＜Press Release＞

2015 年 9 月 10 日

ルミネ新宿・ルミネ大宮・ルミネ池袋・ルミネ立川・ルミネ北千住・ルミネ荻窪の 6 館で開催

ルミネの屋上で楽しめる！シルバーウィークイベント情報
“さんま祭り”やいま大人気の“柴犬まる”の撮影会会場、
ＤＪイベント会場や動物園・・・ルミネの屋上がさまざまな姿に変身
株式会社ルミネ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：新井良亮）は、「ルミネ新宿」「ルミネ大宮」「ル
ミネ池袋」「ルミネ立川」「ルミネ北千住」「ルミネ荻窪」の 6 館の屋上で、シルバーウィークの行楽にぴったり
なさまざまなイベントを開催します。
ルミネ新宿ルミネ 1 の屋上には、紅葉に囲まれた風流な空間が出現。「風流さん
ま祭り」と題し、9 月 19 日（土）～23 日（水・祝） 11：00～15：00 の期間限定で、その
場で焼いた旬のさんまをご提供するほか、LED で輝く“ひかる足湯”も登場します。
ルミネ大宮の屋上は、9 月 23 日（水・祝）の 1 日限定で国内はもちろん海外から
も人気を集める“柴犬まる”の撮影会会場へ変身。インスタグラムフォロワー数
190 万人の“まる”が来館するこの機会をどうぞお見逃しなく。9 月 19 日（土）～
23 日（水・祝）の期間中、かわいい“まる”の写真が満載のパネル展示も
「風流さんま祭り」
館内で同時開催します。
イメージ
ルミネ池袋の屋上は、なんと DJ イベント会場に。5 周年を記念し、世界 No.1 DJ を
決める大会「Red Bull Thre3Style World DJ Championships」の世界初となる公式
アフターパーティーを実施します。
ルミネ立川の屋上は、9 月 21 日（月・祝）の 1 日限定でミニ動物園へと変身。
「屋上ふれあいミニ動物園」と題し、ポニーや白やぎなどと無料で触れ合える空間を
ご提供します。
その他、ルミネ北千住の屋上は、木の玉プール・木のすべり台・ワークショップなど
お子様と一緒に木のぬくもりを学べる「WOOD PARK」の会場へ、ルミネ荻窪の屋上は、
中央線荻窪エリアの“おいしい・たのしい”が屋上に大集合する「あおぞら文化祭 2015」
の会場へと姿を変えます。

柴犬まる

ルミネの屋上がさまざまな形へ姿を変えるシルバーウィーク。ぜひお近くのルミネで秋の行楽を満喫して
みませんか？

各館のイベント概要

ルミネ新宿
■風流さんま祭り






開催期間：
2015 年 9 月 19 日（土）～2015 年 9 月 23 日（水・祝）
11:00～15:00（ラストオーダー 14:30）
※入場無料
※荒天の場合は中止
※さんまはなくなり次第終了
開催場所：
ルミネ新宿 ルミネ 1 屋上 エルテラス 東京小空
価格：
フード・ドリンクチケット 1,500 円（税込） ※さんまとビールやお味噌汁などが選べるお得なチケットです
企画内容：
ルミネ 1 屋上エルテラスで開催中のビアガーデン「RoofTop Beer Garden. 東京小空」のシルバーウィ
ーク特別企画として「風流さんま祭り」を開催。ルミネ新宿の屋上に紅葉が出現！野点傘の装飾など
秋を感じる風流な空間で、焼きたてのさんまとビールなどをお楽しみいただけます。また、女性に嬉し
い足湯も登場。思わず仲間に伝えたくなるような LED ライトでキラキラ輝くひかる足湯です。秋空のもと、
のんびりリラックスした癒しのひと時をお届けします。

ルミネ大宮
■柴犬まる来館＆撮影イベント




開催日時：
2015 年 9 月 23 日（水・祝）
① 11:00～12:00
② 13:00～14:00
③ 15:00～16:00
※入場無料
開催場所：
ルミネ大宮 ルミネ 2 4F ルミネ フォレスト
企画内容：
世界中から注目を集めている話題の柴犬まるがルミネ 2 4F ルミネ フォレスト屋上に来館。インスタ
グラムのフォロワー190 万人に愛される可愛い柴犬まるの表情をご自身のカメラで撮影いただけます。

■柴犬まる パネル展




開催日時：
2015 年 9 月 19 日（土）～2015 年 9 月 23 日（水・祝）
※入場無料
開催場所：
ルミネ大宮 ルミネ 2 4F レストラン休憩スペース・連絡通路
企画内容：
まるの日常や旅先の写真など可愛い“柴犬まる”のパネルを多数展示します。

★ルミネ大宮では、9 月 19 日（土）～23 日（水・祝）の各日 11:00～15:00 の期間中、ルミネ 2 2F ローズバッ
ド脇イベントスペースにて、「下取りキャンペーン」を実施します。ご不用になった夏物衣料品をお持ちいた
だくと、ルミネ大宮で使用できるお買い物券（500 円分）をプレゼント。お持ち頂いた衣料品は、認定 NPO 法
人ブリッジエーシアジャパンを通じて、ミャンマー・ベトナムの支援に役立てられます。

ルミネ池袋
■「FIVE STAR NIGHT PARTY







Red Bull Thre3Style World DJ Championship AFTER PARTY」

開催日時：
2015 年 9 月 21 日（月・祝）
OPEN 16:00/CLOSE 21:00
※入場無料
開催場所：
ルミネ池袋 9F イケレスガーデン
「THE ROOFTOP～BBQ BEER GARDEN～」内 特設会場
企画内容：
世界 No.1 DJ を決める大会「Red Bull Thre3Style World DJ Championships」の公式アフターパーティ
ーをルミネ池袋で実現！来日している DJ JAZZY JEFF、SKRATCH BASTID、SHINTARO などの豪
華ゲストが急遽飛び入り出演するかも!?音楽とお酒を夜空のもとでお楽しみください。
★日本初開催！ Red Bull Thre3Style World Final とは
制限時間 15 分以内で 3 つのジャンルの曲をプレイして「創造性」「選
曲」「スキル」「ステージ映え」「フロアの盛り上がり」の 5 項目を審査員
が採点する DJ の世界大会です。

★ルミネ池袋では、「5 STAR WEEK」と題し、屋上以外の空間・ショップでも、“5 ツ星”クオリティのイベント
やサービスが体験できる 5 周年記念イベントを開催します。各ショップではワークショップなどのイベントやノ
ベルティ、ルミネ池袋限定商品など、5 周年を記念したスペシャルなサービスをご用意しています。また、立
教大学と学習院大学のミス・ミスターコンテスト出場者がモデルとして登場する「 SPECIAL FASHION
SHOW」（9 月 19 日（土）開催）や、シールアートの第一人者・大村雪乃が手がけるワークショップ「シールア
ートで池袋の夜景を作ろう ~Night view in LUMINE IKEBUKURO~」（9 月 19 日（土）～23 日（水・祝）の 5
日間限定開催）など、5 周年の感謝をこめた“5 ツ星”クオリティの 5 日間をぜひお楽しみください。

ルミネ立川
■屋上ふれあいミニ動物園






開催日時：
2015 年 9 月 21 日（月・祝）
11:00～16:00
※入場無料
開催場所：
ルミネ立川 屋上スカイガーデン コトリエ
（この日限り、16：00 に閉園します）
企画内容：
秋の空の下、ポニーやくろヤギ・しろヤギ、ひよこ、うさぎ、モルモットといったかわいい動物たちとふれ
あうことができます。動物たちにえさをあげることのできるスタンプラリーや、ポニーに乗って撮影ができ
る撮影会など、ご家族でゆっくり楽しんでいただける魅力的な催しが満載です。アイスやドリンクの販売
も行います。

★ルミネ立川では「たちかわ駅フェス」と称し、9 月 14 日（月）～27 日（日）の期間、グランデュオ立川・エキュ
ート立川と合同で、秋の行楽体験を楽しめるイベント・フェアを開催します。ルミネ立川では屋上のミニ動物
園のほか、秋に旬をむかえる食材を使ったスウィーツフェアや、山梨産のおすすめ催事なども開催します。

ルミネ北千住
■「WOOD PARK」





開催期間：
2015 年 9 月 20 日（日）～9 月 21 日（月・祝）
※入場無料
開催場所：
ルミネ北千住 10F 屋上
企画内容：
『NPO 法人木育フォーラム』とのコラボによる、木のプール・木のすべり台・つみき広場・木のおもちゃ
遊びなどの遊具の設置、間伐材でデコストラップや鉛筆立てを作るワークショップを開催するほか、あ
かちゃんのねぞうアート体験や日替わりのワークショップも実施します。9 月 20 日（日）には、LUSH に
よるソープアート＆ふろしきの結び方講座、マーブルクレヨンづくり、9 月 21 日（月・祝）には、光る土だ
んご作り、ミニチュアハウスのフォトフレームづくり、ポプリのオーナメントづくりなど、ご家族でお楽しみ
いただけるイベントが盛りだくさんです。
★ルミネ北千住では、「AUTUMN STUDY WEEK」と称し、9 月 18 日（金）～9 月 23 日（水・祝）の期間
中、ルミネ館内にて、学びの秋をテーマとしたワークショップや講座を実施します。

ルミネ荻窪
■あおぞら文化祭 2015






開催日時：
2015 年 9 月 22 日（火・祝）・2015 年 9 月 23 日（水・祝）
11:00～17:00
※入場無料
開催場所：
ルミネ荻窪 7F グリーンテラス・8F 屋上
※雨天時は 5F にて縮小開催
企画内容：
中央線荻窪エリアで人気のショップやクリエイターたちが 2 日間限定でルミネに大集合！会場となるの
は、緑の芝生が気持ちいい、ルミネ荻窪店 7F グリーンテラス＆8F 屋上。焼きたてパンやこだわりスイー
ツ、かわいい雑貨やお洋服、ライブ、ワークショップなど、荻窪エリアの“おいしい・たのしい”を家族や
友だちみんなでお楽しみください。

★ルミネ荻窪では、9 月 22 日（火・祝）～30 日（水）の間、マイバッグ・マイ箸などをショップに持参すると嬉し
い特典がある「choroko WEEK（チョロコウィーク）」も開催します。また「あおぞら文化祭 2015」の会場で、お
客さまが普段から行っている「エコ活動」をメッセージカードにご記入いただくと、先着で女子クリエイター
集団『箱庭』デザインの choroko エコバッグをプレゼントするキャンペーンも行います。（9 月 22 日（火・祝）・
9 月 23 日（水・祝） 各日先着 450 名様限定）

【一般のお客さまからのお問合せ先表記】
「ルミネ新宿」 Tel. 03-3348-5211（代表）
[ルミネ 1]〒160-0023 東京都新宿区西新宿 1-1-5
「ルミネ大宮」 Tel. 048-645-1411（代表）
〒330－0853 埼玉県さいたま市大宮区錦町 630
「ルミネ池袋」 Tel. 03-5954-1111（代表）
〒171-0021 東京都豊島区西池袋 1-11-1
「ルミネ立川」 Tel. 042-527-1411（代表）
〒190-0012 立川市曙町 2-1-1
「ルミネ北千住」 Tel. 03-3888-7552（代表）
〒120－0026 東京都足立区千住旭町 42-2
「ルミネ荻窪」 Tel. 03-3393-3751（代表）
〒167-0043 東京都杉並区上荻 1-7-1
【本リリースに関するお問い合わせ・ご取材依頼先】
ルミネ PR 事務局（プラップジャパン内） 担当：竹田・前田
Tel. 03-4570-3177 Fax. 03-4580-9127 E-mail：luminepr@ml.prap.co.jp

