の日のプレゼントや GWのお土産にも最適です。 

 

■あのドラえもんがブックファーストにやってくる！ 
 開催日時： 

4月 29日（金・祝） ①13：00～、②15：00～（各回 30分程度） 
※1 回目は 12：00、2 回目は 14：00 より、7F「ブックファースト」特設会場（アドヴァンスドステージ内）に
て、整理券を配布します（各回先着 50組さま） 
※整理券をお持ちの方は、開始 10分前までにお集まり下さい 

 開催場所： 
ルミネ町田 7F 「ブックファースト」 

 企画内容： 

ドラえもんが「ブックファースト」に来店し、握手や記念撮影をお楽しみいただけます。 

 

<ポスタービジュアル＞ 

 

<ポスタービジュアル＞ 

 



■ぼのぼのがやってくる！ 
 開催日時： 

5月 7日（土） ①15：00～16：00、②17：00～18：00 

 開催場所： 
ルミネ町田 10F「ヴィレッジヴァンガード」 

 企画内容： 

イベント当日に 10F「ヴィレッジヴァンガード」にてぼのぼのグッズ・書籍を 2,000 円（税抜）以上お買い

上げいただくと、ぼのぼのとツーショット写真を撮影できます。対象のお客さまに、参加券をお渡ししま

す。さらに、描き下ろしの特典ペーパーを差し上げます！ 

 

ルミネ荻窪         

■あおぞら文化祭 2016 
 開催日時： 

2016年 5月 4日（水・祝）、5日（木・祝）11：00～17：00 

※入場無料 

 開催場所： 
ルミネ荻窪 7F「グリーンテラス」、8F 屋上 

 企画内容： 
中央線荻窪エリアで人気のショップやアーティストがルミネ荻窪に大
集合します。焼きたてパンやこだわりスイーツ、かわいい雑貨やお洋
服、ライブ、ワークショップなど、荻窪エリアの“おいしい・たのしい”を
お楽しみください。 

 

ルミネ北千住          
 

■屋上ふれあいミニどうぶつえん 
 開催日時： 

5月 3日（火・祝）、4日（水・祝）、21日（土） 11：00～16：00 

 開催場所： 
ルミネ北千住 10F屋上  

 参加方法： 

ルミネ北千住店での、当日お買い上げレシートのご提示でご参加いただけま

す。 

 企画内容： 

緑あふれるルミネ北千住の屋上に、ロバ・うさぎ・モルモット・イグアナ・ヤギな

どの動物と触れあえる動物園がやってきます。5 月 3 日（火・祝）限定で、ロバ

に乗って撮影ができる記念撮影会などのイベントも実施します。 

 
大船ルミネウィング         
 

■ハマの電チャンとしょもたんがやってくる！  
 開催期間： 

2016年 5月 1日（日）  

①11：00～「ハマの電チャン」 
②14：00～「湘南モノレールしょもたん」 
③15：30～「ハマの電チャン」「湘南モノレールしょもたん」 

 開催場所： 
大船ルミネウィング 3F正面入口前 

 料金： 
無料 

 企画内容： 
JR 東日本横浜支社、湘南モノレールのマスコットキャラクター「ハマの電チャン」と「湘南モノレールしょ
もたん」が登場。一緒に記念撮影をお楽しみいただけます。また、鉄道おもちゃの展示やしょもたんグッ
ズも販売します。 

<昨年の実施風景＞ 

 

<ポスタービジュアル＞ 

 



ルミネ大宮 「北海道新幹線開業記念！わくわく春旅キャンペーン」   

春旅を楽しむためのリーフレットの展開とプレゼントキャンペーンを開催中です。 
 開催期間： 

5月 8日（日）まで開催中 

■「春旅準備 Book」 
様々な旅のシチュエーションに合わせたコーディネートが満載のリーフレットを、ルミネ大宮館内で配布します。 

■「わくわく春旅キャンペーン」 
1 レシート 15,000 円以上（税込）のご利用で北海道旅行や北海道グルメ、春旅の準備に使えるルミネ商品

券を抽選でプレゼントするキャンペーンを実施します。 


