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＜Press Release＞             2016 年 11 月 15 日 

ルミネのクリスマスキャンペーン情報  

『LUMINE DEAR TIME CHRISTMAS』 
ルミネ全館にて、イルミネーションや、クリスマスマーケット、 

ワークショップ、イベントなどの企画を開催 

 

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 DEAR TIME 
CHRISTMAS』と題したクリスマスキャンペーンを、2016 年 11 月 15 日（火）～12 月 25 日（日）まで全館に
て開催いたします。 

日頃から女性の様々なライフスタイルを見つめ、お客さまが自分の時間を豊かに過ご
せるような商品やサービスを展開するルミネでは、年に一度、人々が特別な想いを寄せ
るクリスマスシーズンに向け、 “自分の時間を豊かに過ごせるように” “大切な人を想っ
てじっくり贈り物を選べるように” “楽しいパーティをわくわくしながら企画できるように” 
あたたかで上質なクリスマスの過ごし方を、大自然の冬の森をイメージしたファンタジック
な演出とともにご提案いたします。 

今回、ルミネ全館を包むクリスマスの幻想的なデザインを手がけるのは、アートディレ
クター 永戸鉄也氏、フラワークリエイター 篠崎恵美氏、フォトグラファー パーカー   
フィッツジェラルド氏。ホリデーシーズンに大好きな人と心温まるギフトを贈り合う、優しい
愛で満たされるような空間が創出されています。 
 

 

ルミネ新宿では、『ルミネ新宿と新宿ピカデリーのスペシャルクリスマスキャンペーン』を実施。期間中、 
ルミネカードのご利用で新宿ピカデリーSMT メンバーズカードのプレゼントのほか、抽選でクリスマス特別
映画鑑賞とモデル 矢野未希子さんのトークショーをご観覧いただける、クリスマススペシャルシネマパーテ
ィーへのご招待も！ 

ルミネエスト新宿 ・ ルミネマン渋谷では、『SPECIAL Xmas by GENERATIONS』として、
GENERATIONS とのコラボ企画によるスペシャルクリスマスを開催。期間中、店内はルミ
ネエスト新宿とルミネマン渋谷でしか見られないオリジナルの GENERATIONS 一色に！ 

ルミネ池袋には、巨大なクリスマスリースと、きらめくツリーで演出されたフォトスポットが
出現。また、各ショップイチ推しのギフトアイテムを、贈る相手別に提案するオリジナルの
クリスマスギフトブックをご用意いたします。 

ルミネ荻窪では、クリスマスマーケットを開催。クリスマス雑貨はもちろん、ＪＡによる野
菜販売のほか、コーヒー・スープの試飲会、ワークショップなどをお楽しみいただけま
す。更に、サンタクロースのグリーティングや、クリスマスライブも実施。 

ルミネ北千住は、屋上をイルミネーションで華やかにライトアップ。サンタクロース
のグリーティングや、スノーマシンによる雪の演出、ゴスペルによるライブが一層クリ
スマスムードを盛り上げます。 

ルミネ立川では、ルミネ立川でお買い物して映画がおトクに、映画を観るとルミネ
の商品券が当たる、「シネマシティ」とのコラボキャンペーン『立川映画デートＷＥＥＫ』を開催。 
福士蒼太×小松菜奈主演 『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』特別試写会も実施！ 

 
 この他、ルミネ有楽町では“自分へのご褒美”としてセレクトしたアイテムをご紹介するギフトブックの展開
や、クリスマスムードを演出する特大ツリーを設置、ルミネ大宮では、ギフト、クリスマスケーキ、オードブルな
どを集めたリーフレットご用意するほか、12 月各週末にイベントを開催、ルミネ藤沢では、フォトスポットで撮
った写真を使ったクリスマスカードづくりや Swing Jazz ライブ、大船ルミネウィングでは、ハンドベル演奏会
やゴスペルライブが行われます。また、ルミネのネット通販 i LUMINE（アイルミネ）でも、クリスマスの限定
商品や、ご購入いただいたお客さまへのプレゼントをご用意いたします。 
 心はずむクリスマスをもっと楽しめる魅力的な企画をご用意し、皆さまのお越しをお待ちしております。 

 

＜立川映画デート WEEK ポスター＞ 

＜メインビジュアル＞ 
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“ホリデーシーズンは、大好きなあの人と美しい大自然の冒険へ旅立とう。”  
 暖炉の火を囲んで、心あたたまるギフトを贈り合う・・・そんな優しい愛で包まれる
ような、幻想的なクリスマス。大切な人と大切な時間を過ごしたいという想い。日常
から少し離れて静かに想いを馳せる、ここではないどこか別の世界――。 
 2016 年ルミネのクリスマスは、大自然の冬の森をイメージしたファンタジックな  
装いで包まれます。アートディレクター 永戸鉄也氏、フラワークリエイター 篠崎 
恵美氏、フォトグラファー パーカー フィッツジェラルド氏が手がけたこの幻想的な 
空間は、お客さまの一年に一度のクリスマスが、印象深く幸福なものであります
ように、との願いが込められています。 

“お客さまの大切な時間に寄り添いながら、その先を提案するクリスマスを。” 

 忙しい日々にありながらも、「何かを大切に想い、時間をかけて育む」ことを楽しむ生活。あたたかでゆっ

たりとした時間を感じられる空間を、場所、人、モノ、コトが一体となったルミネ全体でご提案。 

 かけがえのない家族、大好きな人、そして自分自身。大切な人たちの笑顔を想い浮かべながら、じっくり

時間をかけて贈り物を選べるように、みんなが驚くような楽しいパーティを企画できるように、新しい自分を

発見できる素敵なものに出会えるように。お客さまそれぞれのライフスタイル、それぞれの想いに寄り添い、

丁寧であたたかく、上質なクリスマスをご提案いたします。 

 
永戸 鉄也 

アートディレクター、アーティスト  1970 年東京都生まれ。高校卒業後渡米、帰国後 CD ジャケットデザイン、ミュ

ージックビデオのディレクション、広告、ドキュメンタリー映像制作等に携わる。アーティストとしてコラージュ、写

真、映像作品を制作、個展、グループ展で発表している。2003 年、第 6 回文化庁メディア芸術祭デジタルアー

ト優秀賞受賞。 

篠崎 恵美 
フラワークリエイター  独自の感性で花の可能性を見つけ、イメージを花で独創的に表現する。花の一般的な
業務の他に、百貨店のメインビジュアルやカタログ撮影の大型セット、アーティスト写真やミュージックビデオ、ス
タイリストとのコラボレーションなど様々な分野で活躍中。また作家やミュージシャンの自邸、海外の個人邸のガ
ーデンデザインや施工も手がけている。 

Parker Fitzgerald（パーカー フィッツジェラルド） 

1984 年、アメリカ生まれ。オレゴン州ポートランドを拠点とする Ransom Limited の創業者のひとり。Nike、Honda、

Uniqlo、 KINFOLK などをクライアントに持ち、国内外で注目を浴びるフォトグラファー。フィルム撮影で写しとら

れる詩的な彼の写真は、ファッション作品としてだけでなくアート作品としても高い評価を得ている。 

 

 
 

 
ルミネ新宿 

 
■ 「ルミネ新宿×新宿ピカデリーのスペシャルクリスマスキャンペーン」 

日程： 2016 年 11 月 15 日（火）～12 月 4 日（日） 
内容： 期間中、ルミネカードご利用で 10,000 円以上（税込）お買い上げのお客 
 さま先着 10,000 名様に、イラストレーター Shogo Sekine さんデザイン 
 「新宿ピカデリー×ルミネ新宿」コラボ*SMT メンバーズカードをプレゼン 
 トいたします。更に、SMT メンバーズに会員登録いただくと、もれなく 
 1,100 円の映画鑑賞クーポンをプレゼント！また、登録した方から抽選で 
 300 組 600 名様をクリスマススペシャルシネマパーティにご招待いたします。 

     ＜クリスマススペシャルシネマパーティ＞ 
応募期間： 2016 年 11 月 15 日（火）～12 月 4 日（日） 
開催日程： 2016 年 12 月 13 日（火） 19：00～ 
開催内容： 映画 『めぐり逢えたら』の上映ならびに、モデル矢野未希子さん 
       のトークショー 
* SMT メンバーズカード  

（松竹マルチプレックスシアターズ／Shochiku Multiplex Theatres） 

 全国 MOVIX・新宿ピカデリー・丸の内ピカデリー・神戸国際松竹で特典が受けられる。 

 各館の企画概要 

＜新宿ピカデリー×ルミネ SMT カード＞ 

＜矢野 未希子さん＞ 

クリスマス装飾デザインコンセプト 

＜クリスマス装飾イメージ ルミネ池袋＞ 
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■ 「『NEXT WEEKEND』 タイアップ企画」 

ライフスタイルマガジン｢NEXT WEEKEND」とタイアップしたクリスマスリーフレット展開 
＆ワークショップ開催。 
【ワークショップ】 
日程： 2016 年 12 月 17 日（土） 
場所： ルミネ新宿 ルミネ 2  2F ステュディオス前     
料金： 未定  ※決定次第 HP にて告知いたします。 
内容： 刺繍のワークショップ 
     
 
 
ルミネエスト新宿 ・ ルミネマン渋谷 

 
■ 「SPECIAL Xmas by GENERATIONS」 

日程： ルミネエスト新宿  2016 年 12 月 1 日（木）～12 月 25 日（日） 
  ルミネマン渋谷   2016 年 12 月 10 日（土）～12 月 25 日（日） 
場所： ルミネエスト新宿・ルミネマン渋谷館内 
内容： GENERATIONS とのスペシャルクリスマスを開催。 
 期間中、両館内はここでしか見られないオリジナルの GENERATIONS 一色に。 
 更に、1 レシート 5,000 円（税込）以上のお買上げで、オリジナルクリスマスカードがもれなくもらえる

 キャンペーンを実施。更に、直筆サイン入りポスターがもらえる抽選キャンペーンも同時開催！ 

     ※オリジナルクリスマスカードは無くなり次第終了となります。 
     ※直筆サイン入りポスタープレゼントキャンペーンは、ルミネエスト新宿のみ実施いたします。  
       
 
ルミネ有楽町 

 
■ 「クリスマス限定 POP UP SHOP」 

日程： 2016 年 12 月 22 日（木）～12 月 25 日（日）  
場所： ルミネ有楽町 ルミネ 1  1F 正面入口 
内容： 成城石井・DEAN＆DELUCA・ロクシタンの 3 ショップが期間限定 POP UP SHOP をオープン！ 

  パーティの準備に欠かせないフードやクリスマス限定品を取り揃えてお待ちしております。 

★ このほか、ルミネ有楽町では、“自分へのご褒美”としてセレクトしたアイテムをご紹介するギフトブックの

展開や、特大ツリーをご用意して、クリスマスムードを盛り上げます。 
 
 

ルミネ池袋 
 
■ 「CHRISTMAS PHOTO BOOTH」 

日程： 2016 年 11 月 17 日（木）～12 月 25 日（日）  
場所： ルミネ池袋 8F シネリーブル横 
内容： 大きなクリスマスリースと雪化粧したツリーでファンタジックなムードに 
     演出されたフォトスポット。12 月 17 日（土）・18 日（日）・23 日（金・祝）・ 
     24 日（土）・25 日（日）の 5 日間は、プロのカメラマンによる撮影会を、 
     12：00～17：00 で開催！ 
 
■ 「CHRISTMAS GIFT BOOK」 

ルミネ池袋各ショップがセレクトしたイチ推しのアイテムを、贈る相手別にご提案するオリジ
ナルのクリスマスギフトブックをご用意。贈る楽しみとセンスに溢れたアイテム満載で、大切
な人へのプレゼント選びをサポートいたします。 
きっと大切な人に贈りたい、とっておきのクリスマスギフトが見つかるはず！ 

 
 
 

＜クリスマスフォトブース イメージ＞ 

＜刺繍ワークショップ イメージ＞ 
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ルミネ荻窪 

 

■「クリスマスマーケット」 
日程： 2016 年 12 月 17 日（土）・12 月 18 日（日） 11：00～17：00 
場所： ルミネ荻窪 2F ペデストリアンデッキ 
内容： クリスマス関連雑貨、JA による野菜や焼き菓子の販売。 
     アロママッサージオイル・ハンドクリーム・クリスマスカードのワークショップ、販売。 
     コーヒー・スープの試飲会など。 
 
■「サンタがルミネにやってくる！」 

日程： 2016 年 12 月 23 日（金・祝） ①12：00～ ②14：00～ ③17：00～ 
場所： ルミネ荻窪 B1～5F 
内容： サンタクロースがフロアをグリーティング。写真撮影とお菓子のプレゼントも！ 
 
■「Lady Honkerz ライブ」 

日程： 2016 年 12 月 24 日（土） ①14：00～ ②17：00～ 
場所： ルミネ荻窪 2F ペデストリアンデッキ 
内容： Swing Jazz の魅力を伝える女性だけのユニット「Lady Honkerz」が、 
 クリスマスにちなんだ曲目を華やかに演奏します。 

料金： 無料 
 
 
ルミネ北千住 
 
 
■ 「屋上イルミネーション」 

日程： 2016 年 12 月 16 日（金）～12 月 25 日（日） 17：00～21：00 
場所： ルミネ北千住 10F 屋上 
内容： ルミネ北千住の屋上がイルミネーションでライトアップ。 
 12 月 17 日（土）・18 日（日）・23 日（金・祝）・24 日（土）・25 日（日）の 5 日間限定  
 スノーマシンで 1 時間ごとに雪が舞います。 
 ※雪は本物ではありません。 

 
■ 「メッセージキャンドルイルミネーション」 

日程： メッセージ募集期間   2016 年 12 月 1 日（木）〜12 月 14 日（水） 
     展示期間 2016 年 12 月 17 日（土）・ 18 日（日）・23 日（金・祝）・ 
   24 日（土）・25 日（日） 
場所： メッセージ募集ボックス   
   3F ダイアナ横エレベーター前、7F ゾフ横エレベーター前に設置。 
内容： メッセージフィルムにクリスマスの願い事を自由に書いてボックスに投函 
     すると、メッセージがキャンドルとなり、皆さまの願いが込められたキャンドル 
 でつくった巨大ツリーやオブジェがフォトスポットとして出現。 
 ※メッセージは 300 名様限定。 

 
■ 「サンタクロース・グリーティング」 

日程： 2016 年 12 月 23 日（金・祝）  
      ①13：00～ ②15：00～ ③17：00～ 各回 30 分程度 
場所： ルミネ北千住 館内フロア・10F 屋上 
内容： ルミネ北千住館内にサンタクロースがやってきます。お子さまにはお菓子を 
 プレゼント! 

 
■ 「クリスマスゴスペルライブ」 

日程： 2016 年 12 月 24 日（土） ①17：00～ ②19：00～ 
場所： ルミネ北千住 屋上 
内容： プロアーティスト「Lyle Carr」&「EBONY」による一夜限りのクリスマス気分が味わえるライブを開催。 
 

＜サンタクロースグリーティングイメージ＞ 

＜メッセージキャンドルイメージ＞ 

＜Lady Honkerz＞ 
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ルミネ立川 

■ 「立川映画デート WEEK」 おしゃれして映画デートに出かけよう！ 

日程： 2016 年 11 月 15 日（火）～12 月 25 日（日）  

内容： ① 福士蒼太×小松菜奈主演 『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』特別試写会 

  「ONE LUMINE」のアプリをダウンロードし、所定の手続きに沿ってご応募いた
  だいた方先着 75 組 150 名様をご招待いたします。   

 ② ルミネ立川のお買い物レシート提示で映画が 300 円 OFF           
   シネマシティにて、ルミネ立川のお買い物 1 レシート 3,000 円（税込）以上を
   ご提示の方 は 300 円引きで映画をお楽しみいただけます。 

       ③ 映画の半券提示で 500 円分の商品券を抽選でプレゼント 
   期間中のシネマシティの映画半券のご提示で、ルミネ立川で 2,000 円以上のお買い物に 
   ご利用いただける 500 円分のルミネ立川商品券を抽選でプレゼントいたします。 

 ④ 『LUMINE TACHIKAWA MAGAZINE』 特別号 
  「立川映画デート WEEK」に合わせた特別編として、映画デートを盛り上げ るファッションや 
  コスメ、ギフトを過去の名作映画のシーンとリンクさせながらご紹介。 

 
 上記「立川映画デート WEEK」に関する詳細は、こちらからご覧いただけます。 

    http://www.lumine.ne.jp/tachikawa/event/pdf/1612_magazine.pdf 
 
■ 「クリスマス“早得”キャンペーン 」 

日程： 2016 年 11 月 1 日（火）～12 月 11 日（日）  
内容： 期間中、対象ショップの店頭でクリスマスケーキ、オードブルを予約された方に引換券 
 を 1 枚進呈。先着 1,000 名様にスパークリングワインなど、ステキな賞品をプレゼント。 
     【対象ショップ】 
  フルーツクチュールタカノ、ラ・メゾンアンソレイユターブルパティスリー、 
 フロプレステージュ、成城石井、柿安ダイニングプラスエー など       

★ 他店では入手できない、ルミネ立川限定、ご予約限定クリスマスケーキもご用意いたしました。 
   数に限りがございますのでお早めに！ 

「クリスマス“早得”キャンペーン」の詳細は、こちらからご覧いただけます。 
http://www.lumine.ne.jp/tachikawa/event/pdf/1610_xmas.pdf  

 
 

ルミネ大宮 
 

 ■ ルミネ大宮 「CHRISTMAS MARKET!!」 

   日程： 2016 年 12 月 1 日（木）～25 日（日） 10:00～21：00 
場所： ルミネ大宮 ルミネ 2  4Ｆ レストラン休憩スペース  
内容：  ①  PLAZA 
  クリスマスを演出するラッピング用品、メッセージカード、オーナメントなどの 
  装飾品を販売。 

 ② スチームクリーム 
  植物由来の天然成分とエッセンシャルオイル配合の全身用保湿クリームを 
  販売。ギフトにも大好評のカラフルな限定缶もご用意。 

 ③ GLOVE GLOVE GLOVES 
  国内外の有名ブランドの手袋が一堂に並ぶ手袋専門店。トレンドのカラーや 
  素材を取り入れた手袋をご提案。 

 ④ Lanai Hawaiian Natural Dishes 
  南国リゾートハワイの雰囲気の中でホットワインやクリスマスチキンなどの 
  スペシャルメニューをお楽しみいただけます。 
  場所： ルミネ大宮 ルミネ 2  4F レストラン「Lanai Hawaiian Natural Dishes」 

    ※ショップにより開催期間・開催時間が異なる場合がございます。 

＜クリスマスギフトブック イメージ＞ 
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ルミネ藤沢 
 

■ 「クリスマスカード作り」 

日程：  2016 年 12 月 10 日（土）・11 日（日） 13：00～17：00 
場所：  ルミネ藤沢 4Ｆ エレベーター前  
内容：  各日先着 100 名様に、フォトスポットで撮影した写真をプレゼント！ 
 クリスマスカードも作れるので、ご家族でお楽しみいただけます。 
料金：  無料 
 

■ 「Lady Honkerz コンサート」 

日程：  2016 年 12 月 22 日（木） ①15：00～ ②18：30～（各回約 30 分） 
場所：  ルミネ藤沢 4Ｆ エレベーター前  
内容：  Swing Jazz の魅力を伝える女性だけのユニット「Lady Honkerz」が、 
 クリスマスにちなんだ曲目を華やかに演奏します。 
料金：  無料 
 

★ このほか、「ゴスペルミニコンサート」や「クリスマスケーキ特別販売会」、 
  「お正月フラワーアレンジメント教室」なども実施予定。  

   ＜詳細はルミネ藤沢 Tel: 0466-24-4000（代表）にお問合せください。＞ 
 
 
大船ルミネウィング 

 
■ 「クリスマスリース・キャンドル作り」 

 日程： 2016 年 11 月 19 日（土） 10：30～17：00（最終受付 16：00） 
 場所： 大船ルミネウィング 4F エンハーブ前  
 内容： クリスマスリースと手ごねキャンドル作り 
 料金： リース 1,000 円（税込）※ルミネカードご提示で 700 円（税込） 定員 40 名 
     キャンドル 800 円（税込）※ルミネカードご提示で 500 円（税込） 定員 30 名 
    

 ★このほか、「HIPHOP ダンスイベント」や無印良品主催「自分でつくる、組み立てる 
   ヘクセンハウス」なども実施予定。 

  ＜詳細は大船ルミネウィング Tel: 0467-48-5000（代表）にお問合せください。＞ 
 

■ クリスマスコンサート 「ハンドベル演奏会とゴスペルライブ」 

日程： 2016 年 12 月 23 日（金・祝） 11：00～16：00 
場所： 大船ルミネウィング 3F 正面入口前 ・ 4F エンハーブ前 ・ 6F 無印良品前 
     ※時間により実施場所を移動 

内容： 鎌倉市立大船中学校ボランティア部によるハンドベル演奏と、地元ゴスペルチーム 
  「湘南ゴスペル WAVE」によるコンサート。クリスマスムードたっぷりの音色をお楽しみください。 
料金： 無料 
 

■ 「ルミネウィングにサンタクロースがやってくる！」 

日程： 2016 年 12 月 24 日（土） 11：00～16：30  
場所： 大船ルミネウィング 3F クリスマスツリー前 ・ 4F エンハーブ前 ・ 6F 無印良品前 
    ※時間により実施場所を移動  

内容： サンタクロースと一緒に撮影会＆握手会を実施いたします。 
 
 
 
 

＜キャンドル作りイメージ＞ 

＜クリスマスカード作りイメージ＞ 

＜Lady Honkerz＞ 
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          （ルミネ ネット通販「アイルミネ」） 

 
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、自分へのご褒美として買いたい商品やクリスマス限定商品、 
クリスマスのワクワク感を高揚させるような楽しいキャンペーンをご用意いたし 
ました。 
 
■ キャンペーン第一弾 
日程： 2016 年 11 月 25 日（金）～12 月 21 日（水）23：59 
期間中に購入いただいたお客さまに、アイルミネからのクリスマスプレゼントを 
お届け。 
プレゼント内容 (例)： ココルミネオリジナルカレーや劇団四季鑑賞チケットなど。 
 

■ キャンペーン第二弾 
12 月 23 日（金・祝）・24 日（土）・25 日（日）に特定のページを訪れたアイルミネ会員（新規/既存）さまに 
クリスマスクーポンをプレゼント。 
＜クーポン概要＞ 
発行期間    ：  12 月 22 日（木）12：00～12 月 25 日（日）23：59 
利用期間    ：  12 月 22 日（木）12：00～12 月 26 日（月）12：59 
クーポン詳細  ：  501 円（税込）以上ご購入の際にご利用いただける 500 円分のアイルミネクーポン 

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

 
 
 
 

＜アイルミネ イメージ＞ 


