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アクティブに楽しむ秋

※モデル着用衣装の詳細は裏表紙をご覧ください。

走っても物が飛び出ない
ファスナー付ポケット＆
イヤホンホールが便利。
ドライストレッチスウェットパーカ
3,990円+消費税
ドライEXクルーネックTシャツ
1,500円+消費税
ドライストレッチスウェットパンツ
2,990円+消費税
本館2F／ユニクロ
☎04-7168-1713

フィット感と安定感で
子どもの元気な動きをしっかりサポート。
〈NIKE〉 
プレスト エクストリーム（17～22cm）
各5,600円+消費税
★12～16cmは4,900円+消費税。

本館2F／ABC-MART ☎04-7168-1515

ダークトーンを中心にまとめ、家族コーデに一体感を持たせて。汗で身体が冷えないよう素材は速乾性のものをセレクト。

軽量で動きやすく、風の侵入を防ぎながら
内側の熱気も放出するすぐれもの。
【レディス】
U.L. ストレッチウインドジャケット 6,500円+消費税
WIC. ボーダーTシャツ 3,100円+消費税
TR ラップ スカート 4,381円+消費税
サポーテック® ライトタイツ 5,100円+消費税
トレールフライヤーシューズ リールアジャスト 14,600円+消費税
【メンズ】
EXライトウインド ジャケット 7,800円+消費税
ウィックロン®ZEOサーマル ロングスリーブジップシャツ 5,700円+消費税
クロスランナー パンツ 7,500円+消費税
クロスランナーパック7 8,000円+消費税
トレールフライヤーシューズ 12,000円+消費税
北館1・2F／モンベル ☎04-7137-1301

Sports

スポーツシーンが
より楽しく快適になる
ファッションをご紹介。

【レディス】GapFit Breathe ツイストドルマンTシャツ 3,612円+消費税、GapFit Breathe クロスバック タンクトップ 2,963円+消費税、GapFit ブラックアウト スプライスストライプ カラーブロック
フルレングス レギンス 7,315円+消費税 本館2F／Gap/GapKids ☎04-7137-6267 【メンズ】カラーネックTシャツGS 990円+消費税、ショーツGS 1,490円+消費税、スポーツインナーレギンスGS 
990円+消費税 本館1F／GU ☎04-7168-1885 【ボーイズ】グラフィック半袖Tシャツ 1,760円+消費税、GapFit Kid's プルオンショーツ 3,612円+消費税、Gapロゴ トラッカーキャップ 
1,760円+消費税 本館2F／Gap/GapKids ☎04-7137-6267 ※その他、スタイリスト私物。

ららぽーと柏の葉周辺に広がる道を走る。
一緒に風をきることが楽しくて
いつしかジョギングは家族の習慣に。
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ACTIVE LIFE

すぐそばの
並んで駆ける
ジョギング
ロード
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フィットネスではアイテムにもこだわりたくなるもの。
ウエアだって機能やデザインを重視しつつ
リーズナブルにそろえたい。

乗ることで体幹＆バランス力を高めるクッションと
身体に貼り筋肉を鍛えるEMSマシンでホームエクササイズ。
①体幹クッション 1,400円+消費税
②〈ルルド〉シェイプアップリボン 3,000円+消費税
本館2F／ハンズ ビー ☎04-7168-1502

アメリカで人気のシューズブランド。
家族でカラフルにそろえたい。
〈saucony〉KINVARA 10
①レディス 8,550円+消費税
②メンズ 9,500円+消費税
〈saucony〉S-KINVARA 10　
③④ガールズ・ボーイズ(17～21cm） 各3,900円+消費税
本館2F／ABC-MART ☎04-7168-1515

落ち着いた色味 で季節感を
取り入れて。撥水 加工なので
突然の秋雨でも 安心。
【レディス】
O.D.パーカ 
6,100円+消費税
WIC. ライト ロング スリーブシャツ
5,400円+消費税
ストライダーパンツ 
8,381円+消費税
北館1・2F／モン ベル 
☎04-7137-1301

動きやすいコーディネートで休日の外遊びをもっと楽しく。アースカラーのセットアップで、パパに大人なアソビゴコロを。
【メンズ】ソデハイショクシャツ 4,900円+消費税、ユーロミリタリートリムTシャツ 3,600円+消費税、ベルトハイショクパンツ 4,900円+消費税 本館2F／niko and... ☎04-7168-1516 【ボーイズ】ボーダーTシャツ 7分袖 1,500円+消費税、クロップド
パンツ 1,990円+消費税 本館2F／GLOBAL WORK ☎04-7168-1712 【グッズ】〈m-cro〉マキシ・マイクロ・デラックス 18,333円+消費税、〈bern〉ヘルメット 9,500円+消費税 本館1F／ムラサキスポーツ ☎04-7135-6855 ※その他、スタイリスト私物。

身体の外と内の両側から
女性のボディメイキングを
サポート。
①魔法のダイエット（70g）
　各1,800円+消費税
②DNS WHEY fit PROTEIN（690g）
　3,800円+消費税
③ストレッチポール®EX
　（ネイビー/エクササイズDVD付）
　8,500円+消費税
本館4F／
カルナ フィットネス＆スパ
☎04-7168-1810

Active & Outdoor

アクティブなお出かけにおすすめのアイテム。

Fitness

気軽に取り入れられる
シェイプアップサポート
グッズをチェック。

ママがいつもキレイな理由は
買物ついでに身体を動かしているから。
カルナ フィットネス＆スパは
エフォートレスな健康美人の強い味方。

【レディス】バックカットチュニックGS 390円+消費税、ショート
パンツGS 990円+消費税、サイドシームレスレギンスGS 990円
+消費税 本館1F／GU ☎04-7168-1885 ※その他、スタイリスト私物。

できることが増えるのは、成長のしるし。
広々としたかしわのはらっぱで
親子の外遊びはぐんぐん広がる。
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ACTIVE LIFE

子どもの成長と
親子のきずな
遊びではぐくむ
緑のはらっぱ
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ACTIVE LIFE

しなやかに
わたしをみがく
フィットネス
クラブ



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/

ららぽーと柏の葉や柏の葉T-SITEなど、普段
のお買物やおでかけに嬉しい施設が身近に。

便利で楽しい毎日
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
保育園や塾など、子育て・教育の環境が充実。
大学の研究施設で様々な学問にふれることも。

子どもの未来をつくる

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。

秋葉原駅へ約30分。東京駅や銀座駅、大手町
駅へも約35分。

住み始めてからも
暮らしのそばに

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、様 な々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］

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。

都心へのアクセスが良好
アクアテラスや千葉県立柏の葉公園など、
緑豊かな場所がいっぱい。

ランニングや散歩にも最適
景観重点地区に指定されており、人にも環境
にも配慮された統一感のある美しい街並み。

暮らしやすい街づくり

アクティビティスポット
行ってみよう！

CAMPAIGN

カルナ フィットネス＆スパSPOT
01 柏の葉 parkrun（パークラン）SPOT

02

入会金・事務登録料・月会費2ヵ月分が無料。さらに3時間1,500円＋消費税で
施設体験も実施中！9/30（月）まで。

CONTACT
ららぽーと柏の葉 本館4F／カルナ フィットネス＆スパ 
☎04-7168-1810 　  https://www.carnaweb.com/

CONTACT
parkrunイベントページ　https://www.parkrun.jp/kashiwanoha/
お問い合わせ先　kashiwanohahelpers@parkrun.com

広々としたジムエリアやスタジオエリア、プールエリアに加えてエステやゴルフ
スクールなど施設機能が多彩。ライフスタイルに合わせた理想の身体づくりが
追求できるオリエンタルモダンなフィットネスクラブ。
◆営業時間 9：00～23：00 ※日祝は21：00まで。　◆休館日 毎週火曜日

5kmのウォーキング、ランニング、ボランティアができる参加無料の
イベント。一度の登録でお子様からご年配の方までご参加できます。
◆開催日時 毎週土曜日 朝8：00～　◆場所 千葉県立柏の葉公園

柏の葉 クライミングウォールSPOT
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CONTACT
http://lkcc.main.jp/

壁を登りきった時の爽快感がたまらない！親子でクライミングに
挑戦してみませんか？ ※予約制（1回 500円）。
◆開放日 毎月第3日曜日（インストラクター常駐）　
◆場所 ららぽーと柏の葉 本館3F／センタープラザ

かしわのはらっぱSPOT
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CONTACT
https://www.kashiwanoha-smartcity.com/

ショッピングの合間にくつろげる心地よい原っぱ。芝生の上で寝ころん
だり、遊んだり、親子の時間を過ごせる屋外空間です。
◆場所 ららぽーと柏の葉 北館横

EVENT & CAMPAIGN INFO

※掲載価格は消費税を含まない本体価格のみの表示となっております。店舗では税込価格で表示され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。

時　間

場　所

①11：00～ ②14：00～

本館2F／センタープラザ

9.23
[月・祝]

観覧無料

※雨天時は本館2F／クリスタルコート。
※オープン前にお越しのお客様は
　本館立体駐車場P3階でお待ち
　ください。

オールブラックス戦
パブリックビューイング

ラグビーの熱き戦いをみんなで応援！
ラグビー体験や
ハカ紹介など
特別イベントを
開催！

開催日
場　所 本館2F／クリスタルコート

●9/21（土） 南アフリカ戦 ●10/2（水）カナダ戦
●10/6（日） ナミビア戦   ●10/12（土） イタリア戦実

施
予
定

●10/19（土）または10/20（日）準々決勝戦
●10/26（土）または10/27（日）準決勝戦
●11/1（金）3位決定戦または11/2（土）決勝戦

オールブラックスが
予選プールを突破
し、決勝トーナメント
に出場する試合も
実施予定です。

●9/21（土） ●10/6（日）
●10/19（土）または20（日）
●10/26（土）または27（日）
●11/1（金）または2（土）

表紙の衣装：【レディス】バックヘンリーサーマル 5,900円+消費税、〈GRAMICCI〉別注 ニットフリーススカート 9,200円+消費税、スエードlowCAP 3,500円+消費税、〈NIKE〉クラシック コルテッツ ナイロン 8,000円+消費税 
本館2F／ビーミング ライフストア by ビームス ☎04-7137-6750 【メンズ】ソデハイショクシャツ 4 ,900円+消費税、ユーロミリタリートリムTシャツ 3 ,600円+消費税、ベルトハイショクパンツ 4 ,900円+消費税 
本館2F／niko and... ☎04-7168-1516 【ボーイズ】ボーダーTシャツ 7分袖 1,500円+消費税、クロップドパンツ 1,990円+消費税、チビツバCAP 1,990円+消費税、ロゴミニトート 1,500円+消費税 本館2F／GLOBAL WORK 
☎04-7168-1712 【グッズ】〈m-cro〉マキシ・マイクロ・デラックス 18,333円+消費税 本館1F／ムラサキスポーツ ☎04-7135-6855 ※その他、スタイリスト私物。


