
ららぽーと富士見は、3・4月は休まず営業いたします。

時間

時間

場所

対象

場所 2F キッズテラス

場所

2F ロクシタン横

10：00～17：00（最終受付16：30）
【各日先着350名様・作成時間：約30分】

好きなキャラクターに好きな色をぬって
自分だけのイェーガーにしよう！

ららぽーと富士見オリジナルの特設
フォトスポットが登場！ここでしか撮れな
いイェーガーと一緒にKAIJUに立ち向
かう写真が撮れるチャンス！さらにその
すぐ横ではオリジナルムービーも放映！

イェーガーの見習いパイロットと
なり、実際に乗って楽しめる搭乗
型ロボットで操縦訓練をしよう!

時間 スタート・ゴール地点 2F ロクシタン横10：00～17：00
（最終受付16：30）

館内４ヵ所で起動訓練中のイェーガーパネルを探しだし、
イェーガーのメンテナンス状況を報告しよう！ミッションク
リアで「オリジナルイェーガーお面」をプレゼント！

ラリーシートに
スタンプを
集めよう！

※画像はイメージです ※画像はイメージです

11：00～19：00

1F 屋内広場

3歳以上

参加条件 当日合計2,000円（税込）以上ご購入のレシートを受付にて
ご提示いただくと、1回（3分程度）操縦できます。
※各日先着200名様 ※各日お1人様1回限り

（3歳～5歳のお子様は
 保護者の同伴が必要となります。） 

3F TOHOシネマズ/TEL:050-6868-5062

4月13日（金）公開

パシフィック・リム
アップライジング

©Legendary Pictures/Universal Pictures.

全世界で大ヒットKAIJUアクション超大作
「パシフィック･リム」ファン熱望の最新作!!

巨大生命体迫る!?
ららぽーと富士見の3周年に

©Legendary Pictures/Universal Pictures.

※画像はイメージです

4/14（土）～22（日）

場所 1F 屋内広場

時間 10:00～21:00
※最終日 18：00まで

アクタス「リミテッドストア」開催
この期間だけの限定品や特価品
が大集合！ヨーロッパ・国内から
仕入れた人気家具やソファ・
テーブルを中心にベッド・学習デ
スクもおトクに！

4/21（土）

サーフィン・スケートボード・スノー
ボードなど横乗りスポーツグッズは
もちろんのこと、話題のアパレル・
アクセサリー・シューズ・キッズ用品まで
豊富な品揃え！家族全員で楽しめる
お店です。

ムラサキスポーツ
［スポーツ用品］

世界中の人々に愛されているタピオカ
ミルクティー専門店。新鮮で香り高い
お茶（Cha）をベースに、お好みでドリ
ンクをカスタマイズし、至福で楽しい
ひととき（Time）をご提供します。

Chatime
［タピオカドリンク］

4/20（金）

鶴瀬駅よりバスで約6分。施設周辺の道路状況によりお時間がかかる場合がございます。（鶴瀬駅より徒歩で約20分）

ワクワクとおトクがいっぱいの　　　！

※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。※画像・イラストはイメージです。

3
4/152018.3/31土 日

ヤオコー、TOHOシネマズのご利用で

※悪天候時は握手会に
　内容が変更となる場合があります。
　（1F 屋内広場にて/各回お子様先着500名様）

周年

rd3

※1ショップ3,000円（税込）以上購入の場合
1ポイントから使える ！2

レビュー投稿で100ポイント ！3

送料無料 ！4
アンドモール

ポイントが貯まる ！1

ららぽーとでもおうちでも
 つかえるファッション通販サイト

映画パシフィック・リム アップライジングの公開を記念して
たくさんのイベントを実施中。パシフィック・リムの世界を楽しもう！

期間中、ららぽーと富士見で¥5,000（税込）お買上げ毎に『抽選券』を1枚お渡しします！
￥1,000（税込）お買上げ毎に1枚お渡しする『抽選補助券』5枚でもご参加いただけます。

抽 選 期 間 抽 選 会 場

3F 
ららぽーとホール11:00～21:00

3/31  ～4/15土 日

その他
ステキな賞品が

に当たる！！

約10万名様

行き先は   ヵ所から選べる！

セブ島・台北・
シンガポール
ペア旅行が に当たる！名様

特賞

※一部対象外店舗がございます。 ※1回のお買上げで￥1,000(税込)に満たない場合は、
　抽選補助券をお渡しできませんので予めご了承ください。

そうごう薬局／富士見井上眼科／ゆうあいクリニック／ナーサリースクール☆SUKUSUKU／宝くじ・BIG売り場
／ヤオコー／セガソニック鉄道／TOHOシネマズ／保険見直し本舗／ほけん百花  
※その他イベント、催事店舗は対象外となります。

対象外店舗

※各日先着750名様 大抽選会周年

参加無料

参加無料

※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。 ※画像・イラストはイメージです。



①リュック 17,820円（税込）
②ヌメ手トートS 8,532円（税込）
③クラッキング牛革ポシェット 20,520円（税込）

マルメロヴィアジェン

5,000円（税込）以上
お買上げの先着30名様に
ノベルティプレゼント

特典

［1F］

648円（税込）

IL PINOLO PIZZA BAR

カマンベール・グラナパダーノ・クリーム
チーズの3種を使ったふんわりもこもこ
チーズスフレです。口当たりは軽く、口に入
れるとしっとりチーズが濃厚に香ります。

3種のチーズを使った
ふんわりチーズスフレ

Menu

通常1,058円（税込）→756円（税込）

雲龍一包軒

自然の食材を用いて五色の皮と五味の餡
を手作りしている小龍包を特別価格でご
提供。アツアツのあふれるスープと、多様
な味わいと彩りをお楽しみください。

五色小籠包

Menu

特別
価格

Menu

518円（税込）
※各日数量限定

がってん寿司承知の助

身がしまっていて歯ごたえ抜群の桜鯛、
新鮮で味わい深い桜肉（馬肉）、ぷりぷ
り食感の白魚。春を告げる品々を一皿
に集めました！ ぜひ、ご賞味ください。

春の特別3貫握り

Menu 彩の国レストラン
レストランゾーン3F

食べ応えのある大ぶりの鶏肉にハニー
マスタードがたっぷりかかったスペシャ
ルメニュー。マスタードのほどよい甘みと
香りが、蕪と鶏肉の味を引き立てます。

蕪と鶏肉の
ハニーマスタードグリル
※バイキング料金に含まれます

Menu
復活

1,080円（税込）

RRrainbow

大人気メニュー”自慢のロコモコ”が3周
年を記念して期間限定で満を持して復
活！あの味を今再びぜひご賞味ください。

復活！！
自慢のロコモコ！

いろどり和菜 三〇三（みわみ）
レストランゾーン3F

しゃぶしゃぶ食べ放題をご注文された方限
定で、プレミアムセットが327円（税込）で
プラスできます。唐揚げや刺身、天ぷらやサ
ラダなど全64品が選べる贅沢セットです。

通常540円（税込）→303円（税抜）
（税込327円）

しゃぶしゃぶ食べ放題
プレミアムセット（追加料金）

Menu

特別
価格

Menu

特別
価格

上品なクレミアソフトクリームにミニ
ワッフルが付きました。ワンプレートで
贅沢感が味わえます。うれしい3周年特
別価格でご提供！

330円（税込）

ミニワッフル
・クレミア添え

スタジオカフェ ズー アドベンチャー
2F カフェカフェ1F

Menu

サラダ＆コメチキ＆オリジナルサンド
イッチのプレートは3周年特別メ
ニュー。サンドイッチは　「トマト＆玉子
ペースト」もしくは「小倉あん＆ホイップ
クリーム」からお選びいただけます。

各500円（税込）
サンドプレート
・たまとまレタス
・小倉ホイップ

珈琲所 コメダ珈琲店Menu

特別
価格

焼きたて生地のシンプルなクレープ
で、お好きなフレーバーのアイスクリー
ムをお楽しみいただけるひんやりス
イーツ。3周年記念特別価格でご提供。

333円（税込）

アイスクリーム
クレープ

サーティワン アイスクリームMenu

特別
価格

クラムチャウダーがのったチキンコンビプ
レートに、3周年記念のアニバーサリーセッ
トをご用意！ お好きなキッシュ1種とお好き
なドリンクがついた特別メニューです。

1,000円（税込）

チキンコンビプレート
アニバーサリーセット

ケンタッキーフライドチキン

カフェ1F

トラジ食堂

680円（税込）
※平日の限定販売

あのまかないメニューが周年祭で復
活！！ 牛カルビを使用した贅沢なカレー
に隠し味！おすすめは、チーズのトッピ
ング！《別途、100円（税込）頂きます》

石かるカレー

2,333円（税込）

いしがまやハンバーグ
レストランゾーン3F

究極のハンバーグと豪華切り落としス
テーキが一緒になった夢の限定セット。
肉の旨味がたっぷりと味わえるセットを
ぜひご堪能ください。

肉祭り
レギュラーセット

Menu
復活

しらす問屋 とびっちょ

1,188円（税込）

ご要望にお応えして大好評のかき揚げ
丼が限定復活！ 旬の生桜えびをたっぷ
り使用したかき揚げは、香ばしい風味と
サクサク食感がたまらない。 

周年祭限定復活
しらすと生桜えびの
かき揚げ丼

Menu マルハのカルビ丼

880円（税込）

北海道ルスツ産の豚バラ肉にたっぷり
チーズ・特製ピリ辛ダレでマルハ流「チー
ズタッカルビ」。絶妙の甘さとピリ辛ダレ
が見事に融合した春の新丼登場です。

チーズもち豚
カルビ丼

Menu

特別
価格

とんかつ銀座梅林

1,000円（税込）

女性に人気のチーズとトマトソースは
見た目も鮮やかでボリューム満点！
玉子とバジルソースがアクセントに
なって食欲をそそる一品です。

チーズトマト
ソースカツ定食

自由が丘蔭山樓

950円（税込）

蔭山特製の濃厚鶏白湯と、さっぱりトマ
トソースの絶妙な絡みが味わい深い一
品。トマトと相性抜群のパウダーチー
ズでさらにコクをプラスしました。

トマト麺

森のダイニング（フードコート）1F
梅蘭

1,333円（税込）

豆板醤で炒めた牛肉、玉ネギ、白菜、ニ
ラ等に餡をかけ、カリカリに焼き上げた
中華麺をのせて包みました。2種の
チーズ入りで新しい味を楽しめます。

チーズ入り辛口牛肉
梅蘭焼きそば（小）

Menu Menu
復活

Menu

特別
価格

rd3

3周年特別メニュー
3周年の感謝を込めたスペシャルグルメが勢揃い！

カフェ1F

レストランゾーン3F レストランゾーン3F レストランゾーン3F レストランゾーン3F

森のダイニング（フードコート）1F 森のダイニング（フードコート）1F 森のダイニング（フードコート）1F 森のダイニング（フードコート）1F 森のダイニング（フードコート）1F

① ②

Menu
復活

①

②

③

①
②③

①

②

マルチストライプ
ワイドパンツ
7,549円（税込）

 →5,284円（税込）

COTORICA.

30%OFF

特典

［2F］

マルチストライプ
ワイドパンツ

Open
New

①

②

①星柄合皮トートポーチ付き 4,212円（税込）
②ルートート デリ 各3,240円（税込）

one’sterrace

ディズニー商品を
2,160円（税込）以上お買上げで
ノベルティプレゼント
①ペアメタルサーモタンブラー 
②ステンレスマグカップ 

● 

● 店内商品3,240円（税込）
（3,000円（税抜））以上お買上げで

商品10%OFF
※3/31（土）・4/1（日）限定 ※一部商品を除く

［1F］

特典

①③ワイシャツ
各3,132円（税込）
②ワイシャツ
4,212円（税込）

『ムーニーおしりふき』各種
（やわらか素材のおしりふき80枚×16個・
トイレに流せるおしりふき50枚×16個・
こすらずするりんっ60枚×16個）
1,180円（税込）

アカチャンホンポ
［2F］

K18YGダイヤモンド
ネックレス 30,000円（税込）

3万円

bijou SOPHIA
［2F］

特典

ららぽーと富士見店限定
ジェラートピケ ルームウェア

3,333円(税込)均一

B-DESIGN
［3F］

特典

※一部商品を除く

お袖リボンいっぱい
ブラウス

4,212円（税込）

● 3,240円（税込）均一コーナー
　（3,000円（税抜）均一）

natural couture
NICE CLAUP
［2F］

特典

● 全品20%OFF ※一部商品を除く

シューズ 各3,240円（税込）

ESPERANZA+Kids

3足以上お買上げで30%OFF
※セール品・雑貨を除く

特典

［1F］

crocband 各4,536円（税込） crocs by fam

●シューズ1足お買上げで

  サイコロを1回振って最大30%OFF
●チャームを3個お買上げで
  1,079円（税込）
  (999円（税抜）/１個あたり333円（税抜））

※チャームは別売

特典

［3F］

チャンピオン パーカー
各6,372円（税込）

Right-on

特典

［3F］

3周年特
別記念

“　”の付
く

うれしい特
典3

その他の
特典

レディスパーカー 12,000円（税込）

URBAN RESEARCH
DOORS

10,000円（税込）以上
お買上げの先着50名様に
ノベルティプレゼント

特典

［1F］ブルゾン
15,120円（税込）

URBAN RESEARCH
Sonny Label

自店ポイントカード
ボーナスポイントキャンペーン
5,400円(税込)以上お買上げで→500pt
10,800円(税込)以上お買上げで→1,000pt

特典

［2F］

※1,000ポイントが上限となります。
 ※4/4（水）～4/8（日）限定

富士見限定プライスダウン特典

カットソー 
2,154円（税込）
パンツ 
4,314円（税込）

COLONY 2139

5,000円（税込）以上
お買上げのお客様に
ノベルティーBAG
プレゼント

特典

［2F］

先着300名様に3,000円（税込）の
ハッピーバッグ販売 

Franc franc

特典

［3F］

※掲載商品は一例です

スーベニア
マルシェBAG

359円（税込）
（333円（税抜））

koe
［2F］

カンゴール ハット

各6,048円（税込）

Hat Homes

5,000円（税込）以上
お買上げの先着33名様に

ランチバッグプレゼント

特典

［1F］

※掲載価格は消費税を含んだ総額の表記となっております。店頭では、税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは、各店舗までお問い合わせください。 ※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。  ※掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。 ※画像・イラストはイメージです。●店舗により一部除外品がございます。 ●他の特典・サービスとの併用はできません。

3周年にち
なんだ特

典をご用
意しました

！
その他、お

トクな特
典も充実

！

①K18YGダイヤリング（鑑別書付き）　59,980円→30,000円（税込）
②K18YGダイヤリング　59,980円→30,000円（税込）
③K18YGダイヤネックレス　49,980円→30,000円（税込）

3万円均一

ジュエリーツツミ
［1F］

特典

① ②
③

Open
New

Open
New

Open
New

限定13個
①クックフォーミー +
②インジニオ ネオ IH セレナーデ
エクセレンスセット3

30,000円（税込）

ティファールストア
［1F］

特典

● お買い物券プレゼント
10,800円（税込）以上お買上げで2,160円分
5,400円（税込）以上お買上げで1,080円分

● チャンピオン商品2点以上お買上げで
ナップサックプレゼント

● ボトム購入でトップス20%OFF

※～４/2（月）まで

※４/３（火）～

3周年限定アイテム
レインコート
1,296円（税込）

マザウェイズ
［2F］

特典

BRICK HOUSE
by Tokyo Shirts

2点お買上げで10%OFF
3点以上お買上げで15%OFF
※一部商品を除く
※1,080円(税込)以上の商品対象
※4/7、8、14、15日限定

［3F］

特典

@cosme store

3,000円（税込）以上
お買上げのお客様に
サンプルセット
プレゼント
※なくなり次第終了
※画像はサンプルの
　イメージです

特典

［1F］

4/152018.3/31土 日ANNIVERSARYrd33おかげさまで　　　
ららぽーと富士見

周年150ショップが
参加！




