準備万端！

ぽかぽか陽気に

①

うきうき

ファミリー
お出かけグッズ♪

②

新学期アイテム！

②

①

③
②
2F

③

①

くまざわ書店

大容量、丈夫で軽くランドセルにも
きれいに収まる！
①マグネット筆入 2,376円

2F

コンパクトでも大音量！紐がぶらつかないので
誤操作しにくい設計です。
②防犯ブザー ピブート 1,512円
男の子用・女の子用で選べる、
ランドセルが
あしらわれたかわいいデザイン♪
③ご入学祝い金封 各410円

③
2F

●3月20日(水)〜4月7日(日)●

※一部除外もございます。

お出かけにピッタリないろんなタオルを揃えています！
②ハンドタオル
（3枚） 540円 フェイスタオル
（3枚） 1,080円

春の文具セール全品20％OFF！
①

タッチパネルでタッチしてシャッターもできる！
動きの速いキッズを撮るのに最適！
②一眼レフ
〈EOS KISS 8IWKIT〉 69,984円

オリンピア

ポケットがない服につけられるクリップ付き。
いろんな物を入れていろんな所にお出かけできます♪
①マルチポシェット 1,080円

ノジマ

モードが「動画・風景・オート」
の3つで使いやすい！
初めてミラーレスカメラに挑戦する方にオススメ！
①ミラーレス EOS M100 WZK 63,504円

「空間光学手ブレ補正」
で元気いっぱいに動く
子どもたちもきれいに写します！
③ビデオカメラ
〈HDRCX680〉 46,224円

気になる時にいつでも手洗いできる、外出時にも便利なポケットサイズ♪
旅行先のちょっとしたお洗濯にも。
③かみせっけん 302円

②

①

2F マザウェイズ

2F

クラフトハートトーカイ

家庭科の授業やママのお手伝いに！
沢山の種類から選べます♪
エプロン 2,149円

お名前ペンも入っているので、
すぐにネームを直せます。
①ネームワッペン＆お名前ペンセット
700円

女の子はリボンやクマさん！
男の子は新幹線！
中敷きを外してサイズ調整OK!
上履き 1,933円

目印にぴったり！おしゃれに
ワンポイントとしても使えます。
②ミニシールワッペン各種（10枚）
162円
春のお部屋の飾りつけや、
みんなで
寄せ書きをしてお祝いの贈り物にも！
③桜のタペストリー 1,512円

1F クゥクゥ
大人数でのピクニックにピッタリのLサイズケース。
おそろいのデザインのSサイズ(3個セット)は
フルーツやデザートを小分けに♪
①ファンファンランチケース 各324円

③

②

http://www.cyclespot.net

1F

②

2F

鉄道模型の店ポポンデッタ

爽やかなトリコロールカラーが春らしいランチシリーズ。
ランチボックスからお箸、持ち運び用の
バッグまでトータルで揃います。
②ファンファンランチシリーズ 各324円

新幹線デザインのカッコイイリュックを背負って
春のお出かけに行こう！
新幹線リュック 3,996円

サイクルスポット

軽量設計のヘルメット
カラーバリエーションも豊富！
①ZOOM2 4,212円

リュックと同じ、電車柄の靴下を履けば
お出かけがもっと楽しくなります♪
電車靴下 432円〜

通勤、通学にもオススメ。
目立ちたいならこの1台！
②2019年モデル MUIRWOODS 29
75,924円

③

パナソニック製電動アシスト付き
自転車。幼児2人同乗可能モデルで
子どものお迎えも楽ちん！
①
③ギュットアニーズDX
143,424円

1F

ルームパステル

しばいぬのしばたさんシリーズのランチグッズ！
好きな柄を選んでお出かけランチを楽しもう♪
しばたさんデイズ
●ランチボックス2段 2,484円 ●シールボックス 1,404円
●お箸スプーンセット 1,188円 ●ランチバッグ 2,160円

新しい＆
仲良しのお友だちと！
わくわくお友だち会♪

2F デコホーム
季節や気分によって選びたいマグカップ。
春色のさわやかなモチーフはいかがですか？
マグ ウサギ
マグ フィオレ
299円
399円

1F

2F

ケンタッキーフライドチキン

オリジナルチキン8ピースと、
サイドはお好きなものを
お選びいただけます！
みんなでワイワイ食べるのにピッタリ！
オリジナルチキン 8ピースパック
2,390円

カルディコーヒーファーム

ママ友会にオススメ！
おしゃれなSNS映えワイン
コンテドール サクララベル(限定ラベル)
1,166円
咲くらわいん 1,598円
春を感じる
桜のご飯でおもてなし！
もへじ 四季の膳 国産混ぜご飯の素
さくらごはん 429円

1F ザ・ダイソー
お友だち会を盛り上げる小物なら、
ザ・ダイソーにお任せ！
カラフルでかわいい紙コップや紙皿、
子どもが大好きなクリームビスケット バルーン装飾や
紙吹雪などがたくさん♪
春のさくら味♪
紙コップ・紙皿・ペーパーハット・
オリジナル豆乳ビスケット
バルーン・紙吹雪 各108円
さくらクリーム 216円

入園・入学式もばっちり！
ビシッとパパ・ママスタイル！
②
2F

エービーシーマート

人気のローファーがリニューアル！
ウォッシャブルタイプになって、
ますます快適に！
①②HAWKINS洗えるローファー
4,860円

③
①

2F

NUOVOの人気リクルートパンプス！
パンプス初心者さんにもオススメです。
③NUOVO レディスパンプス
5,292円

オリヒカ

ジャケパンスーツは、
スーツとしての
着用はもちろん、
セパレートアイテム
として
「ジャケパン」使いが可能。
ビジネスでもカジュアルでも着回せます。
メンズスーツ 30,240円

④

上品な光沢感と発色の良さが
特長のシルク100％ネクタイ。
ネクタイ 4,212円

HAWKINSの人気の防水シューズ！
入園・入学式が雨の日でも安心です！
④HAWKINS防水シューズ
12,960円

"THE 3rd SUITS" はゆるすぎず、
硬すぎない、次世代のスーツ。
普通のスーツより楽に着られます。
レディススーツ 27,000円

綿100％、
ノンアイロンのシャツ。
シャツ 4,212円

シューケア用品も取り扱っております。

すくすく育つキッズに合わせてチェック！

こども英会話
全国500教室開講記念！

学資積み立て相談フェア

学資保険のご相談来店で、
お子様向け選べるギフトをプレゼント！
※事前にご予約の上、
ご来店ください。

特典1

ヤマハ音楽教室·英語教室
無料体験レッスン実施中！

入園·入学パック
4種類のフォトアイテムから選べるプレゼント！
①六切デザインフォト(ボックスフレーム付き)
2月28日(木)まで。
②スマイルフルボックス 3月31日(日)まで。
③キャビネプリント(スクエアフレーム付き)
④ウッドフォトブロック
※当日撮影されたお写真の中から
お好きなものをお選びください。
※その他キャンペーンとの併用は
できない場合がございます。

入学金10,800円→500円

3,240円

特典2

A

B
C

2レッスンまたはセイハグッズプレゼント！

2020年の英会話革命に向けてセイハで
一緒に英語を始めませんか？
早めの席確保で新学期のスタートもスムーズ！

※1歳〜小学生対象

フリクション色えんぴつ・組み立ておもちゃ・電子メモパッド・マグボトル
2F

2F

スタジオアリス

1F

保険クリニック

ヤマハ音楽教室
ララガーデン川口センター

1F

セイハ英語学院

春のイベント

SPRING EVENT
3月2日
（土）
・3日
（日）
・9日
（土）
・10日
（日）
・16日
（土）
・17日
（日）

新 新生活にエール！新商品もらエール！
新 もらエール！キャンペーン
3月1日（金）・8日（金）・15日（金）
22日（金）・29日（金）
地産マルシェ

クーポン

朝トクーぽん

10：00〜12：00
1F 地産マルシェ
各日先着100名様
時間
場所

※定員数に達し次第終了

1,000円（税込）以上の会計時、三井
ショッピングパークアプリクーポンの
ご提示で200円引き致します。

3月15日（金）

イベント

お坊さんに
ホントのホンネを
聞いてみよう会

時間 ①11：00〜12：00
②13：30〜14：30
③15：30〜16：30
場所 1F ブックロビー
参加無料
主催 はせがわ

『奈良・薬師寺』から、加藤朝胤執事長をお招きします。

3月2日（土）
・3日（日）

ヨークマートフードセントラルと対象
店 舗 の 当 日 お 買 上 げ のレシ ート
時間 各日11:00〜100名様に達し次第終了
3,000円（税込・合算可）以上ご提示
※最大17：00まで
で春のオススメグッズをプレゼン
ト！
場所 1F ヨークマートフードセントラル前

3月2日（土）〜12日（火）

3月3日
（日）

巾着
ミシン
新春
特別フェア♪ うまいもの祭り ペイント
催事

催事

時間 10：00〜19：00
場所 2Ｆ くまざわ書店前
主催 クラフトハートトーカイ

通常よりもかなりお得な期間限定の
ミシン商談会となっております。有名
メーカーのミシン、ロックミシンのお
試し縫いができます。

3月16日
（土）

SNS映え！

パパとママの
写真教室♪
時間

イベント

①14：00〜15：00
②16：00〜17：00

各回30分前に整理券を配布します

1F コミュニティルーム
カメラのキタムラ
各日先着15組様
当日館内でお買上げいただいた1,000円（税込・合算可）
以上のレシートをご提示でご参加いただけます。
場所
主催

※詳しくはHPでご確認ください。

各日先着100名様

時間 10：00〜20：00
※最終日12日(火)は
18:00までとなります

場所 1F ブックロビー、GU前

ワーク
ショップ

11：00〜17：00
場所 2F くまざわ書店前
先着100名様※定員数に達し次第終了

3月16日（土）
・17日（日）

3月16日（土）〜24日（日）

駅弁フェア

陶器市

催事

時間 10：00〜18：00
場所 1Ｆ GU前
主催 ヨークマート

フードセントラル

みんな大好き！駅弁フェア♪
ランチや夕食にぜひお買求めください！

イベント

「名探偵コナン謎解きチャレンジ」が
やってくる
参加

くもんの
幼児ドリル
ワークショップ
体験会
時間
当日館内でお買上げいただいた1,000円
(税込・合算可)以上のレシートをご提示で、
ご参加いただけます。

“うまいもの”が大集合！
来て、見て、楽しんで！

3月21日（木・祝）
・23日（土）
・24日（日）

3月10日（日）

催事

時間 10：00〜20：00
場所 1F ヨークマート

フードセントラル前

有名な焼き物を取り揃えています。
お目当ての食器をお探しください。

時間 13：00〜17：00
場所 2F くまざわ書店前
主催 くまざわ書店

参加無料

3月17日
（日）

カスタム
シューズ
ワークショップ

無料

時間 10：00〜17：00

ワーク
ショップ

時間

11：00〜16：00

場所

1F ブックロビー

最終受付16：30
各日先着300名様

※定員数に達し次第終了

受付場所 1F ブックロビー
見事全ての
謎が解けたら
オリジナルステッカーを
プレゼント！

君は会場内にある
謎を解いて見事財宝を
見つける事が出来るかな？

3月21日（木・祝）

江戸川コナンとの握手会！

最終受付15：00

時間

①13：00 ②15：00 ③16：30

当日館内でお買上げのシューズとレシートの
ご提示でご参加いただけます。

場所

１F ブックロビー

各回先着100名様 ※定員数に達し次第終了
©青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

※各イベントの詳細は館内ポスターまたは、HPをご確認ください。

限定！

3月2日
（土）
・3日
（日）
・9日
（土）
・10日
（日）
・16日
（土）
・17日
（日）

対象カードでのクレジット払い限定！

5

100円
（税抜）
につき

アカチャンホンポと
ノジマで
三井ショッピング
パークポイントが、
いつでも

ためて、つかえる
ようになりました！

三井ショッピングパークカード《セゾン》

※写真・イラストはイメージです。※掲載商品の取扱いは特に記載がない限り、2019年2月26日(火)〜3月19日
（火）
までとなります。※商品は数に眼りがございます。品切れの際にはご容赦ください。
※お一人様あたりのお買上げ個数には限りがごさいます。※サービスの詳細は各店舗までお問い合わせください。
※表示価格には、特に記載がない限り消費税が含まれております。※イベントの詳細については、館内ポスターまたはララガ一デン川口ホームページをご覧ください。※天候などの諸事情により、
イベントは予告なく変更・中止する場合がございます。

