
［BRUNO］
アイスクリーム＆
かき氷メーカー
10,584円（税込）
本館1F／212
KITCHEN STORE

ハピックス フレンズ
1,598円（税込）
本館2F／ハンズ ビー

アイスみたいなお手紙 302円（税込）
本館1F／さくら平安堂

コールドストーン
ボディスクラブ
399円（税込）
本館2F／Celule

サンデー
チーズいちご
500円（税込）
本館3F／TUTU

ハーゲンダッツの
バニラを使用

わんわんシャリッと
サプリゼリー（犬用）
各257円（税込）
本館1F／
DOG&CAT JOKER

わんちゃんも一緒に
アイスタイム♪

エスプレッソシェイク
Short 570円（税込）
本館3F／タリーズコーヒー
北館1F／タリーズコーヒー
ららぽーと柏の葉北館

ひんやりクリーミー

冷やしてメロン
1個 226円（税込）
本館1F／
ドンク,ミニワン

SUNAO バニラソフト
170円（税込）
本館1F／Food campus 
Tokyu Store

濃厚クリーミーなのに
糖質50％OFF

ワイスバー マンゴー
1本 190円（税込）
本館1F／カルディ
コーヒーファーム

マンゴー＆ミルク
アイスが絶妙

ワッフルコーンパフェ
いちご
410円（税込）
本館3F／ビストロ309

小腹が空いた時に
おすすめ

クリームソーダ
302円（税込）
本館3F／
SUBWAY

王道スイーツ
ドリンク

ソフラッペ 
（左）いちごミルク
（右）スプラッシュソーダ 
各450円（税込）
本館3F／マザー牧場
CAFÉ&SOFTCREAM

ミルキー×サッパリ

ソフトクリーム 
生ミルク
350円（税込）
本館1F／
北海道
くらし百貨店

搾りたて
生乳を使用

まぜるシェイク 
ほろにが抹茶 
志布志市産茶葉使用 
Sサイズ 290円（税込）
Mサイズ 360円（税込）
本館3F／モスバーガー

甘みと苦みが絶妙

プレミアム
生クリームソフト
クレミア
500円（税込）
本館4F／
MOVIX柏の葉

コーンは
甘いラングドシャ

人気の夏季限定
スイーツパン

ジュースが
フローズンに！

便箋＆封筒各2枚入り

保湿しながら
つるつる肌へ

2つのひんやり
スイーツが
簡単につくれる！

オリジナルレシピをウェブ公開中
北館3F／京葉ガス料理教室 柏の葉

https://www.keiyogas.co.jp/home/
cooking/recipe/eco/eco_008.html

カップアイス 
ミルク チョコレートチップ
432円（税込）
本館2F／GODIVA

贅沢フレーバー全9種！

ミニたいアイス バニラ
450円（税込）
本館1F／
おめで鯛焼き本舗　

新感覚の和パフェ

ひんやりブルーベリーシャーベット

『トイ・ストーリー』
‘エイリアン’
3,500円（税込）
本館1F／サーティワン
アイスクリーム

ホームパーティーの
主役ならこれ！

これからの季節といえば、
やっぱりアイス！

各店自慢のアイスはどれも見逃せない！

アイス大集合！
冷たい・あまい、いっぱい！

おうちアイ
スグッズ驚きのアイス

体験を！

アイスなグッズ
もチェック！つい食べたくな

っちゃう
？！

CHECK

焼きたてパンに
アイスをON
デニブラン
421円（税込）
本館2F／
サンマルクカフェ

ららぽーと柏の葉から近隣の皆さまへ、旬の情報をお届け 
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ららぽーと柏の葉 〒277- 8518 千葉県柏市若柴175 TEL：04-7168-1588（代）〈受付時間10：00～18：00〉
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/kashiwa/

SHOP  NEWS

11：00～19：00お買物券引換時間

●7/12（金）～31（水） 本館2F／ユニクロ 前 カード受付
●8/1（木）～31（土） 本館2F／カードデスク

お買物券引換場所

参加店舗

本館2F／クリスタルコート場 所

10：00～19：00時 間

7/20（土）～9/1（日）販売期間

18：30～20：30時 間

本館2F／クリスタルコート場 所

本館2F／センタープラザ場 所

13：00～ ※約60分時 間

2,160円（税込）参加費
小学生のお子さま
※要予約※定員3名※保護者同伴不可対 象

本館1F／DOG&CAT JOKER場 所 15：00～ ※約30分時 間

無料参加費
5～12歳のお子さま対 象

本館1F／DOG&CAT JOKER場 所

わんちゃんのお世話をしてみよう
キッズトレーナー

わんちゃんと遊ぼう
パピーコミュニケーション
ふれあい体験会

七五三早撮りキャンペーン第2弾

クリアランス
お買物ラリー

カシワノ夏祭り。
サイエンスフェスタ

期間中のご撮影＆お買上げの方限定で嬉しい特典

①衣装代無料
②着付け代無料

③ヘアセット無料
④千歳飴プレゼント

●写真グッズプレゼント　●秋のお参りシーズン、着物レンタルが平日無料

⑤くしブラシプレゼント
⑥足袋プレゼント

さらに、10,000円（税込）以上お買上げの方には

※掲載商品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。※一部商品名が省略されている場合がございます。また、一部参考商品が含まれております。詳しくは店頭
にて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。※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。※画像はイメージです。

まで7 31水

ベアハグ

平日限定でキャンペーンコースを
除く全コース10％OFF！さらに
10：00～14：00は40分コースが
3,132円（税込）！

平日お得にボディケア！

まで7 31水
年に1度の
大セール開催中！

まで8 4 木

注文印鑑が現品限りでお買得。
この機会をお見逃しなく！

まで8 4 日

毎年恒例！
大感謝セール開催中！

ノベルティキャンペーン

今年の夏もお得がいっぱい！
是非ご利用ください！

まで8 15木

対象のメガネ・サングラスが50％
OFFまたは30％OFF！さらにサン
グラスレンズも1,000円OFF！
※一部除外あり

お得なセールを開催中！

鮮魚店「仙令平庄」がオープン！ 7.11thu 15mon

対象店舗

でも三井ショッピング
パークポイントが100
円（税抜）につき1ポイン
トたまる！＊

お買上げレシートを特設
会場へお持ちいただくと、
普段ポイントが付かない

さらに！

＊三井ショッピングパークカード《セゾン》でクレジット決済いただくと100円（税抜）につき、さらに1ポイント加算されます

※雨天時は本館2F／クリスタルコート

Kashiwanoha Food Market
ポイントフェスティバル

対象店舗でのお買物で、三井ショッ
ピングパークポイントが100円（税
抜）につき2ポイントたまる！＊

7.11thu  OPEN

オープン記念
マグロ解体ショー

本館1F／仙令平庄
［鮮魚・鮨・惣菜］

カシワノ
バザール

7 13 土ららぽーとクリアランス開催！

本館3F  ☎04-7168-1874

さくら平安堂
本館1F  ☎04-7168-1601

Celule
本館2F  ☎04-7168-1651 本館1F  ☎04-7168-1841

OPTIQUE
PARIS MIKI東武トップツアーズ

本館3F  ☎04-7135-6721

つくばの研究施設から特別展示や宇宙
グッズ販売、ワークショップなどが、1日
限定でららぽーと柏の葉にやってくる！ 

つくばの研究施設に遊びに行ける「ＴＸ＆
サイエンスきっぷ」が夏休み限定発売！

本館1F  ☎04-7135-6338DOG&CAT JOKER

7 20土 7 27土

※要予約※定員3名

スタジオアリス 本館3F     0120-477-753

LOOK JTBご予約でトートバッグ
プレゼント！
※なくなり次第終了

15:00～
7.11thu

11:00～／15:00～
7.15mon

7 12金 31 水
縁日7 22月 28日

夕涼み
シネマ上映会

普段のお買物でお得にポイントをゲット！

その他、各店舗でも期間限定キャンペーン開催！

日替わり先着プレゼント

7 14日 15 月・祝第1弾

7 20土 21日第2弾

7 10水から まで8 18 日

10：00～12：00 ※なくなり次第終了時 間
本館1F／ドンク,ミニワン 前場 所

各日先着250名様限定！「仙令平庄」のおす
すめ商品を5日間日替わりでプレゼント！ 
※おひとり様1日1回限り

板前による大迫力のショーは必見！

7.11thu 15mon

※オープン前にお越しのお客様は本館1F／
無印良品 横 入口にお集まりください

7 12金 31 水

7 27土 28日

inららぽーと柏の葉2019
お買物券引換は
8/31（土）まで

EVENT  &  CAMPA IGN  I NFO ●詳しくは館内ポスター・ウェブサイトをご確認ください。

第1弾 HMV／オリンピア／クレアーズ
第2弾 THE SUIT COMPANY／miomio／

AZUL by moussy／branshes


