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＜Press Release＞            2017年 3月 9日 

 

 

 

 
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、春の新生活シーズンに合わせて、ルミ

ネ各館にて、様々な新生活応援キャンペーンを展開いたします。また、新生活シーズンを彩る各種ワークショップ

やコスメ、衣類の下取りキャンペーンも実施いたします。 

 
【Life Style Beauty ワークショップ＆セミナー】 
クローゼットやお部屋を快適に仕上げるヒントがたくさん詰まったワークショップを開催。 
・「収納王子コジマジックの笑って学べる収納セミナー」（ルミネ荻窪） 
・「テラリウムワークショップ」（ルミネ北千住） 
・「バスボム製造ワークショップ」（ルミネ大宮） 

 
【Personal Beauty ワークショップ＆セミナー】 
自分に似合う色やメイクなど、自分らしく、もっとキレイに輝くヒントがたくさん詰まった 
ビューティーワークショップを開催。 
・「パーソナルカラーセミナー」（大船ルミネウィング） 
・「春のオスカービューティーキャンプ」（大船ルミネウィング） 
・「オリジナルハーブティー作り」（ルミネ北千住） 
・「RMK メイクアップレッスン」（ルミネ北千住） 

 
【下取り＆買い替えキャンペーン】 
ドレッサーやクローゼットで眠っている不要なものを下取りして、服もメイクも着替えて新生活をスタート！ 
・「コスメ下取りキャンペーン」（ルミネ新宿） 
・「下取り＆買い替えキャンペーン」（ルミネ北千住、ルミネ大宮） 
 
【お得チケット＆ルミネカード入会 キャンペーン】 
インテリアや春服、春グルメなどの新生活の準備を、お得にお楽しみいただけるよう、「チケットキャッシュバック
キャンペーン」や、ルミネカードでのお買い物金額を 5％OFFの会員特典などをご用意し、新生活のスタートを
応援します。 
 

館内の各ショップでは、新生活に役立つファッションやコスメ、雑貨、インテリアなどの様々なアイテムが登場しま

す。レストランでは春メニューの展開や試食会の実施も。ルミネは、春から始まる新しい毎日を応援いたします。 

 

 
  
ルミネ荻窪 「収納王子コジマジックの笑って学べる収納セミナー」 
 
年間公演依頼数200本を超える、収納界のトップランナー・収納王子コジマジックが
誰でも簡単にお片づけ上手になれるコツや、100円グッズを使った、目からウロコの
収納術を、実演を交えながら楽しくお伝えします♪ 
 
〔場所〕ルミネ荻窪 5F 中央イベントスペース 

〔日時〕3月20日（月・祝）11:30～12:00、14:00～14:30 

〔参加費〕無料 

ワタシもお部屋も、もっとキレイに♪ もっとステキに♪ 

ルミネが新生活のスタートを応援！ 
「ワークショップ」＆「下取り＋買い替えキャンペーン」開催！ 

Life Style Beauty ワークショップ＆セミナー 
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ルミネ北千住 「テラリウムワークショップ」 
 
ガラスのボトルに土や砂を入れて、苔や植物、オーナメントなどで作る、手のひらサイズ
の小さな植物園「テラリウム」。手軽にハンドメイドでき、おしゃれなインテリアとしても人
気。新しい生活のスタートを小さな緑で彩ってみては？ 
 
〔場所〕ルミネ北千住 10F 屋上 

〔日時〕3月18日（土）～3月20日（月・祝）11:00～16:00（所要時間20～30分程度） 

〔定員〕各日先着 40 名 

〔参加費〕税込 1,000 円（ルミネカード会員：税込 500 円） 

 

 

ルミネ大宮 「バスボム製造ワークショップ」（LUSH主催） 
 
豊かな香りに包まれるバスタイムで、心身をリラックスさせ心安らかな眠りへと誘
う人気のバスボム「トワイライトムーン」の手作り体験。お休み前に穏やかなひとと
きを過ごしたい人におすすめの香りをブレンド。 
 
〔場所〕JR大宮駅西口イベントスペース 

〔日時〕3月19日（日）13:00～16:00 

〔定員〕各回 6 名 ※事前申込制（店頭・電話にて） 

〔参加費〕税込 730 円 

 
 
 

 
  
ルミネ北千住 「RMKメイクアップレッスン」（イセタン ミラー メイク＆コスメティクス主催） 

 

シンプルなのにどこか印象的で、目もとを強調したメイクを得意とする RMK 専属メイクアッ

プアーティスト横内雄太氏が、お客さまに合ったメイクアドバイスをいたします。 

 

〔場所〕ルミネ北千住 3F イセタン ミラー メイク＆コスメティクス 

〔日時〕4月2日（日）11:00～20:00（所要時間45分程度、最終受付18:30） 

〔定員〕7 名 

〔申込〕3F イセタン ミラー メイク＆コスメティクス（03-5284-1580）にて事前予約 

〔参加条件〕RMK 製品を１品以上ご購入の方 
   
大船ルミネウィング 「パーソナルカラーセミナー」 
 
自分に似合う色を知り、ファッションやメイクアップなどのご参考に取り入れることで、
これまで以上におしゃれを楽しんでいただき、よりハッピーな毎日をお過ごしいただく
ワークショップを２種類開催！ 
 
①ファッションや生活に役立つカラー講座 
〔場所〕大船ルミネウィング 6F ルミネウィングサロン 

〔日時〕3月11日（土）11:00～11:30 

〔受付〕6F ルミネウィングサロンにて10：15～予約受付開始 先着80名さま 

〔参加費〕1,000 円 

〔条件〕ルミネカード会員限定 

〔参加特典〕館内のファッション・コスメ・雑貨ショップで税込 3,000 円以上のお買い物にご利用頂ける 

1,000 円チケットプレゼント。 

〔内容〕肌や目の色から、自分に似合うカラーをみつけます。 

Personal Beauty ワークショップ＆セミナー 
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②自分に似合う「パーソナルカラー」を知るグループレッスン 
〔場所〕大船ルミネウィング 4F エンハーブ前 

〔日時〕3月11日（土）13:00～／13:45～／14:30～／15:30～／16:15～（各回6名・30分） 

〔受付〕6F ルミネウィングサロンにて10：15～予約受付開始 先着30名さま 

〔参加費〕1,000 円 

〔条件〕ルミネカード会員限定 

〔参加特典〕館内のファッション・コスメ・雑貨ショップで税込 3,000 円以上のお買い物にご利用頂ける 

1,000 円チケットプレゼント！ 

〔内容〕少人数制で、直接講師からあなたに似合う色を診断。 

 

大船ルミネウィング 「春のオスカービューティーキャンプ」 
 
女性たち憧れの女優やモデルが多数所属する芸能事務所「オスカープロモーション」。あ
の女優やモデルたちが実践するビューティーレッスンが、大船ルミネウィングに登場！ 
笑顔のポイントや、美容と健康につながる姿勢、ポージングなど、即実践できるメソッドが
満載！ ファッションだけにとどまらない、トータルビューティーをめざすワークショップ。 
 
〔場所〕大船ルミネウィング 6F ルミネウィングサロン 

〔日時〕3月18日（土）14:00～（約60分、13:30開場） 

〔受付〕5F ルミネカードカウンターにて 3月9日（木）～ 先着50名さま（※店頭受付のみ） 

〔条件〕ルミネカード会員限定 

 
 
ルミネ北千住 「オリジナルハーブティー作り」（エンハーブ主催） 
 
体調や目的に合わせて、一人ひとりに合ったハーブ製品を幅広く提案する、カウンセリング・ハーブショップの
「enherb」主催のオリジナルハーブティー作りワークショップ。 
 
〔場所〕ルミネ北千住 10F 屋上 

〔日時〕3月18日（土）12:00～15:00（所要時間10分程度） 

※3月17日（金）も7F ビーカンパニー前スペースにて開催！ 

〔定員〕随時受付 

〔参加費〕税込 500 円 

 

 

 

 
  
ルミネ新宿 「コスメ下取りキャンペーン」 

 

わくわくして購入したコスメも、使い切っていないものも意外と多いのでは？ 
ルミネ新宿では、ドレッサーやメイクボックスに眠っている、不用となったコスメを 
下取りさせていただき、春コスメの購入にも使える500円OFFチケットをプレゼント！ 
 
〔場所〕ルミネ新宿 ルミネ2 2F ステュディオス前 

〔日時〕3月11日（土）～12日（日）11:00～19:00 

〔内容〕ご持参の不用になったコスメ１点につき500円分のショッピングチケットを

プレゼント 

※チケットは税込2,000円ごとのお買い上げで1枚ご利用可能（3月26日まで） 

※お 1 人さま３点まで。ルミネカードご提示で＋１点、ワンルミネをダウンロードの上、 

よく行くルミネに「ルミネ新宿」をご登録で＋１点、最大 5 点まで下取り可能。 

 

 

 

コスメ＆衣類 下取り＆買い替えキャンペーン 
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ルミネ北千住 「下取り＆買い替えキャンペーン」 

 

出番の少ない服やシューズを500円チケットと交換して、新しいアイテムを手に入れよう！ 
 
〔場所〕ルミネ北千住 10F屋上 

〔日時〕3月18日（土）～3月20日（月・祝）11:00～16:00 

〔内容〕ご持参の不要になった衣類やシューズ（レディス、メンズ、キッズ） 

１点につき500円分のお買い物券をプレゼント 

※チケットは税込5,000円ごとのお買い上げで1枚利用可能。3月18日（土）～31日（金）まで。 

※お 1 人さま 3 点まで。ワンルミネの画面を提示で＋1 点、最大 4 点まで。 

 

ルミネ大宮 「衣類下取りキャンペーン」 

 

秋冬衣料をお買い物券にかえて、かしこく春服ショッピング！ 
ご不要になった衣類を下取りさせていただき、 
1点につき500円分のお買い物券をプレゼント！  
 
〔場所〕JR大宮駅西口イベントスペース 

〔日時〕3月19日（日）、20日（月・祝）、25日（土）、26日（日） 

〔時間〕11:00～16:00  

〔内容〕ご持参の不要になった衣類１点につき、500円分のお買い物券をプレゼント 

※ルミネ大宮のファッション・雑貨ショップにて使用可（スターバックスを除く食品、飲食、サービスショップは
使用不可） 

※チケットは１レシート税込3,000円以上のお買い上げでご利用可能（3月19日（日）～4月30日（日）まで） 

※お 1 人さま 3 点まで。ルミネカードのご提示または、ワンルミネをダウンロードの上、よく行くルミネに「ルミネ大

宮」をご登録で＋１点、最大 4 点まで。詳しくは店頭リーフレットをご参照ください。 

 
 
  
ルミネ立川 「インテリアグッズ配送料無料キャンペーン」 

 

ルミネ立川の「無印良品」、「B-COMPANY」では、大きくて持ち帰れない家具や照明などのインテリアグッズを配
送料無料にてお届け！ そのほか素敵な新生活をはじめるための高感度なインテリアグッズなど、各ショップでこ
のシーズンだけの特別サービスやキャンペーンが目白押しです。 
詳しくはコチラ → http://www.lumine.ne.jp/tachikawa/topics/topics_details.php?article_no=3207 

 
 
 
 
 
 
 
 
ルミネ町田 「新生活グッズ配送料無料キャンペーン」 

 

ルミネ町田では、たくさん買っても、帰りは手ぶら！館内各ショップにて「ルミ
ネの無料配送サービス」を実施しています。館内１ショップにて3,000円以上
お買い上げごとに、1個口を無料にて配送いたします。 
家具や照明だけでなく、洋服や靴、バッグなどの雑貨まで無料配送にできる
ので、ON Time用も、OFF Time用も、まとめて新生活グッズを揃えられます。 
 

詳しくはコチラ↓↓ 
http://www.lumine.ne.jp/machida/topics/topics_details.php?article_no=3237 

新生活応援 配送料無料キャンペーン 

http://www.lumine.ne.jp/tachikawa/topics/topics_details.php?article_no=3207
http://www.lumine.ne.jp/machida/topics/topics_details.php?article_no=3237
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ルミネ各館では、新生活に向け、インテリアやファッション、コスメなど、いろいろ取り揃えたい春のお買い物シー
ズンに、お買い上げ金額に応じてお買い物券でキャッシュバックキャンペーンを実施し、新生活を応援します。 
 

ルミネ新宿 「ショッピングチケットプレゼントキャンペーン」 ※ルミネカード会員限定、当日入会もOK！ 
 
〔内容〕ルミネカードで税込5,000円以上のお買い上げで5,000円ごとに500円分のショッピングチケットをプレゼント！ 
※チケットは税込2,000円ごとのお買い上げで1枚ご利用可能（3月26日まで） 
〔期間〕3月18日（土）～3月20日（月・祝）11:00～22:00 
〔場所〕ルミネ1 5F ルミネカードカウンター／ルミネ2 2F ルミネカードカウンター 

 

ルミネ荻窪 「キャッシュバックキャンペーン」 
 
〔内容〕1レシートお買い上げ金額、税込10,000円ごとに500円分のショッピングチケットをプレゼント！（合算不可） 
※つり銭をお返しすることはできません。 ※ご利用は3月31日（金）まで。 
〔期間〕3月17日（金）～3月20日（月・祝） 
 

ルミネ全館 「ルミネカード入会＆アプリダウンロードキャンペーン」 
 
ルミネカードは、ルミネでのお買い物がいつでも5％OFFになるほか、様々なご優待サー
ビスがあります。また、ルミネからの情報を自分好みにカスタマイズし、まとめてチェック
できる無料アプリ「ONE LUMINE」とセットで使うとさらにおトクにお買い物をお楽しみいた
だけます。新生活の準備は、ルミネカード＆アプリ「ONE LUMINE」でおトクに！ 
 
【ルミネカード入会キャンペーン】 
「ルミネ商品券500円＋6,000円相当のビューサンクスポイント」GETのチャンス！ 
 
今！ルミネカードに店頭で入会すると、 
ルミネ商品券500円分と、2,000円相当のビューサンクスポイントをプレゼント！ 
さらに、入会後のご利用で最大4,000円相当のビューサンクスポイントをプレゼント！ 
 
★詳しくはコチラ↓↓↓

http://www.lumine.ne.jp/topics/topics_details.php?article_no=274 
〔期間〕 
ルミネ商品券プレゼント・・・3月31日（金）まで 
ビューサンクスポイントプレゼント・・・4月30日（日）まで 
※ルミネ商品券500円分は、ルミネカードカウンターでの入会申し込みの方限定。 

 
【無料アプリ ONE LUMINE ダウンロードキャンペーン】 
ルミネのアプリ「ONE LUMINE」をダウンロードの方に500円クーポンプレゼント！ 
 
さらにアプリのご利用で、ルミネでのお買い物や店舗へのチェックイン等でルミネマイルが貯ま
り、ルミネチケットのプレゼントなど、ルミネのお買い物をより一層お楽しみいただけます。 
 
※すでにダウンロードしている方も対象 
※クーポンのご交換/ご利用は 3 月 31 日（金）まで 
※お 1 人さま１枚まで ※１会計 2,000 円（税込）以上でご利用可能 
 

【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） 
「ルミネ荻窪」 Tel. 03-3393-3751（代表） 
「ルミネ立川」 Tel. 042-527-1411（代表） 
「ルミネ町田」 Tel. 042-739-3111（代表） 

「ルミネ北千住」 03-3888-7552（代表） 
「ルミネ大宮」 Tel. 048-645-1411（代表） 
「ルミネ大船ウィング」 0467-48-5000（代表） 

 

お得チケット＆ルミネカード入会キャンペーン 

http://www.lumine.ne.jp/topics/topics_details.php?article_no=274

