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＜Press Release＞              2016年 10月 4 日 

この秋のルミネは「あなたを日常から解放する、とっておきのキラキラ」を提案 

“LUMINE SPECIAL DAYS” 
イラストレーターのパフォーマンス、アーティスティックなディスプレイ、ファッショントークショーなど、 

アートとファッションの秋を楽しむイベントが満載！ハロウィンイベントも！ 
 

 
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、ファッションやアートを楽しむ秋

にふさわしいイベントの開催や、日頃ルミネをご愛顧いただいている皆様に感謝の気持ちを込め、ご家族
で楽しめるワークショップ、プレゼントキャペンーン、限定アイテムなど様々なおもてなしをご用意いたします。 

ルミネ新宿では、深まる秋に向け、『ファッションをもっと楽しもう！』をテーマ

に、各ブランドのイメージを表現したお薦めアイテムや、ショップのこだわりが詰

まった限定商品を展開。10 月 15 日（土）・16 日（日）には、モデルの太田莉菜

がファッションへのこだわりについて語るトークショーを開催するほか、「ネイル

ズインク」のイベントや、「アダム エ ロペ」、「ブラックバイマウジー」など、人気

ブランドのポップアップストア、ワークショップを展開いたします。 

ルミネマン渋谷は、10 月 7 日（金）～11 月 9 日（水）の期間、今注目のアー

ティスト『Chocomoo（チョコムー）とのコラボキャンペーン』を実施。「Chocomoo
（チョコムー）」は、著名アーティストのグッズ等も手がけるイラストレーターで、ル

ミ ネマンの為に書き下ろした新作イラストや過去作品の展示のほか、

「Chocomoo（チョコムー）」グッズのリミテッドショップもオープン。10月 16（日）に

は、本人来店によるライブペインティングも開催します。 

ルミネ池袋では、『Autumn Night Cruising』と題し、10月 6 日（木）～11月 2
日（水）の期間、音楽を愛する女の子がルミネ池袋館内をパジャマ姿で無邪気

に過ごすイメージビジュアルとムービーを、デジタルサイネージ、SNS 等で放映

いたします。被写体には、「Czecho No Republic」の タカハシマイさんが登場。 
イメージビジュアルに関連し、秋の夜長を楽しむ音楽、本、心地良い香りのご提 
案やワークショップを展開いたします。 

ルミネ荻窪は、オープン 35周年を迎え、10/8（土）・9（日）・10（月・祝）の 3 日間を『THANKS! 3DAYS!』
として 35 周年限定商品の販売や割引、ノベルティプレゼント、各種ワークショップの開催など、様々なサー
ビスをご用意。また、ルミネ荻窪での思い出を展示する「35周年エピソードボード」の設置や、杉並区のマス
コットキャラクター「なみすけ」による館内でのグリーティングも実施いたします。 

ルミネ立川には、10 月 6 日（木）～11 月 9 日（水）の期間限定で、オシャレで楽しい『スペシャルフォトボ
ックス』が登場！撮影した写真はポストカードとしてプリントアウトできるほか、スマホにも転送が可能です。
期間中にフォトボックスで撮影いただいた写真の中から、素敵な賞品が当たるフォトコンテストも実施。アー
ティスティックでフォトジェニックな、とっておきの一枚を！ 

ルミネ町田には、『ハロウィンバルナイト』が 10月 20日（木）・21日（金）に限定オープン。2,000円（税込）
で対象のレストラン、カフェのうちお好きな 3 ショップをはしごして、特別なバルメニューの食べ比べをお楽し
みいただけます。また、ルミネ町田でご購入の秋のファッションアイテムを撮影してインスタグラムにご投稿
いただいたお客さまの中から抽選で、オシャレがもっと楽しくなるグッズがもらえる「FASHION フォトキャン
ペーン」も実施。 

ルミネ横浜では、10 月 29 日（土）・30 日（日）の 2 日間、『THANKS 2DAYS』を開催。スターバックスコ
ーヒーでは、お手軽にご家庭で楽しめるスティックコーヒー「バックスヴィア」の全ラインをご紹介＆試飲会、
「emmi」では、どなたでもお楽しみいただける「Special Beauty Yoga Lesson」の開催など、各ショップにてプ
レゼントや限定アイテム・イベントをご用意し、盛りだくさんな 2 日間をお楽しみいただけます。 

【LUMINE SPECIAL DAYS 特設サイト】 

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

ルミネ横浜 

「THANKS 2DAYS」ポスター 



2 

 

 
 

ルミネ新宿          
 

■ 「ルミネ新宿 SPECIAL EVENT」 
開催期間： 
10月 15日（土）・16日（日） 11：00～22：00 
開催場所： 
ルミネ新宿 ルミネ 2 2Fインフォメーション前  

 
� 『SPECIAL TALK SHOW supported by WWD ジャパン』 

① モデル 太田莉菜トークショー 
日時：  10 月 15 日（土） 14：00～15：00  

 内容：  WWD JAPAN.com にて、モデルの太田莉菜、比留川游が
ルミネ新宿 15 ショップのアイテムとともに登場するスペシャ
ル記事を、10月 14日（金）より配信。10月 15日（土）には、
太田莉菜と WWD ジャパン エディターをゲストに迎え、
WWD JAPAN.comでのスタイリングやファッションへのこだわりを語ります。 

 
太田 莉菜 （おおた りな） 

1988年 1 月 11 日生まれ、千葉県出身。01 年、雑誌の読者モデルのオーディション
でグランプリを獲得後、様々なファッション誌のモデルに携わる。 
モデルだけに留まらず、映画やドラマでも活躍。 
 

 
   ② NAILS INC トークショー・タッチ＆トライイベント 

 日時：  10月 16日（日）15：00～16：00 
 内容：  トレンドネイルに関するトークショーのほか、ネイル商品のお試し会を開催いたします。 

� LIMITED POP UP SHOP 
7 つのショップが POP UP SHOPを開催。この秋のおすすめアイテムや、ルミネ新宿限定商品
を展開いたします。 

●10月 15日（土）  

『アダム エ ロペ』、『エリオポール』、『ブラックバイマウジー』、『カルチェラ』 

●10月 16日（日） 
  『アダム エ ロペ』、『アンティグラヴィテ』、『アンド クチュール』、『ステュディオス』   

� SHOP EVENT 
        体験型のワークショップやメイク・ヘアアレンジイベントなど、参加したくなるイベントを多数 
  開催いたします。 

クリーマストア 
フラワーアレンジメントとマーブルハンカチの作家によるワークショップ 
日時： 10月 15日（土） 11：30～13：30  
料金： マーブルハンカチ：3,000円（税込）、フラワーアレンジ：1,200円・2,500円（税込）      

モカトーキョー  
 SNS で大人気のモデル目見田早弥子、ヘアデザイナー兼井遼が登場する 
 メイク＆ヘアアレンジイベント 

日時：  10月 15日（土）15：30～16：30  
料金： 無料  

靴下屋 デイリーソクサー 
靴下のハギレのわっかを使ったアクセサリー作り  

 日時： 10月 15日（土）17：00～18：00  
料金： 無料 

北麓草水 
富士山の伏流水と野草でつくられた「浸草水」を使ったオリジナルローション作り 
日時： 10月 15日（土） 18：30～19：30  

 料金： 無料 

各館のイベント概要 
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アクロス ザ ヴィンテージ 
 靴下でおさるのぬいぐるみ「ソックモンキー」を作るワークショップ 
 日時： 10月 16日（日） ①11：00～13：00 ②16：30～18：30 
 料金： 2,000円（税込） 

 ジルスチュアート ビューティー 
 メイクアップアーティストによるトレンドファッションに合わせたメイク講座 
 日時： 10月 16日（日）13：30～14：30  
 料金： 無料 

 
※ 上記イベント、ワークショップの時間、内容は変更となる場合がございます。 
   また、ご予約が必要なワークショップもございますので、詳細はルミネ新宿ＨＰにてご確認ください。 

＜ルミネ新宿 HP＞ 
   http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/   
 
  

ルミネマン渋谷 

 
■ 「LUMINEMAN × Chocomoo！!」  

開催日時： 
10月 7 日（金）～11月 9 日（水） 
開催場所： 
ルミネマン渋谷 館内 
※ライブペインティングは 1Fエントランススペースにて実施 
企画内容： 
著名アーティストのグッズも手掛けるイラストレーター「Chocomoo（チョコム
ー）」が、ルミネマン渋谷をジャック！！ルミネマンの為に書き下ろした新作イ
ラストのほか、過去作品も展示いたします。また、10 月 11 日（火）より、
Chocomooグッズリミテッドショップを OPEN！更に、10 月 16 日（日）には、
Chocomoo氏によるライブペインティングを実施します。 
 
Chocomoo（チョコムー） 
京都を拠点に活動するアーティスト。モノトーンで描かれた、音楽や映画等のサ

ブカルチャーや時代背景を反映した作品は、国内外から注目を集める。歌手の

AI、三代目 J Soul Brothers等のアーティストとのコラボも多い。また、国内だけ

にとどまらず、NY、LA、London、Paris 等海外にもクライアントを抱えており、幅

広いシーンで活躍中。 
 

 
■ 「“コレだ！”を指名買い！自分に似合うアウターを探せ！ルミネマン BEST11」 

開催日時： 
9 月 26日（月）～10月 23日（日） 
開催場所： 
ルミネマン渋谷 各ショップ 
企画内容： 
館内ショップでは、この冬マストのオススメのアウターをご紹介。更に、1 レシート 15,000円（税込）以上
お買い上げのお客さまに、次回ご利用いただける 1,000円チケットをプレゼント！ 

※チケットは、館内ショップ（カフェ・催事以外）のみご利用可能です。 
※チケットは、なくなり次第終了となります。 

 

ルミネ池袋 

■ 「Autumn Night Cruising」 

開催日時： 
10月 6 日（木）～11月 2 日（水） 
特別展示会場： 
ルミネ池袋  B1 プリズムガーデン 
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企画内容： 
「UNICO（インテリア・生活雑貨ショップ）による秋の夜長を楽しむ空間演出」 
秋の夜長を楽しく、贅沢に過ごすための本や音楽、寛ぎのひとときに相応
しい香り等をご提案するほか、ワークショップも展開いたします。これに関
連し、音楽を愛する女の子が被写体となり、ルミネ池袋館内をパジャマ姿
で無邪気に過ごすイメージビジュアルとムービーを、デジタルサイネージ、
SNS 等で放映。被写体には、「Czecho No Republic」の タカハシマイさん
が登場します。 

 
※ 10月 8 日（土）より B1 エントランスホールに大型デジタルサイネージが

設置され、アーティストの発掘と支援を目指すアートアワード 
「LUMINE  meets ART AWARD」の受賞者が手掛ける、ルミネ池袋 
オリジナル動画も放映いたします。 
 
タカハシマイ 
1992 年生まれ。埼玉県出身。2013 年 10 月にメジャーデビューを果たしたバンド 

“Czecho No Rupublic”(チェコノーリパブリック)のメンバーとして活躍する傍ら、 

ファッション誌等でモデルとしても活躍中。2016 年 7 月にメジャー4th アルバム 

『DREAMS』をリリース。 

 

 
� ワークショップ開催店舗   

コスメキッチン  
旬のツヤ肌メイクや体のめぐりを整えるセルフケアなどをレクチャー 
日程： ①10月 28日（金） ②10月 29日（土） ③10月 30日（日） 
     ※ 実施内容の詳細、開催時間はショップにお問合せください（TEL：03-5691-0390） 
場所： 8Fシネリーブル横 
料金： 無料 

貴和製作所 
「ロングスイングイヤリング」のワークショップ 
場所：  8Fシネリーブル横 
日程：  10月 29日（土） 14:00～17:00 
料金：   1,200円（税込） 

プラザ 
① ENJOY HALLOWEEN NAIL： HOMEI 商品のお買い上げでネイルシートをプレゼント 
② SAY TRICK OR TREAT!： ”TRICK OR TREAT!”と声をかけていただいたお客さまに 

お菓子のプレゼント 
場所： 5Fプラザ内 
日程： ①10月 8 日（土）～10日（月・祝） ②10月 15日（土）～31日（月） 

アットコスメストア 
スキンケア＆メイクの体験イベント 
場所： ①8Fシネリーブル横、②B1 プリズムガーデン 
日程： ①10月 8 日（土）・10日（月・祝）・15日（土）・22日（土） ②29日（土） 13:00～20:00 
料金： 無料 

エンハーブ 
お好きなアロマの香りを組み合わせて作るオリジナルルームスプレーのワークショップ 
場所： B1 プリズムガーデン 
日程： 10月 22日（土）・23日（日） ※随時実施 
料金： 500円（税込） 
 
※ このほか、「タリーズコーヒー」、「ナチュラルキッチン」、「私の部屋」、「アピヴィータ」、「ミシャ」でも 

ワークショップを実施いたします。 
 
 

Autumn Night Cruising 

イメージビジュアル 
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ルミネ荻窪 

■ 「THANKS! 3DAYS!」 

開催期間： 
10月 8 日（土）9 日（日）・10日（月・祝） 
企画内容： 
オープン 35 周年を迎え、日頃からルミネ荻窪をご愛顧いただいている皆さま
に、感謝の気持ちを込めた 3 日間限定スペシャルサービスをご用意。各ショッ
プで 35周年限定商品の販売や割引、ノベルティプレゼントなど、さまざまなサ
ービスでおもてなしいたします。 
 

� 35 周年記念エピソードボード 
35周年を記念して、皆さまのルミネ荻窪での思い出を展示いたします。 
（5F エスカレーター前） 

� 隠れキーワードを探せ！ 
館内に散りばめられたキーワードをすべて集めると、プレゼントがもらえます。 

� スペシャルラウンジ 
ルミネカードのご提示で、ドリンクとお菓子をサービス。（5F レストランフロア 15：00～17：00） 

� なみすけ グリーティング 
杉並区のマスコットキャラクター「なみすけ」が来店。館内をグリーティングします。撮影ＯＫ！ 

� ワークショップ 
フラワーアクセサリーやトートバッグづくり、ハロウィンのテーブルコーディネート、ヨガ体験など、3 日間
を通してさまざまなワークショップを開催いたします。 
 
 

ルミネ立川 
 

■ スペシャルフォトボックス登場！ 

開催期間： 
10 月 6 日（木）～11 月 9 日（水） 
開催場所： 
ルミネ立川 2Fインフォメーション前 
企画内容： 

「スペシャルフォトボックス」では、オシャレ、面白い、アーティスティックなど、 
全 7 種類のシチュエーションで写真が撮れます。参加人数によっても楽しみ 
方は様々！撮影した写真はポストカードとしてプリントアウトできるほか、スマ 
ホにも転送が可能。フォトジェニックでとっておきの一枚を！ 
また、写真を応募 BOX に投函いただくと、抽選で豪華な賞品が当たる、フォ

トコンテストも同時開催いたします。更に、撮影した写真データを、「＃ルミタ

チパーティ」で SNSに投稿いただくと、抽選でルミネ商品券が当たる、ダブル

チャンスもご用意しております。 

＜フォトボックス参加条件＞  
① ルミネ立川各ショップの当日のお買い上げレシートご提示 
② ルミネのアプリ「ONE LUMINE」のクレジット連携画面ご提示 

 

 ＜合計 70 名さまに当たる豪華賞品！＞ 

・ 50,000 円分のお買い物体験 2 名さま 

・ 5,000 円相当のプレゼント 20 名さま 

・ 3,000 円相当のプレゼント 40 名さま 

・ シネマシティの映画ペア観賞券 4 組 8 名さま 

 
 
 
 

＜スペシャルフォトボックスイメージ＞ 

＜撮影写真イメージ＞ 
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ルミネ町田 

 
■ 「ハロウィンバルナイト」 

開催期間： 
10月 20日（木）・21日（金） 
開催場所： 
ルミネ町田 9F レストランフロア 
企画内容： 
2,000 円（税込）で対象のレストラン、カフェのうちお好きな 3 ショップをはし
ごして、特別なバルメニューの食べ比べをお楽しみいただけます。更に、ハ
ロウィンスペシャルコンテンツもご用意！バルナイトに参加して、お気に入り
のレストラン・カフェを見つけよう！！ 
 

■ 「FASHION フォトキャンペーン」 
開催期間： 
10月 6 日（木）～11月 14日（月） 
企画内容： 
“ルミネ町田で買った秋のファッションアイテムを写真に撮ってインスタグラムに投稿しよう！” 
「＃ルミネ町田スペシャルデイズ」と、お買上げいただいたショップ名のハッシュタグを付けてインスタグ
ラムに写真を投稿していただいた方の中から抽選で、秋のオシャレがもっと楽しくなるアイテムをプレゼ
ント。更に、ルミネ町田公式インスタグラムから「いいね！」が付いた方にはスペシャルプレゼントも！ 
 

■ 「Fun Fun Ethical FESTA」 
開催期間： 
11月 5 日（土）・6 日（日） 
開催場所： 
ルミネ町田 屋上 
企画内容： 
ルミネ町田の屋上を特別に一般開放し、屋上からのパノラマをお楽しみいただきながら、「エシカル」を
キーワードにしたワークショップなど、楽しくオシャレにエコに触れられるイベントを多数ご用意！ 

 
 

ルミネ横浜 
 

■ 「THANKS 2DAYS」 
開催期間： 
10月 29日（土）・30日（日） 
企画内容： 
ルミネ横浜をご愛顧いただいている皆さまに、日頃の感謝の気持ちを込め
た、2 日間限定スペシャルイベント。各ショップで限定商品の販売やノベルテ
ィプレゼントなど、さまざまなサービスをご用意しています。 
 

� 『スターバックスコーヒー』 
ご家庭でお手軽に楽しめる「スターバックスヴィア」（スティックコーヒー） 
の全ラインご紹介＆試飲会 

場所： 1F 吹き抜けスペース 
日時： 10月 29日（土）14：00～16：00 ・ 10月 30日（日）16：30～18：30 

� 『emmi』 
“Wellness”をテーマにした emmi専属のインストラクターによる「Special Beauty Yoga Lesson」。 
幅広いレベルの方にお楽しみいただけるヨガイベント 

場所： 4F ルミネスクエア 
日時： 10月 29日（土）10：30～・12：00～・14：30～・16：00～・18：00～（各回 1 時間） 
料金： 500円（税込） ※ヨガマットレンタル料別途 500円（税込）、要予約 
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� 『ユナイテッドアローズ』 
6 つの普遍的なエレメントをスタイリングの軸に、上品な大人のカジュアルスタイルを提案する 
「6（ROKU）」。THANKS2DAYS の 2 日間は、通常より多くのライナップをご覧いただけます。 
場所： B1 ユナイテッドアローズ 

� 『アダム エ ロペ』 
人気のアクセサリーブランド「st.cat（エスティ キャット）」を数量限定販売。素材にこだわった、 
カラフルでインパクトのあるデザインが魅力。 
場所： 3F アダム エ ロペ 

 
   ★このほかにも、本日限りのイベントやサービスなど、盛りだくさんのサービスをルミネ横浜全館挙げて  

ご提供いたします。 
 

 
 

ルミネのネット通販 『アイルミネ』 

ルミネだけで手に入る“限定アイテム”が入荷中！ 
 

人気ショップやトレンドのアイテムをオンライン購入できるルミネのネッ
ト通販「アイルミネ」では、ルミネだけで手に入る限定アイテムが入荷
中！オシャレで履き易いシューズで定評のある『DIANA 』では、ファ
ーをあしらったパンプスなどが登場。 
他にも、人気のバッグブランド『Manhattan Portage』など、人気ショップ
の限定アイテムが入荷中。数量に限りがあるので、早めのチェックが
おすすめ！ 

＜アイルミネ URL＞ 
https://i.lumine.jp/ 
 
 

 
 

【一般のお客さまからのお問合せ先表記】 
 

「ルミネ新宿」 Tel. 03-3348-5211（代表） 
[ルミネ 1] 〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-1-5 
[ルミネ 2] 〒160-0022 東京都新宿区新宿 3-38-2 

「ルミネマン渋谷」 〒150-0041 東京都渋谷区神南 1-22-11  

Tel. 03-5784-9610（代表） 

「ルミネ池袋」 〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-11-1 
Tel. 03-5954-1111（代表）  

「ルミネ荻窪」 〒167-0043 東京都杉並区上荻 1-7-1  

Tel. 03-3393-3751（代表） 

「ルミネ立川」 〒190-0012 東京都立川市曙町 2-1-1  

Tel. 042－527－1411 （代表） 

「ルミネ町田」 〒194-0013 東京都町田市原町田 6-1-11  
Tel. 042-739-3111（代表） 

「ルミネ横浜」 〒220－0011 神奈川県横浜市西区高島 2－16－1  
Tel. 045-453-3511（代表）   

 

＜ルミネ限定商品＞ 

左：DIANA   

右：Manhattan Portage 


