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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）が運営するルミネ各館では、ハロウィンキャンペーンを
実施いたします。 
ハロウィン限定メニューや、ハロウィンアイテムの手作りワークショッ
プ、館内でのお菓子のプレゼントのほか、フォトスポットの設置など、
みなさまの様々なハロウィンシーンを盛り上げてまいります。 
 
 
 
みんなで盛り上がるハロウィングッズやドリンクから、とっておきのルームウェアまでをワンストップで！ 
 
ルミネが運営するネット通販「アイルミネ」（https://i.lumine.jp/）では、「2017 ハロウィン特集」を実施いたします。 
アイルミネがセレクトしたハロウィンを盛り上げるアイテムを、「ハロウィンカラーのアイテム」、「おうちでハロウィン」、「ハロウ
ィン気分の雑貨」の３つのカテゴリーでご紹介いたします。今年のハロウィンの準備が、ワンストップで揃います。 
 
〔期間〕10月 12日（木）00:00～10月 31日（火）23:59 
 
「ハロウィンカラーのアイテム」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

オレンジ、パープル、ブラック・・・、仮装するのはハードルが高くても、
毎日のおしゃれに、ハロウィンカラーのアイテムを取り入れてみて
は？ 気軽に、簡単にハロウィン気分に。 

「おうちでハロウィン」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
ホームパーティーで飲みたい厳選のワイン、女性からの人気が高ま
っているりんごから造られるりんご酒のシードル、ハロウィンカラーの
食器やキッチングッズなどをご紹介します。 

「ハロウィン気分の雑貨」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
かぼちゃや、おばけのモチーフの雑貨たちは、1 点取り入れるだけで
もハロウィン気分を盛り上げてくれます。とっておきのルームウェアや
雑貨、キッズアイテムを特集。ホームパーティーがさらにハッピーに！ 
＊大人気の「ジェラートピケ」からは、ハロウィン限定アイテムを紹介します！ 

 
 
 
「パワーパフ ガールズ」コラボ HALLOWEEN PARTY & コスメ下取り & ワークショップ開催！ 

 
ルミネエスト新宿は、日本でも大人気のアメリカアニメ「パワーパフ ガールズ」とコラボ
レーションし、ハロウィンパーティを開催します。また、ハロウィンのショッピング時にもうれ
しい、「コスメ下取りキャンペーン」を同日に実施。このほか、Instagram 投稿キャ
ンペーンや、ハロウィンならではのワークショップも開催します。 
 
 詳しくはコチラ→  http://lumineest.com/halloween 

 
【パワーパフ ガールズがやってくる！】  
館内でパワーパフ ガールズを見つけて「トリック or トリート」
と呼びかけていただいたお客さまにプチギフトをプレゼント！ 
〔日程〕10月 21日（土） 
〔時間〕①12:00～ ②14:00～ ③16:00～ 

 
【コスメ下取りキャンペーン】 
ユーズドコスメ 1点あたり、ルミネエストで使える 500円のお買い物券をプレゼント！ 
ハロウィン用のメイクアイテムもオトクに買えちゃう！ 
〔日時〕10月 21日（土）12:00～18:00 ※最終受付 17:30 まで 
〔場所〕２F スターバックス横回廊 
※引き換えは、先着 1,000 個限定  
※おひとり様 2点まで受付可（ルミネカードのご提示でさらに１点引き換え可能） 
※おひとり様１回まで 

 
 
 

HALLOWEEN 2017 in LUMINE 
ハロウィンもフォト＆ムービージェニックに！ 

ルミネで揃えるホームパーティーからイベントアイテムまで 

ネット通販アイルミネ 
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【Instagram 投稿キャンペーン】 
ルミネエスト HALLOWEEN PARTY での素敵な写真に、「#ルミネエストハロウィン」を付けて
Instagramへ投稿していただいた方の中から、抽選で10名様に、ルミネエストで使える商品券
5,000円をプレゼント！ 
 
【ハロウィンワークショップ開催】 
＜ハロウィンワンポイントメイク・・・By ３F アトリエはるか プラス アイラッシュ＞ 
ハロウィンを盛り上げる、ワンポイントメイク体験をお楽しみいただきます。 
〔日時〕10月 21日（土）／14:00～16:00（おひとり様あたり 10～15分程度） 
〔場所〕ルミネエスト 8F ラウンジ 
〔申込／参加費〕先着順／税込 500円 ※最終受付 15:45 まで 

 
＜手作りハロウィンアクセサリーイベント・・・By 4F アトリエバイパーツクラブ＞ 
お好みのパーツを組み合わせてピアスやイヤリング、ネックレスなどをご自身でお作りいただくワークショップです。 
〔日時〕10月 21日（土）／13:00～16:00（おひとり様あたり 20～30分程度） 
〔場所〕ルミネエスト ８F ラウンジ 
〔申込／参加費〕先着順／税込 1,000 円～（材料費）※最終受付 15:30 まで 
 

 
 
 
プレゼント大放出！ルミネ立川「ハロウィンパーティー」を実施！ 

 
ルミネ立川はハロウィンシーズンに、”ハロウィンパーティー”と称し、「ウォーリーをさがせ！」とコラボレーションしたオリジナ
ルトートバッグをはじめ、たくさんのプレゼントをご用意し、35 周年の感謝の気持ちをこめてお客さまをお迎えいたしま
す。当日は、ハロウィン仮装でのご来館も大歓迎！ルミネ立川でハロウィンパーティーをお楽しみください。 
 
〔開催日程〕10月 28日（土）、10月 29日(日) 
〔場所〕ルミネ立川 館内 
〔条件〕「ルミネカード」またはルミネの公式アプリ「ワンルミ
ネ」のご招待画面をご提示でプレゼント 

※お一人さま１

日あたり 1回までお好き

なプレゼント企画にご参

加可能 

※先着順、数量限定 

 
同時に、抽選会も実施いたします。期間中
ルミネ立川館内で、当日ルミネカードで税
込 5,000円以上ご利用いただいたクレジッ
トレシートをご提示いただくと、お菓子やドリ
ンク、お買い物券等が当たる抽選会に、お

一人さま 1日あたり 1回までご参加いただけます。 
 

 
 
 
作って、買って、もらって、撮って楽しむ HAPPY HALLOWEEN ! 

 
ルミネ荻窪では、ハロウィンイベントで大活躍すること間違いなしのアイテムを作るワークショップや、館内でのキャンデ
ィやお菓子のプレゼントを実施します。期間中館内にはハロウィンならではのフォトスポットも登場します。お子さまや
お友達とともに、ハロウィンの準備から写真まで楽しめる施策を展開します。 
 
【ハロウィンワークショップ開催】 
＜ハロウィンフォトプロップを作ろう＞ 
Instagramや SNS用の写真をかわいくおしゃれに演出してくれる便利アイテムプロップス。 
パーティーや仮装フォトをかわいく彩ってくれるプロップスを作ります。 
〔日程〕10月 14日（土）、15日（日） 
〔時間〕11:00～18:00（所要時間：約 15～20分） 
〔場所／定員〕ルミネ荻窪５F イベントスペース／各日 40名 
〔参加費〕税込 500円 
 

＜ハロウィンキャットマスクづくり＞ 
ハロウィンの仮装に大活躍のネコのマスクを作るワークショップです。 
〔日程〕10月 29日（日） 
〔時間〕11:00～／12:30～／14:00～／15:30～（各回約 45分） 
〔場所〕ルミネ荻窪５F イベントスペース 

○C DreamWorks Distribution Limited 

ルミネ荻窪 

 

ルミネ立川 

 

＜ハロウィンパーティー当日のスケジュール＞ 

lumine_est 



〔参加費〕税込 1,500円 ※ルミネカード会員 1,000円 
 

【ルミネ荻窪限定スイーツ登場！】 
ルミネ荻窪 5F“和 café こころね”では、ルミネ荻窪限定スイーツを期間限定で提供中です。 

「北海道かぼちゃの葛プリン」税抜 528 円 
国産の本葛を使用したかぼちゃの葛プリンに、かぼちゃのシロップ煮とよもぎ大福をのせました。 

 
【合言葉でキャンディプレゼント！】 
1F インフォメーションでは、「トリック or トリート」の合言葉で、キャンディをプレゼントします！ 
〔日時〕10月 31日（火）10:00～21:00 
〔場所〕１F インフォメーション 
 

 
 
 
プレゼントやパーティーで盛り上がるハロウィン限定商品をご紹介！ 
 
ルミネ藤沢では、ハロウィンパーティを盛り上げるスイーツや、おもてなしや手土産にも
大活躍の限定アイテムを取り揃え、皆さまのお越しをお待ちしております。 
 
 北海道産くりりんかぼちゃのタルト 
（ラ・メゾン アンソレイユターブル パティスリー） 
1 ピース 税抜 740円／1 ホール税抜 6,659円  

 
 
 
 
 ハロウィン BOOK（湘南クリエイティブ・ガトー葦）税抜 2,315円 
 パンプキンポタージュグラタン（クイーンズ伊勢丹）税抜 328円 
 にぎり鮨セット ハロウィン（築地奈可嶋）税抜 630円 
 ハロウィンアレンジメント（フラワーショップマルヤマ）税抜 2,000円～ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【一般のお客さまからのお問合せ先表記】 
ルミネエスト新宿 Tel. 03-5269-1111（代表） 
ルミネ立川 Tel. 042-527-1411（代表） 
ルミネ荻窪 Tel.03-3393-3751（代表） 
ルミネ藤沢 Tel.0466-24-4000（代表） 
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大人気カスタマイズ型ピッツェリア 
 「800°DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA」 

10月限定「HALLOWEEN PIZZA」が登場！ 
 

  2016 年に NEWoMan 新宿のエキソトにオープンして以来大人気の、カスタマイズ型ピッツェリア「800°

DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA」（800°ディグリーズ ナポリタン ピッツェリア）から、ハロウィンシーズン限

定のフォトジェニックなピッツァが登場します。 

 

 

“白おばけ”や“コウモリ”がのった「ハロウィンピッツァ」 
カボチャやさつまいもがたっぷりのったスイーツピッツァ！ 

 
秋だけの優しい甘み HALLOWEEN PIZZA 

 「ハロウィンピッツァ」 1,600 円（税抜） 

 

10月 1日(日)から 10月 31日(火)までの期間限定で、

「ハロウィンピッツァ」が登場。 

通常のピッツァより少し小ぶりで優しい甘みのピッツァはお食

事後のデザートとしてはもちろん、ティータイムにもぴったり。 

 

800°DEGREES自慢のピザ生地を使ったカスタードクリー

ムベースのピッツァを焼き上げ、その上にココナッツオイルでロ

ーストしたカボチャやさつまいもを贅沢にトッピング。 

リコッタチーズを使った“白いお化けクリーム”、紫いもやカボチャを使った鮮やかな“ハロウィンカラーのクリーム”、さくさく

トルティーヤを型抜きした“黒いコウモリ”をあしらった、ハロウィン気分の盛り上がる限定ピッツァに仕上げました。 

思わず友達に教えたくなる、見た目もキュートな、秋の味わいがギュッと詰まった一品です。 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【800°DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA とは？】 

 
本格ナポリピッツァをカウンターサービスでカジュアルに楽しめるレストランで、シェフ兼創設者のアンソニー・キャロン氏が、

アメリカで 2012年にオープンしました。 NEWoMan新宿店はその日本 1号店として 2016年 4月 15日にオープ

ン。お客さま自身で 5 種類ベースピッツァと約 40 種類あるトッピングを自由にカスタマイズできるというスタイルが注目さ

れ、週末を中心にいまだ行列ができる人気店です。2017 年冬には南青山に 2 号店がオープン予定。 

 
■店名    800°DEGREES NEAPOLITAN PIZZERIA NEWoMan 新宿店 

（エイトハンドレッド ディグリーズ ナポリタン ピッツェリア） 

■住所     〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷 5-24-55  NEWoMan SHINJUKU 2F エキソト 

■営業時間  11：00～23：00（ＬＯ22:30） 

■定休日    不定休 

■ホームページ http://www.800degreespizza.jp/ 

http://www.800degreespizza.jp/

