
家族のすてきな暮らしを

ららぽーと
柏の葉
LIFE STYLE
MAGAZINE

家族で屋外へ出かけるなら、動きやすさや機能性を重視したアイテムを取り入れて。
【レディス】接触冷感チュニック 5,389円（税込）、Vネックノースリカットソー 3,769円（税込）、接触冷感パンツ 5,389円（税込）、ラフィアキャペリン 4,849円（税込） 本館1F／SM2 keittio ☎04-7168-1946 【メンズ】スキッパーポロシャツ 
4,309円（税込）、セオαイージーパンツ 4,309円（税込） 本館2F／THE SHOP TK ☎04-7135-6466 【ボーイズ】クールパーカ 4,536円（税込）、WIC.T おやま 1,944円（税込）、キャニオンショーツ 3,888円（税込）、ライトトレールタイツ 
2,592円（税込） 北館1・2F／モンベル ☎04-7137-1301 ※その他、スタイリスト私物。
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元気な笑顔が
うまれる
緑のなかの
小さなトリデ

※モデル着用衣装の詳細は中面をご覧ください。



ちょっとしたお出かけには、
小さな水筒やボトルケースがおすすめ。
①ポケトルボトル（120ml/保冷・保温機能付） 各1,296円（税込）
②〈チャムス〉エコペットホルダー 2,052円（税込）
本館2F／ハンズ ビー ☎04-7168-1502

キッズも使えるものから、ママにうれしいタイプまで
外あそびのマストアイテム！
①サンスクリーン®オンフェイス モイスト（35g）/ライト（28ml） 各1,036円（税込） 
本館1F／オルビス・ザ・ショップ ☎04-7168-1650　
②紫外線予報 メイクを守るUVスプレー（60g） 1,620円（税込）
　紫外線予報 UVさらさらジェル（50g） 1,728円（税込）
本館1F／miomio ☎04-7170-0331　
③〈erbaviva〉ベビーサンスクリーン（75g）/ベビークリーム（125ml） 各3,132円（税込）
本館1F／NARCIS ☎04-7131-3181

動きやすく、UVカット効果のあるアイテムなら
子どもと一緒に思い切り遊べる！
【レディス】
クールパーカ 5,940円（税込）
WIC.ライト プリントシャツ 6,372円（税込）
ストレッチO.D.ラップ ショーツ 4,752円（税込）
ストレッチO.D.ショートブリムハット 2,700円（税込）
★別売でハットストラップ〈864円（税込）〉あり。
【メンズ】
WIC.ラガーシャツハーフスリーブ 6,686円（税込）
キャニオンショーツ 5,508円（税込）
ブリーズスパン ワークキャップ 2,700円（税込）
北館1・2F／モンベル ☎04-7137-1301

夏のキッズコーデは
カラフルで元気いっぱいに。
【ボーイズ】
ロゴ半袖Tシャツ
2,600円（税込）
ポケットTシャツ
1,900円（税込）
ウエストゴム カーゴショーツ
3,900円（税込）
パナマハット 2,400円（税込）
本館2F／Gap/GapKids
☎04-7137-6267

レジャーシーズンは親子でそろえた
スポーツサンダルがおすすめ。
〈ニューバランス〉スポーツサンダル
①キッズ(14～23cm） 5,292円（税込）
②レディス（22～26cm） 9,072円（税込）
★メンズサイズもご用意。
本館2F／ABC-MART
☎04-7168-1515

夏のレジャーシーンで
大活躍！UVカットも
できる水陸両用パーカ。
〈BILLABONG〉
ラッシュガード 7,344円（税込）
本館1F／ムラサキスポーツ
☎04-7135-6855

ベーシックなアイテムで
リンクコーデもシンプルに。

ドルマン袖でトップスを
選ばず着心地も快適。
突然の雨にも便利◎。
レインドルマンコート
（ポーチ付） 6,372円（税込）
本館2F／
Afternoon Tea LIVING
☎04-7168-1504

カラフルなピクニック
グッズで外ごはんを
もっとワクワクに。
〈ZELT NORDEN〉
①ワイド3段プレート4P付
　2,592円（税込）
②カトラリーセット 
　594円（税込）
③ボウル4Pセット 
　810円（税込）
本館1F／
212 KITCHEN STORE
☎04-7168-1928

携帯型でも使えるハンディファンや
かわいい扇子は屋外で大活躍。
①フレ２WAYハンディファン 1,980円（税込）
②扇子 3,200円（税込）～
本館2F／Francfranc ☎04-7135-6628
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Summer

Picnic

外あそびに便利な
おしゃれアイテムで
夏を楽しもう！

家族みんなでの
外ごはんに欠かせない
グッズをご紹介。

たゆたう
ボートのように
のんびり涼む
午後の水辺
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おなかも
思い出も
いっぱいになる
おいしい広場
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【レディス】オーバーサイズT 1,605円（税込）、
リブスリットワイドパンツ 2,145円（税込）、
キャップ 1,065円（税込） 【メンズ】スーパー
ビッグT 1,065円（税込）、ワッフルロングタンク
トップ 850円（税込）、スウェットハーフパンツ 
1,605円（税込） 【レディス・メンズ兼用】
サコッシュ 1,605円（税込） レディス・メンズ
ともに本館1F／GU ☎04-7168-1885 
【ボーイズ】半袖Tシャツ 2,484円（税込）、
ハーフパンツ 2,484円（税込）、バッグ 2,700円
（税込） 本館2F／branshes ☎04-7168-1922
※その他、スタイリスト私物。

キッズ＆パパでシルエットをリンク。
ママはナチュラルカラーでカジュアルなスタイルに。
【レディス／表紙ともに】ボーイフレンドリネンシャツ 6,900円（税込）、 スラブタンク
トップ 1,900円（税込）、ガールフレンドチノ 6,900円（税込）、フェドーラハ ット 3,900円
（税込）、ブライトベルト 3,900円（税込）、リュック 5,900円（税込） 【メ  ンズ／表紙
ともに】ヘビーウエイトT（ボーダー・ベージュ） 各3,900円（税込）、クラシカ  ルショーツ
5,900円（税込）、ロゴキャップ 3,900円（税込） レディス・メンズとも  に本館2F／
Gap/GapKids ☎04-7137-6267  【ボーイズ／表紙ともに】プリントTシ   ャツ 1,080円
（税込）、メンアサショーツ 2,149円（税込）、サファリハット 2,700円  （税込）、 ミニ
サコッシュバッグ（表紙のみ着用） 1,069円（税込）、スニーカーソールサン   ダル 3,229円
（税込） 本館2F／GLOBAL WORK ☎04-7168-1712 【小物】エンボスロ  ゴ軽量ステン
レスボトル 2,500円（税込） 本館2F／Francfranc ☎04-7135-6628 
※その他、スタイリスト私物。



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/

EVENT & CAMPAIGN INFO

キッズに“Good”アイテム
ファミリーの外あそび

千葉県立 柏の葉公園

ACCESS

CONTACT

PICK UP
SPOT!

柏の葉キャンパスシティの
ライフスタイル

暮らしに嬉しい6つのひみつ

三井不動産グループでみつかる住まい方

新たに、豊かに、家族をはぐくむ

自分たちらしい暮らしを柏の葉キャンパスシティで叶えるなら、三井不動産グループで。
それぞれのライフスタイルに合う住まい方が見つかるはず。

景観重点地区に指定されている柏の葉
キャンパスエリアは、落ち着いていて
統一感のある美しい街並みがあります。

幼稚園、小学校だけでなく塾や教室も
充実。また、大学の研究施設などもあり、
さまざまな学問に触れるチャンスも。

千葉県立柏の葉公園など、子どもの
五感をはぐくみ、大人の癒しとなる
緑豊かな場所がいっぱい。

ららぽーと柏の葉館内をはじめ、駅周
辺にはクリニックや病院が多数。もしも
の時も安心です。

秋葉原駅へつくばエクスプレス線で直通
約30分、東京駅や銀座駅・大手町駅へも
約35分と都心へのアクセスが良好。

ららぽーと柏の葉や柏の葉T-SITE
など、普段のお買物に便利で休日の
おでかけに嬉しい施設が身近に。

住み始めてからも
暮らしのそばに

ノベルティ
キャンペーン

三井不動産グループでは、安全・安心・快適
に暮らすためのサポート体制も充実。地域
交流の場「レジデンシャルコミュニティサロン
柏の葉」を設置するなど、さまざまなサービス
で暮らしをケアします。

新築のマンション・
一戸建てを買うなら

LIFE SUPPORT

●営業時間 10：00～17：00（第2・第3火、水木定休）
0120-130-321

［三井不動産レジデンシャル柏の葉ライフミュージアム］

三井の賃貸マンションを
借りるなら

●営業時間 9：30～17：30（水定休）
0120-414-179

［三井の賃貸 レジデントファースト］

イチから
オーダーメイド
するなら

●営業時間 9：00～18：00（水定休）
0120-43-0061［三井ホーム柏支店］

今暮らす家を
より快適に
リフォームするなら

快適なすまいと
くらしをサポート

●営業時間 10：00～18：00（水日祝定休）
0120-31-8663

［三井不動産リフォーム 千葉リフォームセンター］

●営業時間 9：30～17：30（水祝定休）
0120-868-321

［レジデンシャルコミュニティサロン柏の葉］

中古マンション、
戸建ての購入・売却・
住み替えなら

●営業時間 10：00～18：00（火水定休）
0120-988-887

［三井不動産リアルティ 柏の葉キャンパスセンター］
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水に入っても膨らまないので、
水あそびがもっと楽しく！ 
GOO.N 水遊び用スイミングパンツ（5枚入） 各486円（税込）
★M・L・BIGサイズをご用意。
本館3F／アカチャンホンポ ☎04-7168-1829

子どもに大人気のアンパンマンと
シャボン玉で楽しく遊ぼう！
①アンパンマン お出かけお砂場セット 1,834円（税込）
②しゃぼん玉バラエティーセット 646円（税込）
　★しゃぼん玉液（230ml）、しゃぼん玉専用皿、ワンド18種類。 
本館3F／トイザらス ☎04-7168-1538

親子で一緒に遊べるグッズを持って、
さぁ出かけよう！
①アニマルシャボンガン 各324円（税込） 
②バドミントンセット 324円（税込）
本館1F／3COINS ☎04-7168-1499

つくばエクスプレス線「柏の葉キャンパス駅」西口より徒歩20分程度
★バス・有料駐車場あり。

柏の葉公園管理事務所 ☎04-7134-2015

今回の撮影ロケ地は「千葉県立 柏の葉公園」。アスレチック
や広場のほか、野球場や日本庭園、ドッグランなどもあり、
さまざまな楽しみ方ができる自然豊かなスポットです。
夏は中央広場でバーベキューもおすすめ（要予約）。
★入場無料。★授乳室・一部トイレにおむつ替えシートあり。
※本誌に掲載のエリアは「冒険のトリデ」「桜の広場」「ボートハウス」。

都心と郊外の良さを併せ
もつ柏の葉キャンパス
シティ。あらゆる豊かさが
集まるこの街には、どんな
人ものびのびと暮らせる
ひみつがあります。

※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。
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4日間限定でおトクな特典や
サービスが盛りだくさん！また、
三井ショッピングパークカード
《セゾン》でのクレジット払い
でおトクにポイントがたまる
ポイントアップデーも開催。

本冊子ご持参で左記三井不動産グループいずれ
かの窓口にて住まいのご相談をされた方へ、ノベル
ティプレゼント。

本館2F／ユニクロでの期間
中のお買上げレシートを対象
店舗へご提示いただくと、
うれしい特典を受けられます！

ららぽーと柏の葉には、
お子さまとの毎日にうれしい専門店が充実！

5.31[金]

6.3[月]

5.27[月]

6.23[日]

Special 4Days
スペシャルが満載のおトクな4日間！

詳しくはこちら ユニクロレシート
キャンペーン

同時
開催

日用アイテムはおまかせ 世界中のおもちゃが大集結 知育玩具で楽しく成長
本館3F／トイザらス本館3F／アカチャンホンポ 本館2F／ボーネルンド

※1世帯おひとつのみ。※レジデンシャルコミュニティサロン
柏の葉、三井の賃貸 レジデントファーストは対象外。


