
  

＜Press Release＞                 2018 年 11 月 13 日 

ルミネ各館で Xmas プレゼント・ワークショップキャンペーン開催！ 

HAPPY HAPPY HAPPY END LUMINE CHRISTMAS 2018 
新宿駅東口広場にルミネエスト新宿 Xmas イルミが登場！ 

 
株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社⻑：森本雄司）は、

クリスマスシーズンに向けて、「HAPPY HAPPY HAPPY END LUMINE 
CHRISTMAS 2018」キャンペーンを実施します。”１年の終わり（エンディング）
にあるクリスマスを「ハッピーエンドにしませんか。」”をテーマに、ルミネを”どんな出来
事もハッピーに変えてくれる「ハッピーエンド」を生み出す工場”に⾒⽴て展開します。  
〔期間〕 2018 年 11 月 13 ⽇（⽕）〜12 月 25 ⽇（⽕） 
〔特設サイト〕 http://www.lumine.ne.jp/christmas2018/  
今回のビジュアル制作には、注目のデジタルアーティスト豊田 遼吾氏

(P.I.C.S.management 所属)を起用し、メインビジュアルから館内装飾、web サイト等にて、その世界観を表現し、み
なさまに HAPPY END をお届けします。 
また、ルミネエスト新宿は、街がもっともきらめくクリスマスシーズンに、ルミネ史上はじめて、JR 新宿駅東口広場にて”クリ

スマスイルミネーション＆クリスマスマーケット”を開催します。期間中、会場には、クリスマスの装飾がほどこされ、期間限
定の幻のパティオとなり、新宿のクリスマスシーンに彩りを添えます。 

ルミネ各館では、クリスマスオーナメント作りなどのワークショップや、心ときめくプレゼントキャンペーン等を実施いたします。 
 

 
＜ルミネエスト新宿＞ JR 新宿駅東口広場にメリーゴーランド＆クリスマスマーケット登場！ 

 
クリスマスムードが高まる 12 月、ルミネエスト新宿は、ルミネ史上はじめて JR 新宿駅東口広場
をクリスマス色に装飾し、新宿の街のクリスマスを盛り上げます。 
期間中、広場には幻想的な灯りが灯されたメリーゴーランドも登場し、クリスマスムードに包まれた特
別なひと時をお過ごしいただけます。クリスマスの時期には、欧米のクリスマスマーケットを想起させる小さ
なクリスマスショップも出店し、クリスマスグッズや、あたたかなドリンクなどが並び、メリーゴーランドに実
際にご乗⾞いただくこともできます。期間限定の幻のパティオが特別なクリスマスシーンを演出します。  
 

〔装飾期間〕 12 月 1 ⽇（⼟）〜25 ⽇（⽕） 
〔営業時間〕 12:00〜20:00 
〔マーケット出店⽇／メリーゴーランド稼動⽇〕22（⼟）〜25 ⽇（⽕） 

出店者：STOCKHOLM ROAST TOKYO (ドリップコーヒー)／
BROOKLYN RIBBON FRIES (ホットドリンク)／ハルカゼフ
ラワー (ドライフラワー等)／KOPI PANAS (クリスマス人形) 

※マーケットの出店⽇は変更になることがあります。 
※メリーゴーランド乗⾞、マーケット開催は、天候により中⽌になることがございます。 

   
 
ルミネ各館でプレゼントキャンペーン実施！  

■＜ルミネエスト新宿＞ 映画「グリンチ」×ルミネエスト新宿 コラボキャンペーン実施  
ルミネエスト新宿では、クリスマスシーズンに合わせて、”映画「グリンチ」×ルミネエスト新宿”
コラボキャンペーンを実施します。期間中、館内の装飾にグリンチが登場するほか、心も身
体もあたたまるスペシャルギフトをプレゼントいたします。  
〔期間〕11 月 13 ⽇（⽕）〜12 月 25 ⽇（⽕） 
〔応募方法〕１レシート税込 7,000 円以上お買い上げのお客さまに、ショップより応募券

を１枚進呈。必要事項をご記入の上、1F インフォメーション横の応募 BOX にご投函。 
 
 
 
 
 
 
 
 



■＜ルミネ池袋＞ 2018 年の BAD を HAPPY に CHANGE する”HAPPY MAKER”登場！ 
 
ルミネ池袋は、クリスマスシーズンに合わせ、お客さまに HAPPY を
お届けする工場をモチーフとしたクリスマス装飾を展開します。 
期間中、2018 年の「BAD」な思い出を小さな「HAPPY」に
CHANGE する”HAPPY MAKER”が登場します。 
 
 
 

〔設置期間〕11 月 15 ⽇（木）〜12 月 25 ⽇（⽕）の営業時間内 
〔参加方法〕 
”BAD カード”に、今年 1 年の「BAD」な出来事を思い出しながら、「HAPPY になれ！」と念じて HAPPY MAKER
のローラーにセットし、光るボタンを押すと、”BAD カード”が光とともに輝き、カプセルに入った”HAPPY”が出てきます。
カプセルから「当たり」がでたら、B1 のインフォメーションカウンターにてプレゼントと引き換え。 

 
■＜ルミネ新宿＞ HAPPY HAPPY HAPPY END になるクリスマスショッピングをしよう！キャンペーン実施 
 
今年を締めくくるクリスマスのお買い物をシェアして応募するプレゼントキャンペーンを実施します。 
プレゼントには、人気スタイリスト木津明子氏が館内で選んだおすすめギフトをご用意しました。 
 
〔実施期間〕11 月 13 ⽇（⽕）〜12 月 25 ⽇（⽕） 
〔参加方法〕期間中、館内にてルミネカードで税込 3,000 円以上お買い上げいただき、特設

web サイトの応募ページにプレゼントを購入した時の思い出を投稿して参加。 
〔特設サイト〕 http://www.lumine.ne.jp/shinjuku/christmas/ 
 
 
 
■＜ルミネ有楽町＞ Happy Holiday Gift キャンペーン実施 
 
ルミネ有楽町では、この冬大活躍まちがいなしのステキなアイテムがあたる「Happy Holiday 
Gift キャンペーン」を実施します。トゥモローランドの「OAD NEW YORK バッグ」や、RMK の「ルミ
ネ有楽町限定コスメセット」など、豪華賞品をご用意しております。 
 
〔期間〕11 月 13 ⽇（⽕）〜12 月 25 ⽇（⽕） 
〔応募方法〕館内にてルミネカードで１会計税込 10,000 円以上お買い上げのレシートを 

ルミネ 1 7F のルミネカードカウンターにお持ちいただくと、抽選に参加することができます。 
 
 
 
■＜ルミネ大宮＞ クリスマスツリーに飾られているコスメやお菓子をプレゼント！ 
 
ルミネ大宮では、「LUMINE OMIYA CHRISTMAS HAPPY GIFT」を実施し、クリスマスツリーに飾
られているコスメやお菓子をその場でプレゼントします！ 
 
〔実施⽇／時間〕12 月 8 ⽇（⼟）、9 ⽇（⽇）／12:00〜17:00 ＊なくなり次第終了 
〔参加方法〕当⽇お買い上げ⾦額税込 3,000 円以上のレシート１枚で 1 回参加可能。（おひとりさま
１回ご参加いただけます） 
コスメ、お菓子の中から抽選でお好きなものをプレゼントいたします。 

※写真はイメージです 
 
 
■＜ルミネ⽴川＞ イラストレーターnaohiga 描きおろしルミネ⽴川限定クリスマスカードプレゼント！ 
 
ルミネ⽴川では、クリスマス気分を盛り上げる、今注目のイラストレーターnaohiga さんの
描きおろしの「⽴川限定クリスマスカード」をプレゼント！（詳細は web へ） 
 
〔期間〕12 月 1 ⽇（⼟）〜25 ⽇（⽕） 
〔参加方法〕期間中、館内の物販・サービス（飲食・食品を除く）にて、１レシート税

込 5,000 円以上ご購入のお客さまに「ルミネ⽴川限定クリスマスカード」をプレゼン
ト。（※先着順、なくなり次第終了） 

〔ルミネ⽴川 web サイト〕 http://www.lumine.ne.jp/tachikawa/ 
 
 
 



■＜ルミネ横浜＞ ⾃分へのご褒美、大切な⼈へギフトをご購⼊の⽅に抽選でスペシャルな体験プレゼント！ 
 
ルミネ横浜では、⾃分へのご褒美、大切な人へのギフトをご購入の方に、抽選で、温
泉宿泊ペアチケットや、ロイヤルウィングディナーバイキングペア券など、スペシャルな体験
をプレゼントします！ 
 
〔期間〕11 月 23 ⽇（⾦・祝）〜12 月 25 ⽇（⽕） 
〔応募方法〕期間中、館内で、ファッション・雑貨を税込 5,000 円以上お買い上げの

お客さまに、ルミネのアプリ「ONE LUMINE」秘密の特典コードをプレゼント。 
特典コードを入⼒した方の中から抽選でスペシャル体験をプレゼントします。 

 
〈A 賞 天翠茶寮ペア宿泊券イメージ〉   

 
ルミネ各館でワークショップやクリスマスイベントを実施！ 

 
■＜ルミネ荻窪＞クリスマスワークショップ ＆ SANTA GREETING を実施！ 
 
ルミネ荻窪では、クリスマスにピッタリな焼き菓子やお花の販売、オーナメントづくりのワークショップ
など、クリスマスを楽しむマーケットを開催します！このほか、サンタ GREETING や、屋上のラ
イトアップ WINTER ROOFTOP ILLUMINATION を実施します。（詳細は web へ） 
 
〔ルミネ荻窪 web サイト〕 https://www.lumine.ne.jp/ogikubo/ 

CHRISTMAS MARKET 開催：12/15（⼟）、16（⽇）12:00〜18:00 
ワークショップ①：12/2(⽇)「フォカッチャとクリスマスサブレを作ろう」 
ワークショップ②：12/8(⼟)、12/11(⽕)「クリスマスオーナメント作り」 by Tammy’s Treats 
SANTA GREETING :12/23(⽇)12:00〜、14:00〜、17:00〜 
WINTER ROOFTOP ILLUMINATION：11/13(⽕)〜12/25(⽕) 

 
■＜ルミネ池袋＞クリスマスワークショップ開催 
 
ルミネ池袋では、クリスマスにピッタリのおしゃれなワークショップを開催します。（詳細は web へ） 
 
〔ルミネ池袋 web サイト〕 https://www.lumine.ne.jp/ikebukuro/ 
①スタンプでデコレーションカード作り：11/23(⾦・祝)13:00、14:00、15:00、16:00、17:00 
＜参加費>税込 2,000 円 ＜所要時間＞約 60 分 
オリジナルスタンプやラインストーン、ウッドパーツ等のコラージュ素材を使い、オーナメントやクリ
スマスカードを作ります。 

②フレッシュグリーンの Xmas スワッグ作り：11/24（⼟）、25（⽇）、12/1（⼟） 
＜参加費＞税込 2,000 円 ＜所要時間＞20 分 
花材選びから楽しめる、フレッシュグリーンの香りも嬉しいスワッグのワークショップ。 

③4 種のグリーンを使った Xmas リース作り：12/2（⽇） 
＜参加費＞税込み 2,000 円 ＜所要時間＞約 30 分 
冬の訪れを楽しめるクリスマスリースを作ります。市販のリースにはない、花屋が作るナチュラルなリース作り体験。 

 
■＜ルミネ北千住＞クリスマスワークショップ開催 
 
ルミネ北千住では、「クリスマスビューティフェスティバル」と題し、クリスマスに向けて、からだの
内側からの⾃分磨きに着目した、様々なワークショップを開催予定です。（詳細は web へ） 
 
〔ルミネ北千住 web サイト〕 https://www.lumine.ne.jp/kitasenju/ 
①ザ・ボディショップ： 
クリスマス限定ベリーの香りを使った、洗って・磨いて・潤す無料ハンドトリートメント体験会 

②スキンフード： 
⿊糖スクラブと⽇本未発売のいちごパック体験 

③マリークワント： 
クリスマスコフレ（メークセット・スキンケアセット）を使用したタッチアップや簡単なお直し 

④クリスマスハーバリウムボトル作り：  
＜参加費＞税込 2,500 円 ※各回 25 本限定 
 
 
 

 
【一般のお客さまからのお問い合わせ先表記】  

ルミネエスト新宿 03-5269-1111（代表） ルミネ池袋 03-5954-1111（代表） ルミネ新宿 03-3348-5211（代表）    
ルミネ有楽町 03-6268-0730（代表）     ルミネ大宮 048-645-1411（代表）  ルミネ⽴川 042-527-1411（代表） 
ルミネ横浜 045-453-3511（代表）     ルミネ荻窪 03-3393-3751（代表）   ルミネ北千住 03-3888-7552（代表） 

 


