
2/17（土）・18（日）

インテリア店舗限定2人に1人
大当たり！

各日先着80名様限定！ 
現金5,000円で1回チャレンジ！

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）
営業時間 10:00～21:00/レストラン 11:00～22:00  コミュニティダイニング（フードコート）10:00～21:00
※一部営業時間の異なる店舗がございます。

賢くお得にお買物ができる
イベントもお見逃しなく！Event Information
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1等  10,000円分・・・・・・・・・ 各日40名様
・・・・・・・・・・・・・・ 各日40名様2等  7,000円分

ハズレなし！ 7,000円分以上の
ららぽーと柏の葉で使える「インテ
リア店舗限定お買物券」が必ず
当たる、お得な抽選会！

ららぽーと柏の葉の各店舗がまるごとひと部屋を
それぞれトータルコーディネートしました！

お買物券ご利用対象店舗

会 場 本館2F／クリスタルコート
10：00～時 間 ●おひとり様1日1回限り 

●各日先着80名様に達し次第、終了

※各日9：20より本館2F／駅側入口（GAP側）にて参加券を配布いたし
ます。※参加券をお持ちの方のみ、抽選会にご参加いただけます。※お支
払いは現金のみとなります。※三井ショッピングパークポイントの付与・
駐車場サービスは対象外となります。※「インテリア店舗限定お買物券」
の有効期限は2018年4月30日（月・休）となります。

　　　　  無印良品／フォーアニュ／212 KITCHEN STORE
　　　　  アーバンリサーチドアーズ／niko and...／
　　　　  Francfranc
　　　　 じぶんまくら　　　　      ノジマ

本館1F

本館2F

本館3F 北館1F

詳しい情報は館内ポスター・ウェブサイトをご覧ください。

三井ショッピングパークカード《セゾン》
に新規ご入会された方へ、通常の入会特典に加えて

※本チラシまたは対象店舗にてお渡しする入会案内用紙を提示せずに手続きされた場合、
お買物券プレゼント対象外となります。※三井ショッピングパークカード《セゾン》LOOPゴールド
の新規ご入会は対象外となります。

インテリアフェア限定キャンペーン

今なら！
インテリアフェア特別企画

本館1F／ハックドラッグ 前

Show Space
2/15（木）
3/11（日）

2/15（木）- 26（月） 2/27（火） - 3/11（日）

場  所162 金 43 日

お買物券
プレゼント！

　　　　  無印良品／フォーアニュ／212 KITCHEN STORE
　　　　  アーバンリサーチドアーズ／niko and...／
　　　　  Francfranc
　　　　 じぶんまくら　　　　      ノジマ

本館1F

本館2F

本館3F 北館1F

対
象
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他店舗のアイテムも展示中！

本チラシもしくは下記対象店舗にてお渡しする入会案内
用紙を本館2F／カードデスクまたは館内カード受付ブース
へご持参のうえ、新規ご入会された方にプレゼント！

詳しくは
中面をチ

ェック▶
期間限

定

ららぽーと柏の葉は2月20日（火）は
全館お休みさせていただきます。



提案するのは
旬なTOKYO STYLE。

インテリアメーカー直営なら
ではのリーズナブルな価格
で、トレンドを取り入れたアイ
テムを提供します。

フォーアニュ
14th誕生祭

30,000円（税込）以上の家具が送料無料に。
※店内家具を2点以上お買上げの方限定。

「つくりたい空間」を
かなえるお店。

東急ハンズ目線で集めた、個性を表現でき
るものや時代を超えた価値を持っている
ものを、暮らしに取り入れてみませんか。

タオルから始まる
素敵な毎日。

いつも使うものにこそ、品質の良い
ものを。素材や織り方にこだわり、
一品一品丁寧につくりあげたタオル
を豊富にご用意しています。

日々にシアワセの
スパイスを。

毎日を積極的に愉しむための
ちょっとした演出になるひと品
や、ぬくもりやときめきを感じさせ
てくれるアイテムを提案します。

毎日をより楽しく、
より豊かに。
フロアいっぱいに並べられたカラフルな
色展開と新鮮なデザインのアイテム
は、あなたの暮らしを「感動」で彩ります。

ノベルティ
プレゼントフェア

家具を含む店内商品を50,000円（税込）
以上お買上げで、ノベルティをプレゼント。
※なくなり次第終了。

2/16（金）
～4/1（日）

2/16（金）
～4/1（日）

2/16（金）
～4/1（日）

あなたの生活に
便利さと快適さを。

それぞれの暮らしにぴったりな商品
をご提案いたします。家電のことなら
なんでもご相談ください。

ノジマ
決算セール

新生活のスタートに嬉しいセールを開催。テレビや冷蔵庫、洗濯機、
エアコン、スマートフォンなど生活必需品を大幅値下げいたします！

寝具こそ、
オーダーメイド。

季節の変わり目は、寝具の
替え時でもあります。
使うなら、あなたの身体に
合ったものを選びませんか。

タオル
プレゼントフェア

オーダーまくらを注文された先着100
名様にタオルをプレゼント。

※フェア内容は変更となる場合があります。詳しくは店頭にてお問い合わせください。※画像はすべてイメージです。

本館1F／無印良品
☎04-7168-1634

“感じ良いくらし”を
お手伝いします。

無駄や過剰をそぎおとし、素材そのもの
の良さを生かしたアイテムは、どんな
テイストのお部屋にもマッチします。

新生活応援！
インテリア大相談会

一人ひとりの“感じ良いくらし”に合う家具の選び
方やトータルコーディネートなどをアドバイス。
※要予約（無印良品ウェブサイト・アプリよりご予約ください）。

本館2F／Francfranc
☎04-7135-6628

本館3F／じぶんまくら
☎04-7168-1519

本館1F／フォーアニュ
☎04-7168-1932

本館2F／ハンズ ビー
☎04-7168-1502

本館2F／
Afternoon Tea LIVING
☎04-7168-1504

北館1F／ノジマ
☎04-7137-6701

本館2F／タオル美術館
☎04-7168-1914

今の暮らしをここちよく。

時代を超えて愛されるデザインや、
つくり手の気持ちが込もったアイ
テムを、ぜひ探しに来てください。

UR CLUBポイント
プレゼントフェア

対象のインテリア雑貨を含む生活雑貨を32,400円（税込）以上
お買上げで、UR CLUBポイントをさらにプレゼント。〈10,800円
（税込）ごとに1,000ポイント／最大20,000ポイントまで〉

3/1（木）
～31（土）

本館2F／
アーバンリサーチドアーズ
☎04-7168-1510

我が家の食卓を、世界で
1番好きなレストランに。

調理道具やダイニング雑貨を世界
中からセレクトしました。あなたの家
にしかない素敵なレストランをつくる
ヒントが、きっと見つかります。

密閉容器2種が
20％OFF

真空保存容器「LOCKSY」と安全素材製の
保存容器「sistema」が20％OFFとお買得に。

3/1（木）
～31（土）

2/15（木）
～4/5（木）

2/1（木）
～4/1（日）

本館1F／
212 KITCHEN STORE
☎04-7168-1928
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　　　　フェアを実施している下記8店舗でご利用可能な
「インテリア店舗限定お買物券」が必ず当たる抽選会を開催！

※右記3店舗では「インテリア店舗限定お買物券」はご利用いただけません。

2/17（土）・18（日）

ららぽーと柏の葉で
暮らしのひと品を探すなら、
右記の店舗も必見です！

「であう」と「にあう」。

驚きや発見に「であう」。やがて
自分の暮らしに「にあう」。
そんな豊かな経験をさせてくれる
アイテムを展開しています。

家具10％OFF
フェア

対象の家具・照明・ラグ（90×130cm以上）などを
10,800円（税込）以上お買上げで10％OFF。

4/1（日）
まで

本館2F／niko and...
☎04-7168-1516

2/15（木）
～4/1（日）

詳しくは裏表紙
をチェック！！


