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※一部営業時間の異なる店舗がございます。

応募方法はコチラ！

Coming Soon! ステキな賞品が当たる！
※1月中旬～のお渡しになります！

オリジナルのチーズソースにたっぷりつけてどうぞ。
パンにつけて食べるのもおすすめ。

バケット
グリルチキンプレート
（パン食べ放題付き） 1,490円（税抜）

8F

『映画 ひつじのショーン　ＵＦＯフィーバー！』
アカデミー賞®を多数受賞している英国アードマン・アニメーションズが
贈る待望の「ひつじのショーン」長編映画シリーズ第２弾！まさかの
宇宙へ飛び出した！
12月13日（金）より全国ロードショー
配給：東北新社　STAR CHANNEL MOVIES 
© 2019 Aardman Animations Ltd and Studiocanal SAS. All Rights Reserved.

Tap!
GET!

STEP STEP

STEP STEP アプリのマイページのチケットに応募バナーが
出現！応募フォームに必要事項を入力して
応募完了！応募締切は1/7（火）まで。

アプリ内で「よく行くルミネ」にルミネ立川を
登録。マイページ左上のメニューから「よく行く
ルミネ登録」をタップ。ルミネ立川を登録して
ください。

※こちらの操作でもれなくSTEP4の応募
フォームが通知されますが、ルミネカードで
1レシート¥2,000（税込）以上のお買い物を
されたお客様がご当選の対象となります。

アプリ内でルミネカードを連携。マイページ
左上のメニューから「クレジットカード連携」を
タップ。必要事項を入力して連携完了。

期間中、リーフレット掲載ショップにて1レシート¥2,000（税込）以上（レシートの合算は不可）をルミネカードにて
お買い上げのうえ、ルミネのアプリ「ONE LUMINE」より下記の方法でご応募ください。

1月中旬頃

国産牛を使用。ポン酢と和風ソースで味わえる
さっぱりとしたおいしさ。卵黄をあわせてどうぞ。

カフェ ド ギンザ 
ミユキカン

ローストビーフ丼 1,500円（税抜）
8F

この冬イチオシのおいしさ。カラダの芯から
ポカポカになるアツアツの土鍋ごはんです。
※11:00～17:00のランチタイムのみ

黒ぶたや
黒豚すき焼き風土鍋ごはん 
1,480円（税抜）

8F

LUMINE TACHIKAWA

2019.11.12( Tue )　2020.1.7( TUE)

『映画 ひつじのショーン　
ＵＦＯフィーバー！』ムビチケ

オゥパラディ
#01Plain 
ロバミルク石鹸 
20g

A賞

20名様

B賞

50組100名様

映画公開＆コラボ記念！スペシャルプレゼント！

TACHIKAWA



どのメニューも冬に味わいたい
“HOT”なおいしさ！

具材をふんだんにのせて焼き上げた、当店
人気NO.1のお好み焼です。

千房
道頓堀焼 1,550円（税抜）
8F

4種のフルーツを赤ワインやスパイスなどに
漬けて、ライ麦入りの生地に混ぜ込み焼き上げ
ました。
［販売期間：12/31（火）まで］

アンデルセン
フルーツと赤ワインのパン 
1,400円（税抜）、1/4個 350円（税抜）

1F

冬野菜をふんだんに使ったパスタ。海老の旨みと
濃厚な豆乳のコクが口いっぱいに広がります。
［販売期間：11/20（水）～］

こなな
かぶとほうれん草、海老の
八雲豆乳クリーム 1,280円（税抜）

8F

Winter menu

Delicious

旬の大粒カキフライにお刺身
3点盛を付けたおトクな御膳です。

海鮮魚力
カキフライ御膳 
1,290円（税抜）

B1

1937年から続く、秘伝のレシピの味わい。
レンジで8秒温めれば、ふわっとろっペロリの
おいしさ。

クリスピー・クリーム・
ドーナツ

オリジナルグレーズド 
160円（税抜）

1F

抹茶を存分に味わえる抹茶パフェと、プルプル
食感のわらび餅をトッピングしたわらび餅
パフェ。

甘味茶屋 七葉
抹茶パフェ／わらび餅パフェ
各1,000円（税抜）

1F

ほうれん草にコクのあるモッツァレラチーズ、
黒胡椒ハム、キャラメリゼしたナッツをプラス。
ワインと味わいたい一品。
［販売期間：12/31（火）まで］

アール・エフ・ワン/
ベジテリア

ほうれん草のサラダ モッツァレラ＆
黒胡椒ハム入り 100g 500円（税抜）

1F

高品質のアラビカ種コーヒー豆を
使用したコーヒーにふわふわの
スチームミルクを加えた心温まる
一杯。

スターバックス 
コーヒー

カフェ ミスト 
Tallサイズ380円（税抜）

1F

パール（タピオカ）をトッピングした人気のメニュー。
この時期はホットがおすすめです。

ゴンチャ
ブラック ミルクティー
＋パール Mサイズ490円（税抜）

1F

旬のカキを使ったアツアツのスンドゥブチゲに
ネギのチヂミが付いたボリュームのあるセット。
※パチヂミのない定食は1,355円（税抜）

韓国旬彩料理 妻家房
カキスンドゥブチゲ・
パチヂミセット 1,719円（税抜）

8F

ソフトクリームと生クリームがほどよく混ざった
最高の味わい。冬でも食べたくなるおいしさ。

生クリーム専門店 ミルク
生クリームソフトクリーム 
556円（税抜）

1F

ベルギー産のチョコを使用した、あたたかい
チョコレートソースを、あたたかいワッフル
にかける冬季限定品。
※なくなり次第終了

ミスターワッフル
フォンダンチョコ 
460円（税込）

1F

LUMINE TACHIKAWA

赤ワインを加えた国産牛のすきやきに、
ハンバーグとアボカドを合わせた
オリジナル定食。

おぼんdeごはん
ハンバーグとアボカドの
牛すきやき定食 1,400円（税抜）

8F

滑らかな味わいのフランスのスープ。甲殻類を
ベースに仕上げた深い味わいです。

ラ・メゾン アンソレイユ
ターブル

海老とキノコのビスククリームスープ
（カンパーニュブレッド付き） 1,200円（税抜）

6F

豚骨スープともつの旨みが絶妙。細麺と
キャベツの歯ごたえも相性バツグンです。
［販売期間：12/3（火）～］
※セットでのご注文も可能

ニブンノイップウドウ
（一風堂）

もつ豚骨ラーメンハーフ 
850円（税抜）

8F

もちもちの粟麩とカリカリの大学芋を合わせ、
ホイップを添えました。

だし茶漬け＋甘味茶房 えん
粟麩と大学芋のあんみつ 
600円（税抜）

1F

自家製ダレのカルビと、ナムルが
たっぷり。冬の定番スンドゥブが付
いたボリュームのあるセット。
［販売期間：12/1（日）～］

ハンビジェ
カルビ石焼ビビンバと
海鮮スンドゥブセット 
1,250円（税抜）

B1

濃厚な鶏白湯スープが自慢の鶏専門店
ならではの鶏そば。旨味がたっぷり詰まった
親子丼付き。

地鶏や
鶏白湯そばと親子丼 
1,150円（税抜）

8F

魚介と冬野菜がたっぷり入った、寒い日に
味わいたい贅沢なひと皿です。

はらロール＋カフェ
鮭のクラムチャウダー
オムライス 1,300円（税抜）

1F

ジューシーなフライドチキンにワッフルを合わせ、
クリームソースをかけた食事系プレート。

ワイアード カフェ
“WAFFLE”チキングレービー 
1,280円（税抜）

3F

対象ショップご利用で
ステッカープレゼント!
※なくなり次第終了

PRESENT

厳選したこだわりのネタをひと皿に
まとめた贅沢な味わい。

築地玉寿司
築地特撰にぎり 3,600円（税抜）
8F

まろやかでコク旨なスープに幅広の刀削麺を
絡めてお召し上がりください。
［販売期間：11/14（木）～］

西安餃子
豆乳ごまスープの刀削担々麺 
1,000円（税抜）

8F

オマール海老の出汁の旨味と、
トマトの旨味がぎゅっと詰まった
スープです。

スープ ストック 
トーキョー

オマール海老のビスク 
590円（税抜）

1F

口どけの良いピスタチオのアイスと濃厚な
苺のソースが好相性。食感も楽しめる、
季節限定の至福のパフェ。

和カフェ ユソーシ 
チャノマ

苺とピスタチオアイスの
パフェ 980円（税抜）

8F


