香りを楽しむ

コンビネーション
期間限定 shop 2 / 1 - 2 / 14

DEAN & DELUCA
トレイルミックス
¥900

この胸の高鳴りは恋？それとも…

チョコレートは

恋の媚薬？
！

LUMINE 2・2 F

カカオ

が入ったミックス。チョコレートと共に、
ワ
インとも相性がいい商品。

口溶けにこだわったとろけるアロマ
生チョコにフレッシュないちごを
たっぷり練り込みました。
（LUMINE1・B2）
でも、
※通常ショップ

LUMINE 2・2 F

コンパーテス

ハリウッドセレブ御用達ブランドコ
ンパーテスで、1 番人気のラブフ
ルーツを量り売り。

販売しています。

催事会場のみとなります。
※量り売りは、
通常ショップ（ LUMINE1・B2 ）では、
パッケージ入りの販売となります。

中身が選べる！
ドライフルーツ&ナッツの
ギフトセット ¥3,250

バレンタインは特別な日。チョコレートの芳香な香りと一緒に、
いつもと違う私を演出する華やかな香りをまとって。

LUMINE 1・6 F

ファーイースト バザール
エキゾチックな味と色、香りが詰
まったギフト。全 20 種類の中から
選べます。

バラの華やかさと甘いベリーが絶妙に香る、
魅惑的で印象的な甘く気高さのある香り。

ウィンター ベリー オードパルファム
15ml ¥2,600 30ml ¥3,600 60ml ¥4,500

①

ショコラからり ブラック
¥463

LUMINE 1・4 F

あおざしからり

ジミー チュウ フィーバー
オードパルファム
60mL ¥11,200

LUMINE 2・2 F

LUMINE 2・2 F

カルメロショコラティエ

カルメロチョコレート、
１５種類、
３０個のセット。すべてのフレー
バーを贅沢に詰め込みました。

プチ ジャルダン デ パルファム
香ばしいローストアーモンドと、
とろ
けるように芳醇なブラックプラムネ
クターの甘い香りのフレグランス。

①コーチ オードパルファム
②コーチ フローラル オードパルファム

50mL ¥9,000

LUMINE 2・2 F プチ ジャルダン デ パルファム

①ニューヨークシティの沸き上がるエネルギーと
シックなダウンタウンスタイルからインスパイア
された、
フロリエンタル・フルーティの香り。
に
②コーチの人気コレクション
「ティー ローズ」
インスパイアされたフレグランス。

チョコレートの香りがふくらむ

LUMINE 1・1 F

猿田彦珈琲 と ティキタカ
アイスクリーム のお店

ヴィノスやまざき

滑らかで上品なコーヒー。お気に
入りのチョコレートと一緒に、
至福
なひと時をお楽しみください。

完熟した洋ナシや蜂蜜のような濃
厚な甘さとキャラメルのようなとろ
みがあり、
食後酒に最適。

LUMINE 1・B 2

期間
限定

東京ミルクチーズ工場
エスプレッソをきかせた生地にマスカルポーネ
チーズのプレートをサンドしたクッキー。ティラミス
ケーキを凝縮させたような濃厚な味わい。

mend!
ecom本命のカレや大切な人へ…センスを感じさせるバレンタインギフト

③

赤ワインをモチーフにした香りは、
ストロベリーとブラックベリーを
基調にシトラスのアロマが調和。日々の生活にやすらぎを与えます。

New

サークルクロニクルズ

①レットイットゴー サークル
（2/1 新発売）
②ピュアネス サークル
③ウェイクアップ サークル ¥1,000
LUMINE 1・3 F ダヴィネス
小さくて持ち運びも便利、
3〜4回の使いきりサイズという新発想

モロゾフ

パープルの2段詰めのキューブ型ボックス
に、
『 幸運・飛躍』
のメッセージとラッキー
モチーフのチョコレートをアソート。

アタッシェ ドゥ イデー

LUMINE 1・3 F

ジョンマスター
オーガニック セレクト

柑橘系の香りが爽やかなリップクリーム。
ベタつかないので口紅の下地としても最適。

LUMINE 2・2 F

ザ・ランドレス

「LE LABO」
の香水 ローズ31との
コラボ洗剤。
カーテンやラグ、
ベッド
リネンなどを洗えばお部屋に贅沢
なバラの香りが広がります。

CLAYD BODY
TREATMENT SERUM
¥8,950
LUMINE 1・5 F

テネリータ

ミネラル豊富なクレイとシアバターを贅沢
に使用。塗ってから約 30 秒後にサラッと
変化し、
お肌にツヤと透明感が生まれます。

カワイさにときめく ♡ ご 褒 美 チョコ

giraffe定番のカラーチップタ
イプのネクタイを、giraffeロ
ゴの柄の缶パッケージ
（限定
品）
に入れてプレゼント！

プロスノーボーダーのJussi
Oksanenが立ち上げたブラ
とコラボしたステ
ンド
「mizu」
ンレスウォーターボトル。

シャンプー・シャワーオイル・アフター
シェービングクリームの3点がセット
になったジェントルマンキット。
上品なシトラスベースの香り。

ベルト部分は、
Natoベルトを
採用をしミリタリー感も出し
つつ、
ベルトの色を変えて、
多
彩な雰囲気も演出できます。

②

ハートタブレット
ストロベリー ¥1,500

①トラベルベルトチップタイ
03 WINE ¥11,000
② giraffe缶 ¥1,200
LUMINE 1・B 1 ジラフ

TODAY'S SPECIAL mizu
ボトル ¥2,800

Gentleman Travel Kit
¥3,056

トゥデイズスペシャル

サボン

LUMINE 2・1 F

LUMINE 2・2 F

BRISTON
クラブマスタークラシック
¥21,500
LUMINE 2・4 F

アンバイ ジェネラルグッズストア

ショコラ・マカロン・ジャポネ
4個入り ¥2,750

LUMINE 2・2 F

カカオ サンパカ

LUMINE 2・1 F

ラデュレ

フランボワーズのフレーバーチョコ
レートにストロベリー味のハートを
あしらった、色鮮やかなタブレット
チョコレート。

Les Amoureux
レ ザムルーズ 3個入
¥1,300

期間限定 shop 2 / 1 - 2 / 14

LUMINE 1・B 2

ヒマラヤ岩塩ピンクソルトを
使ったイデーオリジナルのブレ
ンド。
ラベンダー、
カモミールを
基調とした優しい香りに包ま
れて、
贅沢なバスタイムを。

LUMINE 1・6 F

LE LABO ローズ31
デタージェント ¥8,000

期間限定 shop 2 / 1 - 2 / 14

アミティエ
（グッドラックパープル）¥740

ヒマラヤ
クリスタルバスソルト
リラックス ¥1,800

Dr.Vranjes
ルームフレグランス
ROSSO NOBILE 250ml
¥12,000

期間限定 shop 2 / 1 - 2 / 14

①

至極のマリアージュドリンク
3ブリッジス 貴腐ワイン
375ml ¥2,380

R

期間限定 shop 2 / 1 - 2 / 14

カルメロセレクション
¥3,600

バレンタインブレンド
¥510

LUMINE 1・B 2

チョコがほんのり浸みこんだ、
さっ
くり軽い食感の新しいあげもち、
ショコラからり。

②

リップカーム
（オリジナルシトラス）
¥1,500

ショコラ＆マスカルポーネ
チーズクッキー 10枚入り ¥850

LUMINE 1・B 2

オゥパラディ

①

のヘアマスク。かわいいパッケージはプチギフトにも最適。

②

季節
限定

ご褒美タイム

期間限定 shop 2 / 1 - 2 / 14

セレクションコンパーテス
ラブフルーツ
（量り売り）
¥12（1gあたり）

小町通りの石畳 LOVE
¥1,800

LUMINE 2・1 F

ディーン＆デルーカ
3種類のナッツと2種類のドライフルーツ

お気に入りの香りで

LUMINE 2・2 F

ユーゴ アンド ヴィクトール

恋人たちが仲良く向かい合うロマ
ンチックなパッケージ。3粒全て違
うフレーバーがアソートされてい
ます。

フランボワーズ、
ピスタチオ、
キャラ
メル、
ローズのフレーバーのショコ
ラ・マカロンの詰合わせ。

期間
限定

1/31- 2/14

GODIVA
ベルジアン フェイバリット
アソートメント
（9粒入）
¥3,700

LUMINE 2・2 F プラザ内
本国ベルギーで長く愛されている
チョコレートと、2019バレンタイン
限定チョコレートを、贅沢に詰め
合わせました。

ルミネ新宿で、
バレンタインギフトにぴったりなチョコレートや
スイーツがそろう、期間限定のポップアップショップを開催！
期間

2 / 1（金）〜 2 /14（木）

場所

ルミネ新宿 ルミネ2・2F ミラ オーウェン前

SPECIAL PRESENT!

える！
すぐに使

CHOCOLAT AU LUMINE でチョコを買って
プレゼントをお得にゲット！

CHOCOLAT AU LUMINE で1会計2,000円以上お買上げのお客さまに、
期間中ルミネ新宿店館内で、1会計2,000円以上で使える300円チケットをプレゼント！
チケット
G ET!

チョコを
買って

¥300

期間中
使えます！

Ticket
Shopping

Compartes

掲載商品 / コンパーテス / カルメロショコラティエ / ピュアココ / ラ・メゾン アンソレイユターブル / メリーチョコレート マ プティット ミネット

バレンタインの私を演出！

チョコと香りで
キレイを上げる

ご利用期間

2 / 1（金）〜 2 /14（木）

ご利用shop

ルミネ ザ よしもと、中澤眼科、JTB海外旅行専門店を除く、
ルミネ新宿 ルミネ1・ルミネ2館内全て
1会計税込2,000円以上で1枚のみご利用いただけます。

ルミネ新 宿 限 定

ONE LUMINE

デコルテトリートメント
（ローズ&バニラ）
¥2,139 /15分

バレンタイン限定

LUMINE 1・8Ｆ グランラフィネ

①

①

③

ワンルミネ特典コードを
プレゼント！

ローズとバニラの精油をブレンド
したオイルで、
デコルテをしっかり
トリートメント。女性らしい魅力を
アップさせる香り♪

以下の特典コードをいれると、

1000マイル
期間中、
ルミネ館内の対象ショップでお買い物をすると、
ショップのポイントがおトクに貯まって、
さらにルミネのアプリ「ONE LUMINE」
の
マイルも2倍に！

プレゼント♪

19 sj 0214

特典コード

（木）
〜2月14日
（木）
の期間内に、
ご入力ください。
※1月17日
また期間中、
お1人さま1回限りとなります。

①
②

②
③

表紙掲載商品 ①
［レオニダス］
プラリネギフトアソート 4個入
②［カルメロショコラティエ］
カル
［メリーチョコ
メロセレクション③
レート マ プティット ミネット］
ミネットフルール

ca ca o

※画像はイメージです。※商品価格は全て消費税抜きの本体価格です。※掲載商品は売切れの場合がございます。ご容赦ください。

食品 も

hirondelle et pépin
ちびクロスネックレス ¥22,000
LUMINE 1・2 F

ドラマ アッシュ・ペー・フランス
トーキョー
クロスモチーフがとっても繊細でさ
りげなく胸元に忍ばせておきたいデ
ザインです。重ねづけにもおすすめ。

Heart Hoop Pierce
¥12,381
LUMINE 1・4 F

ストロベリー
ホイップ ルージュ ¥2,800
LUMINE 2・2 F

5％OFF!

ルミネカードで、

ヴォリュプテ
プランプインカラー ¥4,300

ルミネ1 5F・ルミネ2 2F

世界でひとつ、

即日発行受付中！

ルミネのアプリ
「ONE LUMINE」

カードカウンターにて

ビューサンクスポイントも貯まります！

LUMINE 2・2 F

キュイキュイ

ジルスチュアート ビューティー

イヴ・サンローラン・ボーテ

変形したハートが甘過ぎず、大人
の女性がさりげなく身につけられ
るフープピアス。先端のパールとミ
ラーボールで揺れ感を演出。

ホイップのような軽やかさと、
ひと
塗りで濃密な発色。ふっくらツヤ
やかな唇へみちびくリキッドルー
ジュ。

ルージュ ヴォリュプテ シャインの
発色はそのままに、
コアのブラッ
クハートの処方でプランプ効果も
あるリップが誕生。

ルミネ新宿 Tel：03-3348-5211（ 代） http://www.lumine.ne.jp/shinjuku

［ルミネ 1 ］〒160-0023 新宿区西新宿 1-1-5 ［ルミネ 2 ］〒160-0022 新宿区新宿 3-38-2
［ルミネお客さま電話相談室］Tel：0120-639-006（受付時間 平日 11:00〜18:00 、土日祝 10:30〜18:00 ）
▶ ショッピング

平日11:00〜21:30 、土日祝 10:30〜21:30

▶ レストラン
［ルミネ1 ／ 6・7F ］11:00〜22:30

▶

書籍［ルミネ1 ／ 6F ］平日11:00〜22:30 、土日祝 10:30〜22:30

▶

JTB 海外旅行専門店 11:00〜21:00（新規最終受付 20:30 ）

▶ ルミチカ フードデポ

8:00〜22:00（一部店舗を除く）

お気に入りのルミネをつくろう。

2 .1 FRI - 2 .14 THU

CHOCOLAT AU LUMINE

