報道関係各位
2017 年 10 月 17 日（火）
立川ファッションウィーク実行委員会

＜第 3 回 立川ファッションウィーク 開催概要発表＞

4 大商業施設を中心に立川の街全体が連携！11/3・4 にはメインイベント”TACHI fes”を開催
～ファッションを通じて立川ならではのライフスタイルを発信～
開催期間： 10 月 25 日（水）～11 月 12 日（日） / 開催場所： 立川駅周辺エリア各商業施設他
立川ファッションウィーク実行委員会（実行委員長：伊藤良三）は、2017 年 10 月 25 日（水）～11 月 12 日（日）に開催
する文化イベント「立川ファッションウィーク」の実施概要を発表いたしました。
立川ファッションウィークは、立川市の中心であり、文化・交通の要である立川駅周辺の大型商業施設である、伊勢丹立
川店、ルミネ立川、立川髙島屋、グランデュオ立川の 4 施設が一体となり、「ファッション」という文化を通じて立川の街を
盛り上げる事を目的に開催するプロジェクトです。開催 3 回目を迎える今年は、昨年同様「スマイル」をテーマに、立川なら
ではの「ファッション」や「ライフスタイル」を体感できるイベントのほか、各施設の共通キャンペーンなど、立川の街を盛り上
げる施策がいっぱいです。また、期間中の 11 月 3 日（金・祝）オープニングセレモニーを開催するとともに、3 日（金・祝）、
4 日（土）には、立川に思い入れのあるデザイナーやクリエイターによる個性豊かなクラフトマーケットを開催いたします。

■オープニングセレモニー
開催日時：
開催場所：
内
容：
登 壇 者：
式 次 第：

2017 年 11 月 3 日（金・祝） 10：30～11：00
タクロス広場 ※雨天時：立川ホール
実行委員長、実行委員会理事による開催宣言等セレモニーを実施予定
実行委員長、実行委員会理事（4 施設店長）
企画説明、実行委員長挨拶、実行委員会理事メンバー挨拶、フォトセッション 等

■メインイベント

TACHI fes –HAPPY SMILE DAY–

開催日時： 2017 年 11 月 3 日(金・祝)・4 日（土）11：00～17：00
開催場所： 第 1 会場：タクロス広場
第 2 会場：伊勢丹立川店、ルミネ立川、立川髙島屋、グランデュオ立川
内
容： クリエイターによるハンドメイドアクセサリーや、ファッションアイテム、
インテリア雑貨など、ライフスタイルを彩る様々な作品を集めたマーケットを
開催。また、一部の店舗では実際に手作りを体験できるワークショップも
開催いたします。※雨天時は内容を変更する場合がございます。
テ ー マ： 「温もりのあるライフスタイル」

■各施設の開催概要
立川ファッションウィーク開催期間中、4 施設では様々なイベントやフェアを開催し、皆さまをお待ちしております。

伊勢丹立川店

ルミネ立川

JAPAN SENSES

【ルミネ立川 35 周年 「大感謝祭」開催中！】

伊勢丹が選んだ、日本の良いモノ、日本ならではのモノをご紹
介するフェア。今回は「東京」をフォーカスエリアに地元・多摩で
活躍するクリエーターや職人とコラボレートした企画をご紹介
SAKKA no ZAKKA
11/1（水）～11/7（火） 3 階駅側モール
菊池亜希子とデニム四姉妹 11/1（水）～11/7（火） 1 階ファーレ側モール
江戸＆武蔵野職人展
11/1（水）～11/7（火） 6 階駅側モール

豪華賞品があたるスタンプラリーや、10/28（土）・29（日）の
ハロウィンパーティーをはじめ、限定イベントやキャンペーン
を続々開催！また、各ショップでは、35 周年にちなんだ限
定商品の販売やキャンペーン、ノベルティーのプレゼントなど
も多数実施しております。

オールワコールフェスティバル

【今だけ！期間限定ショップが出店】

半期に一度の「ワコールビッグバザール」開催にあわせ、全館で
おすすめのアイテムを揃えたフェアを開催。期間中には素敵な
景品があたる抽選会も開催します。

立川ルミネ初出店のクリエイターなどによるアクセサリーショ
ップや、温もりのある地中海雑貨の限定ショップが登場。

11/8（水）～11/14（火）2 階、3 階、5 階、6 階、7 階各ショップ、7階催物場
※7 階催物場のみ最終日は午後４時終了
など

■セヴィンチエイト 11/1（水）～11/30（木） ７F イベントスペース
■カザリモノ展
11/1（水）～11/30（木） ２F イベントスペース

など

立川髙島屋

グランデュオ立川

立川マルシェ

英国フェア

立川市内で農業をしている若手生産者 6 名が手がけた新
鮮で美味しい農産物を販売します。収穫後生産者が自ら
運んでくる野菜の鮮度を実感ください。
11/3(金・祝)・4(土)14：00～16：00 ＠1 階正面口

定番のスコーンやお菓子、クラフトビールの他、関東初登
場の王室御用達「BUCKINGHAM PALACE」の紅茶を販売
するフェアを開催します。
10/25（水）～10/31（火） ＠1 階イベントマルシェ

2017 タカシマヤ カシミヤコレクション

sophila チェスターコートを先行販売

タカシマヤのカシミヤコレクションにこども服が新たに加わり
ました。素材の心地良さを感じながら、家族でお揃いのコ
ーディネートをお楽しみいただけます。
11/1（水）～11/28（火） ＠2 階イベントスペース
※最終日は 18：00 閉場
など

Made in Japan の上質なウールを使用したチェスターコート
にトレンドカラーのパープルが登場。こちらを 10/25（水）～
先行販売いたします。
10/25（水）～ ＠3 階ソフィラ
など

■共通キャンペーン


「CHARMING WALK（チャーミング ウォーク）」
4 つの商業施設を巡って 4 つのチャームを集めれば、1 つのブレスレットが
出来上がり、完成したブレスレットを見せるだけで、お得なサービスが受けられる
キャンペーンを実施！”可愛い”を集めるウォーキングにぜひご参加ください。
開 催 日： 2017 年 10 月 25 日（水）～11 月 12 日（日)
チャーム配布場所： 伊勢丹立川店、ルミネ立川、立川髙島屋、グランデュオ立川
※受付場所・受付時間は各施設によって異なります。

【各施設の特典】
伊勢丹立川店
ルミネ立川
立川髙島屋
グランデュオ立川

対象ショップにて、お得な割引や増量サービスをプレゼント！
対象レストラン＆カフェショップにて。お得なサービスをたくさんご用意しております！
1 階インフォメーションにて、館内でご利用いただけるお得なクーポンをプレゼント！
対象ショップにて、お得な割引やオリジナルグッズをプレゼント！

<11 月 3 日・4 日のメインイベントで限定特典>
完成したブレスレットをお見せいただくと、先着 200 名様に「立川ファッションウィーク特製トートバック」をプレゼント！
日
時：11 月 3 日（金・祝）・4 日（土）11：00～17：00
場
所：タクロス広場 インフォメーション



立川カードウィーク
立川ファッションウィーク開催期間中、4 施設で対象カードを 5,000 円（税込）以上ご利用いただいた方の中から、抽
選で 4 施設合計 360 名様に 2000 円分の商品券をプレゼント！
開 催 日： 2017 年 10 月 25 日（水）～11 月 12 日（日)
対 象 カー ド： ビューカード、エムアイカード、タカシマヤカード≪ゴールド≫/タカシマヤカード、タカシマヤセゾンカード
開 催 場 所： 伊勢丹立川店、ルミネ立川、立川髙島屋、グランデュオ立川
抽 選 景 品：
・伊勢丹商品券
2000 円分×90 名様
・ルミネ商品券

2000 円分×90 名様

・髙島屋商品券

2000 円分×90 名様

・グランデュオ立川お買物券 2000 円分×90 名様
※「グランデュオ立川お買物券」の有効期限は 2018 年 3 月 31 日となります。



オフィシャルガイドブックのご提示でお得なサービスも！
立川エリアの飲食店をはじめとした対象店舗で、立川ファッションウィークのオフィシャルガイド
ブックをご提示いただくと、割引やプレゼントなど、お得なサービスや特典を受けられるキャン
ペーンも実施いたします。
期
間：2017 年 10 月 25 日（水）～11 月 12 日（日）
対象店舗：
「サイクルセンターシバタ」「8o（エイトオー）」「café generare TOKYO」「入船茶屋」
「GOOD&BAD TIMES」「Norwegian Wood」「焼肉 徳ちゃん」「まぜそば専門かぐら」
「山梨郷土料理居酒屋 よってけし」

【立川ファッションウィーク概要】
◇期

間：

2017 年 10 月 25 日（水）～11 月 12 日（日）

◇開催場所：

立川駅周辺エリア各商業施設ほか

◇参加施設：

伊勢丹立川店／ルミネ立川／立川髙島屋／グランデュオ立川

◇主

催：

立川ファッションウィーク実行委員会

◇後

援：

立川市、立川商工会議所、立川観光協会、立川市商店街振興組合連合会
公益社団法人 立川青年会議所、昭和記念公園 パークス共同体、立川市自治会連合会
東京立川ロータリークラブ、東京立川こぶしロータリークラブ、ファーレ協議会

◇協

賛：

フロム中武、立川屋台村パラダイス、伊勢丹立川店イートパラダイス会
ニトリ、大塚家具立川ショールーム、ジュンク堂書店、エステティックサロン ソシエ
アレアレア、東神開発（株）、（株）ヤマダ電機、（株）エムアイカード、
（株）クレディセゾン、髙島屋クレジット（株）、（株）ビューカード

◇協

力：

東日本旅客鉄道（株）八王子支社、立川タクロス、西武バス（株）、（株）ジェイコム多摩、（株）クリーマ
エフエムラジオ立川（株）、（株）スタジオアルタ、サンケイリビング新聞社多摩本部、
（株）キューブデザイン、立川シネマシティ、立川グランドホテル、パレスホテル立川、
ホテル日航立川 東京、立川ワシントンホテル、ホテルメッツ立川

◇公式サイト：

立川ファッションウィーク： http://www.tachikawa-fw.com/

【本件に関するお問い合わせ・取材申込先】
立川ファッションウィーク PR 事務局
Tel: 03-4580-9101 Fax: 03-4580-9127 E-mail: pr.tachikawa-fashionweek@ml.prap.co.jp

FAX 返信先 03-4580-9127（プラップジャパン

宛 TEL： 03-4580-9101）

お手数ですが 11 月 1 日（水）までにご返信くださいますようお願い申し上げます。

「第3 回 立川ファッションウィーク」オープニングセレモニー
2017 年 11 月 3 日（金・祝）10：30～11：00
メインイベント：11/3（金・祝）・11/4（土）11：00～17：00
ご取材を

□希望する （＿＿：＿＿頃予定）

□希望しない

※来場予定時間をお知らせください。

※11 月 3 日（金・祝）以外の期間中（10 月 25 日～11 月 12 日）にご取材を
ご希望の方は、お手数ですが、別途ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
【開催場所】

「タクロス広場」

※雨天時「立川ホール」
（雨天により開催場所変更の場合は、当日 7 時以降に
下記に記載いただいた電話番号にご連絡させていただきます。）

貴社名
媒体名
部署名
御芳名
TEL

FAX

MAIL
携帯番号
ご同行者名

（計

名）

【本件に関するお問い合わせ先】
立川ファッションウィーク PR 事務局
Tel: 03-4580-9101 Fax: 03-4580-9127 E-mail: pr.tachikawa-fashionweek@ml.prap.co.jp
※当日の連絡先： 080-6859-5897 または 070-2161-7107

