株式会社 ルミネ
導入事例

ECと実店舗を連動するオムニチャネル基盤を構築
在庫データ連携でi LUMINEサービスを拡充
首都圏の主要駅でショッピングセンター事業を展開する株式会社 ルミネ。実店舗の販売強
化と同時に、ECサイト「i LUMINE（アイルミネ）
」の集客にも力を入れている。同社は、先
般のi LUMINE Eコマース基盤リプレースに合わせてASTERIA WARPを採用。ECサ
イトへの新規出店および商品登録を容易にし、多くのショップや商品が集まる魅力的なEC
サイトを実現した。実店舗との在庫情報の連携によるオムニチャネル化も促進している。
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