
ららぽーと磐田のクリスマスは、ご家族・お友達で参加して楽しいイベントがいっぱい！

XMAS  Information

クリスマス プレゼントキャンペーン

トムとジェリーとクリスマス。
星の数だけハッピーを。　

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™Turner Entertainment Co. (s18)

JTB旅行券 10万円相当10名様 ららぽーと共通 
お買物・お食事券 10万円相当10名様

20名様25名様

Panasonic 
ロティサリーグリル＆スモーク

TOHOシネマズ 
ギフトカード10,000円相当＆
ポップコーンペアセット 引換券(ドリンクM×2+ポップコーンL)2枚

オリジナルトートバッグ
＆マグカップ(ペア)セット

当選から外れても、応募された
三井ショッピングパークカード会員の方の中から、
抽選で100名様に三井ショッピングパークポイント
500ポイントをプレゼント！

10名様
ジェラートピケルームウェアセット
（Fサイズ）

25名様
Panasonic 
IHデイリーホットプレート

10名様
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賞
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F
賞 賞

※商品の色は選べません

500

※応募会場にて、「応募補助券」10枚と「応募券」1枚を交換いたします。※12月1日（土）～25日（火）の期間中お一人様何口でもご応募可能です。応募券及び応募補助券の盗難・紛失・破損があった場合の再発行はできません。※ご応募いただいた
お客様の個人情報は、本キャンペーンの賞品発送のためにのみ利用するものです。※ウェブ・館内等での当選者名の公表はいたしません。※本キャンペーンは対象外店舗が一部ございます。※当選発表は2019年1月中旬頃に賞品の発送・ポイント
の付与をもって代えさせていただきます。※諸事情により賞品の発送が遅れる場合がございます。※賞品の色は選べません。※イラスト・画像はイメージです。※ららぽーと共通お買物・お食事券の有効期限は〈2019年3月末日〉となります。

クリスマス プレゼント キャンペーン

ドリンクM×2＋
ポップコーン L

※画像は
　イメージです。

有効期限 2019/3/31 TOHOシネマズ ららぽーと磐田でのみ有効です

引換券

お買い上げ5,000円（税込）ごとに「応募券」、500円（税込）ごとに
「応募補助券」を1枚進呈。必要事項と希望賞品名を明記のうえ、
会場の応募箱に投函してください。

1F 東広場
10:00～21:00（最終日は22:00まで）
※最終日21：00～22：00は、2F 《やさしい食彩 葡萄の丘》横にて

時間応募
期間

応募
方法

応募
会場

12月1日（土）～25日（火）

ハズレてもワンモアチャンス！

スマートデザイン＆多機能調理

ららぽーと磐
田

限定グッズ！

軽さと着心地にこだわった逸品

グリル・燻製・オーブン・トースターの4機能搭載

応募された方全員に
ららぽーと磐田で
お得なクーポンが使える、
グルメパスポートを
プレゼント！

話題のシネマを心ゆくまで
ご堪能ください

ご家族やお友達と、
素敵な旅を

お楽しみください！

ららぽーとで、
お買い物やお食事を

満喫しよう♪



12/2212/22 土土12/2212/22 土土

各プレゼント会場にて対象条件をご提示いた
だいた方に、限定クリアファイルをプレゼント！
セットでかわいい2種を揃えよう！

11/1 12/2511/1 12/25木木 火火11/1 12/2511/1 12/25木木 火火

時間

対象
条件

プレゼント
会場

①三井ショッピングパークアプリクーポン画面提示
②三井ショッピングパークカード会員様限定

①1F 総合案内所
②1F セゾンカードデスク拠点

10：00～21：00

※プレゼントがなくなり次第終了となります。※三井ショッピングパークカードに新規
ご入会の方も対象となります。※プレゼントの交換は期間中、1組様につき会員番号1つ
1回限りとなります。※②のプレゼント会場のみ平日/10:00～18:00、土日祝/10:00～
19:00 以降はカードデスクにて受付となります。

※当日のお買い上げレシート1,500円(税込・合算可)と、対象カードを
ご提示ください。

11/22 12/2511/22 12/25木木 火火11/22 12/2511/22 12/25木木 火火

11/17 、12/1511/17 、12/15土土 土土11/17 、12/1511/17 、12/15土土 土土 12/1 12/2512/1 12/25土土 火火12/1 12/2512/1 12/25土土 火火 12/1 12/2512/1 12/25土土 火火12/1 12/2512/1 12/25土土 火火

トムとジェリーのかわいいファッションアイテムや、
色々なグッズが勢揃い！お気に入りを見つけるチャンス！

11/22 12/2511/22 12/25木木 火火11/22 12/2511/22 12/25木木 火火

いつも仲良し「トムとジェリー」みたいなリンク
コーディネートを館内で展示中！

11/22 12/2511/22 12/25木木 火火11/22 12/2511/22 12/25木木 火火

ららぽーと磐田の楽しいクリスマスイベントやフェアで、星の数ほど思い出をつくろう！ららぽーと磐田の楽しいクリスマスイベントやフェアで、星の数ほど思い出をつくろう！

クリスマスツリーを
中心に、トムとジェリーが
ドタバタ追いかけっこ！

館内各所

今すぐ
見つけに
行こう！

※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。 TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™Turner Entertainment Co. (s18)

各日先着
50組様

※商品は在庫がなくなり次第終了となります。

参加店舗 参加店舗

① ②

クリスマスツリーをステキに飾る、トムとジェリー
のかわいいアイテムを作ろう！

【11/17（土）】１F 中央広場  
【12/15（土）】2F ノジマ前

場所

各回先着25名様/キッズクラブ会員様限定参加

時間

時間

①11:00～ ②14:00～ ③15:00～

※各回開始１時間前から整理券を配布いたします。 ※定員に達し次第、受付終了と
なります。 ※小学生以下のお子さまは、保護者の同伴が必須となります。※みつい
ショッピングパーク キッズクラブは当日のご入会(無料)でも参加可能です。
ご入会に際し、三井ショッピングパークアプリのダウンロードが必要になります。

リースを作ろう！リースを作ろう！

オーナメントを作ろう！オーナメントを作ろう！

11/17（土）11/17（土）11/17（土）11/17（土）

12/15（土）12/15（土）12/15（土）12/15（土）

ジェリーが隠したトムの大好物を、迷路から
見つけだそう！

※スタンプラリーシートがなくなり次第終了となります。

時間 10:00～21:00 ２F ノジマ前場所
※スタンプラリーシートがなくなり次第終了となります。

10:00～18:00（　　）17:30
最終受付

1F 中央広場スタート／ゴール地点、プレゼント引換場所

プレゼント引換日程 12/2（日）、9（日）、16（日）、24（月・休）、25（火）

プレゼント引換時間

キッズクラブ会員の
先着50名様にはノベルティプレゼント！

館内のラリーポイントをまわって、スタンプを集め
よう！スタンプツリーを完成させてゴールした方に
先着でオリジナルシールをプレゼント！

トムとジェリーとクリスマス。
星の数だけハッピーを。

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & ™Turner Entertainment Co. (s18)

先着300名様に

トムとジェリーが、ららぽーと磐田にやって来る！
一緒に撮影して、SNSに投稿しちゃおう♪

①11:00～ ②13:30～ 
③15:00～

期間中、館内ではクリスマスにぴったりなメニュー
フェアを開催!甘くておいしいクリスマスケーキも、
各店自慢のレシピで取り揃えています!

チーズメニュー シェアメニュー

ケーキ

キ ッ ズ ク ラ ブ 会 員 限 定毎 月 第 ３ 土 曜 日 開 催 ！


