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＜Press Release＞                              2017年７月 14日 

 

 

 
 

株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森本 雄司）は、ルミネ各館にて、６つの人気コスメ

ブランドの”ルミネ限定キット”を発売いたします。気温も高く、日差しの厳しいシーズンのセルフケアに大活躍のアイテムを

取り揃えました。 

 

 

 

 

また、期間中ルミネ各館では、肌や髪、ボディに関する夏のお悩み解決のヒントとなる「タッチアップイベント」や、「コスメ

の下取りキャンペーン」、「コスメのプチギフト」などを開催いたします。 

（詳しくはコチラ→http://www.lumine.ne.jp/） 

 

ルミネでしか買えない、人気コスメブランドのお得な限定キットの展開のほか、「タッチアップイベント」など、暑い夏も、お

得に楽しく、涼しく、コスメが充実したルミネでショッピングをお楽しみください。 

 
 
 

 
【ブランド】 ・ジョンマスターオーガニック セレクト ・ロクシタン   ・コスメキッチン ビープル バイ コスメキッチン 

・ポール ＆ ジョー           ・SABON    ・キールズ 
【発売日】 2017年 7月 13日（木）（※数量限定。なくなり次第終了となります。） 
 
※限定キットの他、各館にて、「タッチアップイベント」や、「コスメの下取りキャンペーン」、「コスメのプチギフト」などを開催
いたします。（詳しくは各館ホームページをご覧ください、→ http://www.lumine.ne.jp/） 

 
 
 ジョンマスターオーガニック セレクト  

 
サマーシャイニーヘアケアキット･･・・・・・・・・・・・・・・・・・・・税抜\5,500 
 
紫外線やエアコンによる乾燥など、髪のダメージが気になるシーズンにピッタリ
のキットがルミネ限定で登場！ 
 
ひと吹きで指どおりの良い髪へと導くトリートメントミストの現品と、人気のシ
ャンプーとコンディショナーのミニサイズ、オリジナルのコームがポーチにイン。 
 
〈セット内容〉 
G&C リーブインコンディショニングミスト 125ml、S＆M スキャルプシャン
プー 60ml、L＆A インテンシブコンディショナー 60ml、 
コーム、オリジナルポーチのセット 
〈取り扱い館〉 
ルミネ新宿／ルミネ有楽町／ルミネ立川／ルミネ町田／ルミネ大宮／ 
ルミネ横浜／大船ルミネウィング 

 

夏コスメはルミネで！ 

6大人気コスメブランド ルミネ限定キット登場！ 
 

6 大人気コスメブランド限定キット詳細 
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ロクシタン 
 

スキンケア 「イモーテルサマーキット」(左)･･･････････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・税抜\6,500 
ヘアケア 「ファイブハーブスサマーキット」（中）･････・･････・･･･・･････・････・・・・･・･・････税抜\5,000 
ボディケア 「ヴァーベナサマーキット」（右）・・･･･････････････････････・・・・・・・・・・・・・・・・税抜\5,500 

 
ロクシタンからは、スキンケア、ヘアケア、ボ
ディケアに特化した 3 種の限定キットがお
目見え。 
透明感のある肌を目指す「イモーテル」の
ベーシックケアが試せるスキンケアキット、天

然のエッセンシャルオイルをブレンドした「ファイブハーブス」のヘアケアキット、人気シリーズ「ヴァーベナ」のシャワージェ
ルとひんやり感が心地よいハンドクリームのボディケアキット。 
〈セット内容〉 
・イモーテルサマーキット（イモーテル エクストラフェースウォーター 200ml、同インテンスクレンジングフォーム 
50ml、同プレシューズクリーム 8ml のセット） 
・ファイブハーブスサマーキット（ファイブハーブス リペアリング シャンプー 75ml、同コンディショナー 75ml、同ヘア
オイル 100mlのセット） 
・ヴァーベナサマーキット（ヴァーベナ ボディアイスジェル 250ml、同アイスハンドクリーム 30ml、同タオレッツ 
1pcs のセット） 

〈取り扱い館〉 
ルミネ新宿／ルミネ有楽町／ルミネ北千住／ルミネ立川／ルミネ町田／ルミネ大宮／大船ルミネウィング 

 
コスメキッチン ビープル バイ コスメキッチン 

 
F organics ルミネ限定キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・税抜\7,200 
 
コスメキッチンで人気 No.1 を誇るオーガニックスキンケアブランド、F organics
から、人気アイテム 3 点がセットになったお得なキットが登場！ 「モイスチャーロ
ーション」、「モイスチャーミルク」、「モイスチャーフェイスマスク」の3ステップで、乾き
がちな夏の肌にみずみずしいうるおいをチャージ。 
 
〈セット内容〉 
F organics モイスチャーミルク 120ml、同モイスチャーローション 150ml、同
モイスチャーフェイスマスク 1枚 

〈取り扱い館〉 
ルミネ新宿／ルミネエスト新宿／ルミネ有楽町／ルミネ北千住／ルミネ池袋／ルミネ立川／ルミネ荻窪／ルミネ
大宮／ルミネ横浜／ニュウマン新宿 

 
ポール ＆ ジョー 

 
Let's Cool Beauty キット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・税抜\5,800 
 
紫外線をカットしながら、みずみずしい感触でうるおいに満ちたツヤ肌に導く美容液ファン
デーション「エクラタン ジェル ファンデーション Ｎ」が主役。こちらの現品に、見るたびに癒
される愛らしい猫モチーフのハンカチを添えて。 
サマーシーズンを涼やかに乗り切るクールビューティを叶える限定キット。 
 
〈セット内容〉 
エクラタン ジェル ファンデーション Ｎ SPF25・PA++ 全 5 色の中からお好きな色をセ
レクト、ハンカチ 
 
〈取り扱い館〉 
ルミネエスト新宿／ルミネ立川／ルミネ横浜（ザ コスメティック テラス プリエ） 
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SABON 
 
Dead Sea Beauty kit デッドシー・ビューティー・キット・・・・・・・税抜\7,870 
 
イスラエル発のバス＆ボディケアブランド、SABON から、死海の塩をベースにした人気
No.1の「ボディスクラブ」と、乾いた夏のボディをみずみずしくうるおす「シルキーボディミル
ク」の限定キットが登場！ 
香りは、パチュリ・ラベンダー・バニラ、デリケート・ジャスミン、マンゴー・キウイの 3 種類の
セットをご用意。 
 
〈セット内容〉 
ボディスクラブ L 600g とシルキーボディミルク 200ml 
※香りは上記３種類の中から好きなものをセレクト 

〈取り扱い館〉 
ルミネ新宿／ルミネ有楽町／ルミネ北千住／ルミネ池袋／ルミネ町田／ルミネ大宮／ルミネ横浜／大船ルミネウィング 

 
キールズ 

 
スマートうるおいセット・・・･･････・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・税抜\2,800 
 
ほんのり色づいた柔らかリップに整える人気のリップトリートメントと、指先までしっとりうる
おいを届けるハンドクリームの限定セット。 
リップトリートメントは唇本来の色になじんでナチュラルに血色感を演出。 
毎日持ち歩きたくなるロゴ入りクリアポーチつき。 
 
〈セット内容〉 
バタースティック リップ トリートメント 4g、ハンド クリーム GF 29.5g、 
オリジナル ミニポーチ 
〈取り扱い館〉 
ルミネ新宿／ルミネ有楽町／ルミネ池袋／ルミネ立川／ルミネ大宮／ルミネ横浜 
 
 

 
 

 
 
ルミネ各館では、肌や髪、ボディに関する夏のお悩み解決のヒントとなる「タッチアップイベント」や、「コスメの下取りキャンペ
ーン」、「コスメのプチギフト」などを開催いたします。 
 

 
【ルミネ新宿】 

海外セレブに愛される UK 発ファ
ッションネイルブランド。120 色以
上のラインナップとともにマニキュア
リストによるネイルバーを併設し、
気軽にカラーチェンジ！ 
↓↓↓ 
http://www.lumine.ne.jp/shi
njuku/ 

 
【ルミネエスト新宿】 

「ルミネエストの夏コスメ♪」キャン
ペーンを実施。 
夏イベントを盛り上げるイチオシコ
スメをご紹介。↓↓↓ 
http://www.lumine.ne.jp/es
t/topics/topics_details.php?a
rticle_no=3458 

 

 
【ニュウマン新宿】 

4月にオープンした「ミニラボ バイ 
ビオトープインク」。ミニマム・シン
プルな生き方を提案するコンセプ
トストアに注目！ 
↓↓↓ 

http://www.newoman.jp/topic/topics_details.php?art
icle_no=424 
 

 
【ルミネ有楽町】 

ルミネ有楽町の web マガジンが
オープン！コスメショップが充実し
ているルミネ有楽町ならではの
HOTなコスメ情報をご紹介。 
↓↓↓ 
 

http://www.lumine.ne.jp/yurakucho/styleweb/ 
 

ルミネ各館にてコスメキャンペーン開催！ 

http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/
http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/
http://www.lumine.ne.jp/est/topics/topics_details.php?article_no=3458
http://www.lumine.ne.jp/est/topics/topics_details.php?article_no=3458
http://www.lumine.ne.jp/est/topics/topics_details.php?article_no=3458
http://www.newoman.jp/topic/topics_details.php?article_no=424
http://www.newoman.jp/topic/topics_details.php?article_no=424
http://www.lumine.ne.jp/yurakucho/styleweb/
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【ルミネ池袋】 

キールズでは、過酷な夏を乗り切るための
「夏の肌悩みカウンセリング」を実施。サンプ
ルのご用意もあるのでお気軽に店舗へ！ 
↓↓↓ 

http://www.lumine.ne.jp/ikebukuro/topics/topics_d
etails.php?article_no=3455 
 

 
【ルミネ荻窪】 
日焼けやテカリなど、夏のお悩みに合わせ
たとっておきのレスキューコスメを各ショップ
よりご紹介。 
↓↓↓ 
http://lumine.webcatalog.jp/ogikubo
_cosme2017summer/ 

 
【ルミネ立川】 

コスメキッチンやジョンマスターオーガニック、
キールズ、ポール ＆ ジョー にて、限定イ
ベントやサンプルプレゼントを実施。 
↓↓↓ 
http://www.lumine.ne.jp/tachikawa/ 

 
【ルミネ北千住】 

ガール世代に人気の SABON
やコスメキッチンなど 20 店舗の
コスメショップが充実。夏を楽し
く過ごすための最旬コスメを発
信中。 

↓↓↓ 
http://lumine.webcatalog.jp/kitasenju2017summer
wishrist/ 
 

 
【ルミネ町田】 
1Fのコスメショップがニューオープン。それを記
念して、人気コスメが抽選で当たるインスタ
グラムフォトキャンペーンを開催中。 
↓↓↓ 
http://www.lumine.ne.jp/machida/topic
s/topics_details.php?article_no=3412 
 

 
【ルミネ大宮】 
7月17日（月・祝）～7月27日（木）
はコスメ WEEK。各ショップでタッチアップやお
手入れイベントなど夏を楽しむ企画が盛りだ
くさん！ 
↓↓↓ 
http://www.lumine.ne.jp/omiya/topic
s/topics_details.php?article_no=3446 
 

 
【ルミネ横浜】 

この夏イチ押しのコスメセットをたっぷりお届
け。7 月の 3 連休はタッチアップイベントや
サービスショップによるイベントも開催！ 
↓↓↓ 
http://www.lumine.ne.jp/yokohama/ 

 
【大船ルミネウィング】 

8 月 5 日（土）・6 日（日）限定
で、コスメ下取り＆買い替えキャンペー
ンを実施。￥500 券にチェンジして、
最新コスメアイテムを賢くGETしよう！ 
↓↓↓ 

http://www.lumine.ne.jp/luminewing/topics/topics
_details.php?article_no=3456 
 

 
 
 
 

 
 

【一般のお客さまからのお問合せ先表記】 
 

ルミネ新宿 03-3348-5211（代表） 
ルミネエスト新宿 03-5269-1111（代表） 
ニュウマン新宿 03-3352-1120（代表） 
ルミネ有楽町 03-6268-0730（代表） 
ルミネ池袋 03-5954-1111（代表） 

ルミネ荻窪 03-3393-3751（代表） 

 

ルミネ立川 042-527-1411（代表） 

ルミネ北千住 03-3888-7552（代表） 

ルミネ町田 042-739-3111（代表） 

ルミネ大宮 048-645-1411（代表） 

ルミネ横浜 045-453-3511（代表） 

大船ルミネウィング 0467-48-5000（代表） 
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