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ルミネ立川 35周年記念企画第 1弾！ 

Roots of Kawaii 内藤ルネ × ルミネ立川コラボレーション 
時代を超えて、カワイイに恋をしよう。 

3月 17日（金）～3月 31日（金）まで 
 
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「ルミネ立川」（東京都立川市曙町 2-1-1）は、3月17日（金）～3 月 31
日(金)の期間、ルミネ立川 35 周年を記念した第 1 弾企画として「カワイイ
文化の生みの親」と言われている「内藤ルネ（1932-2007）」とのスペシ
ャルコラボをマスターライセンサーである株式会社ルネの協力のもと、実
施いたします。 
期間中は、内藤ルネのスペシャルコラボカフェや作品展等を展開するほか、
35 周年を記念したガラポンやスタンプラリー、ショップによる限定商品販
売や限定ノベルティ配布を行います。また、「ルネガール LUMINE インフ
ォメーションスタッフバージョン」のイラストも限定でお目見えします。 
 
 
 
 

①Roots of Kawaii 内藤ルネ作品展  
期  間：3 月 17 日（金）～3 月 31 日(金) 
開催場所：１F 西側エスカレーター前 はらロール+カフェ横 
開催内容：ルネが残した珠玉の作品群を一挙公開！ 

代表作である雑誌『ジュニアそれいゆ』の表紙イラス
トや代表的な少女画、大ヒットした陶器、付録等、無
料でお楽しみいただけます。 

 

②Roots of Kawaii 内藤ルネ×ルミネ立川 限定コラボカフェ  

開催日時：3 月 17 日（金）～3 月 31 日(金) 
開催場所：６F ラ・メゾン アンソレイユターブル  
開催内容：ラ・メゾン アンソレイユターブルにて限定コラボタルトの販売

や内藤ルネの作品を使用した店内装飾を実施。 
 

 ③ルネガール コレクション 

期  間：3 月 17 日（金）～3 月 31 日(金) 

開催場所：3・4・5・6F 特設スペース 

開催内容：内藤ルネのイラストにインスパイアされた文化学園大学の教員・

学生が衣装を再現。イラストから飛び出したような衣装を実際のイ

ラストと共に展示します。 

デザイン衣装制作：文化学園大学服装学部ファッションクリエイション学科 
 
 

 

35 周年記念 ガラポン抽選会 
 
開催期間：3 月 18 日(土)～3 月 20 日(月・祝) 
抽選会場／受付時間：７F 東側イベントスペース／12:00～19:00 
開催内容：5,000 円（税込）以上のお買い物で豪華プレゼントが当たるガラポン抽選会を開催！ 

35 周年を記念し、はずれなしのガラポンを実施。 
【景品】――――――――――――――――――――――――――――――――― 

1 等  お好きなファッションショップで使える お買い物体験 5 万円分 1 名様 
2 等  H．I．S．旅行券 3 万円                   2 名様 
3 等  コスメキッチン バスセット                 4 名様 
4 等  ルミネ立川商品券 500 円分〔有効期限：2017 年 3 月末〕    300 名様 
参加賞 無印良品 A5 ノート 

 

内藤ルネの世界を感じる３つの空間 

35 周年ありがとう 限定イベント 
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35 周年記念 スタンプラリー 
開催期間：3 月 21 日(火)～3 月 31 日(金) 
抽選会場／受付時間：７F カードサロン／12:00～19:00 
開催内容：館内 3 フロアのお買い物でグルメなプレゼントが当たる抽選

会を開催！ 
35 周年を記念して期間中、1 日に 3 フロアでお買い物をして
スタンプを 3 つ集めて抽選に参加。参加賞では 35 周年記念
特製「35 周年オリジナルルネポストカード」をプレゼント。 
 

【景品】――――――――――――――――――――――――――――――――― 
1 等  ニュー・クイック     A5 黒毛和牛          8 名様 
2 等  東京ミルクチーズ工場   蜂蜜＆ゴルゴンゾーラクッキー 30 名様 
3 等  フルーツ クチュール タカノ フルーツチョコレート    60 名様 

参加賞 35 周年オリジナルルネポストカード 

 
キャンディキャッチ 35 周年特別版 
 
開催期間：3 月 18 日(土)、3 月 25 日(土) 
抽選会場／受付時間：B1F 西側エスカレーター前（菊川園側）／12:00～19:00 
開催内容：通年で実施している B1F、１F 両方の当日レシート合計 2,000 円以上

（税込）でチャレンジできるキャンディキャッチの 35 周年特別版を実
施。各日先着 200 名様にルネシールをプレゼント！ 
（※シールは選べません） 

 

７F イベントスペース ショップワークショップ 
ルミネ立川では 35 周年を記念し、手紙の愉しみ方や、Face＆Body のビューティケアなど、 
様々な“自分みがきワークショップ”を開催します。 
 
①手紙の愉しみ方を学ぶ ViS『お祝い事』プロジェクト 
そういえば近頃、手紙って書いてない、という方も多いのでは？用件は電話やメール
で済ませがちな現代だからこそ、今、手紙の価値が見直されています。 
 

開催日時：3 月 25 日(土) 13:00～14:30／15:00～16:30／17:00～18:30 
開催場所：７F 西側イベントスペース 
開催内容：日本橋の和紙舗『榛原（ハイバラ）』が、手紙のルールや愉しみ

方をレクチャー。日本の手紙文化に触れられるイベントです。 
 
②コスメ・サービスショップによるイベント実施  

 
開催日時：3 月 25 日(土) 3 月 26 日（日）12:00～19:00 
開催場所：７F 東側イベントスペース 
開催内容： 

 

【Beauty Workshop】 

 
【ラッシュ】 

12:00～19:00 30 分毎に開催 
バスボム製造体験 
 

 
【ハウスオブローゼ】 

12:00～19:00 
10 分でできる 
ハンド・ネイル・リップケア 

 

 
【グリーンルーム】 

12:00～19:00 
顔ツボ・ヘッドマッサージ 10 分 
（※税込 500 円） 

 
 
【マニクレアーレ】 

12:00～19:00 
・頭皮診断＆プチヘッドスパ体験 
・ヘアアレンジ体験 
・眉カット（※眉カットのみ税込 500 円） 

 
【シュールシル】 

12:00～19:00 
エクステ 20 本（片目 10 本）体験 

（※税込 500 円） 
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ルミネ立川では、このほかにも、ファッション、グルメ、ビューティも、35 年分のありがとうをこめて

様々なおもてなしをご用意しております。 

 

Space 35 
 

B1・１F 食品フロアから、人気の 5 店舗が出店した Space 35 を開催します。 

35 周年の「35」にちなんだ商品やサービスをご用意し、お客さまをお待ちしております。 
 
開催期間：3 月 17 日(金)～3 月 26 日(日) 
開催会場：２F コンコース 

出店ショップ：ザ・ガーデン自由が丘、横浜くりこ庵、むしやしない処仁々木 

（3 月 24 日(金)～3 月 26 日（日）のみ）九州屋、菓子處立川伊勢屋 

商品例：芋クリーム（ザ・ガーデン自由が丘）350 円（税込） 

 
35 周年記念 Something Special 
 

200 以上のショップが 35 周年を記念して 35 にちなんだ限定価格商品の展開や 
立川店限定カラーの展開等実施。お客さまに喜ばれるサービスの実施を行います。 

 
開催期間：3 月 17 日（金）～3 月 31 日(金) ※ショップにより実施日は異なります。 
開催場所：各ショップ店内 

サービス例： 

【ジェラートピケ】 

セットアップをセット価格で販売。 

立川限定色グレーを展開。 

〔期間〕3 月 17 日（金）～3 月 31 日（金） 

 

【ラリン】 

ラリンの定番コスメ 3 品（5,000 円相当）のセットが 

ルミネ立川店限定特別価格 3,500 円（税抜）で販売。 

人気の「チェリーブロッサム」の香り。 

〔期間〕3 月 17 日（金）～3 月 31 日（金） 

 

【ゴディバ】 

人気商品が詰まったオリジナル保冷バッグ付チョコレートの詰

め合わせ 3,500 円（税抜）を限定販売。 

〔期間〕3 月 25 日(土)、26 日(日)限定 ※35 個限定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

【一般のお客さまからのお問い合わせ先表記について】 

「ルミネ立川」 〒190-0012 東京都立川市曙町 2-1-1  

Tel. 042-527-1411（代表） 

 

35 周年ありがとう Something 35 


