NEW

RENEWAL SHOP

&

この 秋 、新しく仲 間 入りしたショップと心 機 一 転リニューアルショップをご紹 介！

NEW

NEW
LUMINE1・5F

LUMINE2・2F（改札内）

無 添 加・無 着 色 、素 材にこだわった
アメリカンカジュアルをベ ースに 、

ふわふわのシフォン
生シフォン専門店。

その 時々のトレンドを 女 性らしく取り

こだわりの 大 山 生クリ
生 地 の 中に 、

入 れたストリートM I X カジュアルを

ームと自 家 製 カスタードをたっぷり

展 開しています。

詰め込んでいます。

RENEWAL

LUMINE1・1F

LUMINE2・3F

靴・カバン・傘修理、合鍵作成、時計

洋服のセレクトショップのような感覚で

電 池 交 換 など お 気 軽 にご 相 談

いろいろなテイスト＆アイテムが 探 せる

ください 。専 門 知 識と経 験 豊 富 な

下 着 屋さん。いつでも 新しい 、かわ

その場ですぐに対応させて
スタッフが、

いい が見つかるインナーウェアショップ

いただきます 。

の新しいカタチをご提案します。

LUMINE CARD ×

両方使ってお得にお買い物♪

al Open!
Renew

LUMINE CARD
● いつでも5%OFF!

● ルミネマイルが貯まる！

● 入会金無料

● 貯まったマイルでお買い物券をGET！

カード連携でもっとお得に！

● 年数回10%OFF!

● ルミネのネット通販
「アイルミネ」
で

● 初年度年会費無料

24時間ショッピング♪

● 即日発行

ダウンロードはこちらから

THE ALLEY

治一郎

and more...

LUMINE2・1Fにはテイクアウトで楽しめる
フードやスイーツが勢揃い！

LUMINE2・3F

カードカウンター

にて

お申し込み受付中！

フォローはこちらから

@ lumine_omiya
〒330-0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町630番地

TEL.048-645-1411(代)

EARLY AUTUMN

パーツ 別 で 選 ぶ 、
スキンケアアイテム
気 分 があがるジュエリー 特 集
今 季 注目アウター 買うなら今！
秋 の 模 様 替えはお 気 に 入りのインテリアで

RENEWAL

JRE POINT、Suica・定期券機能も付いたクレジットカードと、
ルミネマイルを貯めたり、最新情報がチェックできるスマホアプリをぜひこの機会に！

201 9

https://www.lumine.ne.jp/omiya

[ルミネお客さま電話相談室] 0120-639-004 (受付時間10:00〜18:00)
営業時間 (一部営業時間が異なる店舗がございます)／[ショッピング]10:00〜21:00(日曜日のみ 10:00〜20:30) [レストラン]11:00〜22:00(ラストオーダー21:30)
※価格は全て税抜価格です。 ※商品の画像は実際の色・柄・形と異なる場合がございます。 ※掲載商品は売り切れの場合がございます。
ご容赦ください。
※掲載商品の詳細は各ショップへお問い合わせください。 ※クレジット記載がない商品はすべて参考商品です。 ※写真はイメージです。
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パーツ別で選 ぶ 、
秋のスキンケアアイテム

LUMINE2・3F

キールズ

（左）紫外線で乾燥した肌を
しっかり潤しながら不要な
角 質 を 取り除 い た マ シュ
マロボディへ。
キールズ クレム ドゥ コール
ボディスクラブ SH（200ml）
3,800円

夏のダメージを受けた肌は
トラブルが 起きやすいシーズンに突入。

LUMINE1・3F

ザ・ボディショップ

（ 右 ）軽 い テクスチャーで
ベタつ か ずしっとりとした
仕上がりに。
キールズ クレム ドゥ コール
ボディオイル（175ml）3,700円

基礎から整え直してくれる優秀アイテムをご紹介！

日本に古くから伝わる美の智慧を
織り交ぜた、
カメリアオイルやシア
バター 配 合 のリッチな テクス
チャーのボディクリーム。
ジャパニーズ ベルベットモイス
チャークリーム（350ml）5,000円

LUMINE1・2F

LUMINE2・3F

LUMINE2・3F

アルビオンドレッサー

アットコスメストア

イセタン ミラー
メイク&コスメティクス

ボディの隅々までみずみずしくのび
広がり、
クリスタルのように輝くような
ツヤと透明感を与える。
〈アルビオン〉
ジュイール ホワイトニング
ボディミルク（300g）6,000円

24時間、肌を潤いで守る保湿美容液。外側の
膜から少しずつ美容成分を放出し、かさつく
肌をなめらかに。
〈コスメデコルテ〉
モイスチュアリポソーム
（40ml）10,000円／（60ml）13,500円

進 化した 発 酵 美 容 液 。スキンケア の
最 初 に使うことで み ずみ ずしく、輝き
溢れる肌へ。
【9/6（ 金）〜】
〈ランコム〉ジェニフィック
アドバンスト N（美容液）
（30ml）10,000円／（50ml）14,000円

アルガンオイルとアプリ
コットオイルをふんだん
に使用。保湿効果のある
ロバのミルクを加えて。
【数量限定】
オスマンサス
ボディミルク （200ml）
2,800円

LUMINE2・3F

コスメキッチン

プラスチック容器不使用。
新感覚の固形型で泡立ち
と洗い上がりの良さも魅力。
〈ethique〉
（左）
シャンプー バー ピンカ
リシャス（110g）1,980円
（右）
コンディショナー バー
ワンダーバー（60g）
2,100円

LUMINE2・2F

ロクシタン

24時間 ※もっちり潤うのにベタ
つ かない 。乾 燥 やストレスに
負けない輝くハリつや肌へ。

※24時間保湿持続試験済み
（ロクシタン調べ N=12）

【9/11（水）〜】
イモーテル プレシューズクリーム
（50ml）9,000円

LUMINE2・3F

キールズ

（左）ぴたっと吸いつくような程良いとろみ感が潤いを閉じ込める、高い保湿力が人気の化粧水。
キールズ IRS エッセンス ローション（200ml）5,100円
（中）
ビタミンCが角質層の奥深くまで届き、
ふっくらハリ感のあるなめらか肌に。
キールズ DS ライン コンセントレート 12.5C（50ml）8,800円
（右）塗って"任せて"おくだけのワンステップで、肌をトータルにケアできるクリーム。
キールズ クリーム SP（50g）7,800円

スペシャルケアで
補う

ワン
プラス
アイテム
デイリーケアにプラスして
肌や髪をより元気に。

LUMINE2・3F

FACE
CARE
CE
+1 FA

ダヴィネス

根元に軽さを残しながら、毛先
のまとまりや滑らかな指どおり
を叶えるヘアオイル。甘く華や
かな香り。
オイ オイル L（135ml）4,800円

LUMINE2・3F

サボン

E

CAR

RE
E CA

"美しさを生み続ける”新発想で
女 王 蜂 の パワーに着 目した 、
美への循環を促す濃厚美容液。
DHCクイーンオブセラム（90g）
8,000円

E

CAR

LUMINE1・3F

スキンフード

LUMINE1・3F

ディーエイチシー

インバス・アウトバスで自由自在な3つの使い方
ができる、1日中つややかな髪をキープする
ヘアマスク。
爽やかなグリーン・ローズの香り。
【8/29（木）〜】ヘアマスク 3in1 グリーン・
ローズ（200ml）4,400円

HAIR CARE
CE
+1 FA

C
+1 FA

LUMINE2・3F コスメキッチン

LUMINE2・1F

オゥパラディ

あらゆるくすみの原因をケアし、透明感のある肌に
導く高保湿パック。
日焼け後の肌の鎮静におすすめ。
〈F organics〉ブライトニングフェイスマスク
（1枚）800円／（6枚）4,000円

LUMINE2・3F サボン

CE
+1 FA

E

CAR

細かいスクラブ が毛穴の皮脂を取り除きつるりと
した肌へ導く。
ミントやレモングラスの香りで気分も
リフレッシュ。 フェイスポリッシャー（200g）4,444円

化粧水前の30秒でスキンケア
の効果もUPする魔法の導入
美容液。古い角質を取り除き、
生まれたてのなめらか肌へ。
専用コットン60枚付き。
ブラックシュガーパーフェクト
ファーストセラム ザ・エッセン
シャル（120ml）4,400円

IR
+1 HA

E

CAR

LUMINE2・2F

ロクシタン

ダメージ補修のために生まれ
た洗い流さないヘアトリート
メント。髪の内部にまで浸透
し触りたくなるうるツヤ髪へ。
ファイブハーブス リペアリング
インテンシヴオイル（100ml）
4,400円

JE

WELRY

にも
デイリーーンにも
シ
ル
マ
ー
フォ

LUMINE2・3F

スタージュエリー

一 粒ダイヤモンドを“月”で セッ
ティングしたデザイン。
シンプルで
飽きない美しさ。
Moon Setting
（左）Pt950 ピアス 73,000円
（中）K18YG ネックレス 34,000円
（右）Pt950 ネックレス 70,000円

お 気に入りのジュエリーで
気分があがる1日に。

LUMINE2・3F

サマンサティアラ

キラキラ輝く頑張っている人にこそ身につけて欲しい。

幸福を象徴するクローバーをあしらった、お守りジュエリーシリーズ。
K18WG×ダイヤモンド Samantha yuriasu
リング 73,000円／ピアス 80,000円／ネックレス 60,000円

プレゼントに最適な
自分へのご褒美や、
大人可愛いジュエリーをご紹介。

LUMINE2・3F

エテ

ダイヤモンドの粒子を
ちりばめたような繊細
な印象のネックレス。
K18YG ダイヤモンド
パーティクル 56,000円

LUMINE2・3F

スタージュエリー

※その他参考商品

4 石 のダイヤ モンドを 光 に
見 立 てた 存 在 感 あ ふ れる
デザインに。
K18YG Brightest Star
ネックレス 52,000円

には
縁の部分
曲線を
な
う
花のよ

LUMINE2・3F

4℃

ダイヤモンドの無垢な輝きのアーチ
が華やかで洗練されたデザイン。
Pt950 ダイヤモンド 4℃ White
Rainbow 115,000円

シーンを選 ばず 身につけられる

ザイン
ルデ
シンプ

Simple Design
LUMINE2・3F

エテ

クラシカルな格子柄に
メレダイヤをセット、奥
ゆかしい輝きを演出。
K18YG ダイヤモンド
ラティス 40,000円

LUMINE2・1F

ノワール ド プーペ

（左）
K10 グリーンサファイア リング 12,000円
（右）
ダイヤモンドが密集していてきらきら輝く、大人可愛いスタイル。
K10 ダイヤモンド リング 31,000円

LUMINE2・3F

アガット

シェルの文字盤やミルが
施されたコマベルトが美しい。
ダイヤモンド ジュエリーウォッチ 80,000円
※その他参考商品

ザイン
ーフデ
モチ

単
セット 品使いでも
使いで
もかわ
いい

Motif Design
オシャレにつけたい
印 象 的に、

LUMINE2・1F

LUMINE2・3F

サマンサティアラ

（写真右）
きらりと耳元を彩るダイヤモ
ンドも、
ハートの形で女性らしさをプラス。
K18SPG×ダイヤモンド パーフェクト
ハート インフィニティ ピアス 48,000円
（写真下）見る人すべてを魅了する、
黄金比率のパーフェクトハート。
K18SPG×ダイヤモンド パーフェクト
ハート インフィニティ
ネックレス（小）48,000円／ネックレス
（大）72,000円／リング 48,000円

幸
災いか 運を呼び、
ら守っ
てくれ
る石

LUMINE2・3F

アガット

爪が目立たずシルク
のような、なめらかな
表情のネックレス。
K 1 8×ダイヤ モンド
グリッタハート ネック
レス 62,000円

ノワール ド プーペ

（ 右 手 ／ 中 指 ）石 の 周りをカーブ で
包むことでやわらかな印象に。
K10 グリーンサファイア リング 12,000円
※その他参考商品

O

UT

ERWEA

R
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今季注目アウター 、
買うなら今！

ひと足お 先に、
秋のお 部屋に。

これからのシーズンに欠かせない

LUMINE2・西口別館 2F

ジャーナルスタンダード

JOU

L
RNA

LRIC

ウニコ［インテリア・生活雑貨］
TEL.048-658-0770

あなたにとっての「たったひとつの大切なもの」が
きっと見つかる。

しなやかな素材とファーのカラー変更でフェミニンさ
をプラスした、
タウン使いのできるダウンに。
〈WOOLRICH別注〉COCOON ESKIMO 133,000円

角に丸みをつけているので
子どもも安心のデザイン。
木目や 節など木の豊か
な表情を感じて。
ADDAY ダイニングセット
（ ダイニングテ ーブル・
チェア・ベンチ）142,600円

DUV

ETIC

LUMINE1・B1

ニトリ デコホーム［インテリア・生活雑貨］
ニトリお客様相談室 TEL.0120-014-210

暮らしのすぐそばで、スマートサイズの
ちょうどいい空間で、楽しい毎日をお届け。

MS

LUMINE2・2F

ビームス

LUMINE2・西口別館 2F
フードの内側に贅沢にあしらったラビットファーと、
コンパクトな着丈シルエットがポイント。
CARYSDUEをベースに別注オーダー。
〈DUVETICA〉ROISIN ダウンジャケット 128,000円

ロング丈のシルエットとコーデュロイの
切り替えで、
周りと差をつけた着こなしに。
〈レイ ビームス〉コーデュロイ 切り替え
トレンチコート 24,000円

物 使い
で 差を
つける！
LUMINE2・2F

ビームス

光沢のあるレザーに、
ゴールドの
チェーン使いが上品さを演出。
〈レイ ビームス〉
ガラス
レザーチェーンベルト
各7,800円

LUMINE2・2F

TO M

トゥモローランド

ORR

OWL

AND

毎年別注しているPOLITEAMAを、
コーディネートに
より取り入れやすいウール素材で。
TATRAS 105,000円

海辺の暮らしをイメージしたカジュアルシリーズ。
アカシア無垢材を贅沢に使用した質感
も楽しんで。 SWELLA ダイニングセット
（ダイニングテーブル・ベンチアーム・ベンチ
バックレスト）164,400円

LUMINE2・3F

上品なデザインのフレグランスで、
お部屋ごとに雰囲気を変えても。
アロマディフューザー フォレスト（80ml）各925円

お部屋の一角をすっきりと
みせるテレビ台と収納棚の
セット。
別売りパーツでお好み
のアレンジができる。
スタッキングキャビネット・
Cセット オーク材 76,759円

イエナ

一枚革の使い勝手のいい
トートバッグ"ベル"をミニ
サイズでご用意。
〈J&M DAVIDSON〉
BELLE MINI WITH
STUDS 140,000円

LUMINE2・5F

無印良品

［インテリア・生活雑貨］
TEL.048-658-5221

LUMINE2・1F

LUMINE2・2F

ビショップ

トゥモローランド

ロンドンのバッグブランド。上質な素材と
普遍的なデザインが魅力。
〈Mimi〉
HEBE ショルダーバッグ 各49,000円

アッシュ素材を使用した
フレームが特徴的な北欧
テイストのソファ。
シュリンプ2Pソファ
49,800円

A

ビューティ＆ユース ユナイテッドアローズ

秋 は小

BEA

ポップなカラーが際立つカジュアルな
ダイニングセット。
ピングーダイニングセット
（テーブル・
チェア・ベンチ）45,800円

LUMINE2・4F

LUMINE2・3F

Ray

毎日使うものだからこそ、
ベーシックな中に、ひとさじの遊び心を。

H

イエナ

アウターとしても、
ニットやTシャツの上から
羽織としても使える、
着まわし力抜群の一着。
ブークレ CPO シャツブルゾン 22,000円

TEL.048-647-3004

この秋イチオシのインテリアをご紹介。
WOO

ARD

LUMINE2・4F

ビー カンパニー［インテリア・生活雑貨］

そろそろお 部屋も模様替え。

人気ブランドのアウター 。
お 気に入りは早めにGETして。
D
S TA N

ERIOR
NT

RAISINモデルをベースにカラー別
注した、他にはない特別なバッグ。
ELLEME 55,000円

衣服、生活雑貨、食品という
幅広い品揃えで、
品質の良い商品を。

脚の高さや収納を好みに
合 わ せ て選 べる人 気 の
ベッドフレーム。

※マットレスその他は別売り。

ベッドフレーム・シングル
( 本 体・脚・ヘッドボード)
41,019円

シックなモノトーン調のクッション
カバーでお部屋を秋仕様に。
クッションカバー 各555円

