
ENJOY SPRING スケジュール

2/7（金）

休館日

2/19（水）2/18（火） 2/20（木） 2/21（金） 2/22（土） 2/23（日） 2/24（月・祝） 2/25（火） 2/26（水） 2/27（木） 2/28（金） 2/29（土）

2/22（土）～2/24（月・祝）

家族ではじめる甲子園 NEWLIFE

ENJOY SPRINGENJOY SPRING

ENJOY SPRING
館内展示商品の詳細、
春のおすすめ商品情報はこちら

2/21（金）～2/27（木）

貼るマニキュア

3/2（月）～3/15（日）

無印良品（生活雑貨） 0798-81-6455

無印 新生活応援催事
■衣服雑貨最大70％OFF　■生活雑貨最大70％OFF
無印良品ららぽーと甲子園限定価格です。

スーパースポーツゼビオ
（スポーツ＆アウトドアウェア・グッズ） 0798-81-6933

新生活フェア
お買い得シューズ、バッグ

アウター
最終セール

最大 50％OFF2,990円～

インココは“シートタイプのマニキュア”です。
・薄く柔らかいシートが爪にフィット
・道具を使わず指先でカット
・乾かす時間や塗りムラの心配がいらない
是非この機会にお試しください。

｜営業時間｜平日12：00～19：00  土日祝11：00～20：00　｜開催場所｜2F パークウォークコート

2/21（金）～2/26（水）

アスビーおすすめの歩きや
すいビジネスシューズやオフ
ィスパンプスを多数ご用意し
ております。新生活のご準備
にご利用くださいませ。

2/28（金）～3/12（木）

人気ブランドのスポーツ
シューズやキッズシュー
ズが最大50%OFF
新生活のご準備におすすめ
です。

2/28（金）～3/8（日）

最大50%OFF
春の新生活に向けてスーツケースや
ビジネスバッグ、スクールリュック等が
最大50%OFFとお買い得品を
取り揃えております。

11:00～20:00
※2/28（金）12:00～20:00
　3/8（日）11:00～18:00 

｜営業時間｜

2/21（金）～3/8（日） 2/21（金）～3/12（木）

春の新生活に使える商品や
冬物売り尽くし商品が最大70％OFF

「インココ」

無印良品
スーパースポーツゼビオ SAC’S BAR ANOTHER LOUNGE

ASBee
ORIHICA

｜営業時間｜平日 11：00～20：00 土日祝 10：00～20：00

｜開催場所｜2F パークウォークコート

｜開催場所｜2F パークウォークコート

｜開催場所｜2F パークウォークコート

｜営業時間｜10:00～21:00
※2/27（木）10:00～16:00、3/12（木）10:00～18:00

3/2（月）～3/15（日）10:00～20:00｜営業時間｜

｜営業時間｜11：00～20：00※2/24（月・祝）19：00 まで　｜開催場所｜1F ピンウィールコート

ギフト

新生活

新生活

卒入学

新生活

ENJOY SPRING 家族におすすめ SHOP EVENT

ギフト
卒入園・卒入学

新生活
コスメ卒入園・卒入学

ギフト

｜開催場所｜2F パークウォークコート

コスメ

館内展示

催 事

新生活フェア

新生活フェア

ビジネスシューズ催事

スポーツシューズ催事

※画像はイメージです。 ※イベントの内容は予告なく中止・変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

卒入学

新生活

卒入学

新生活for パ
パ
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for パパ

館内で展示する商品テーマや、各店舗の催事情報をご案内します



新 生 活

卒 入 園

コ ス メギ フ ト

422020

2/18（火）は休館日となります。※イトーヨーカドーは通常営業、キッザニア甲子園は1部のみ営業いたします。

※画像はイメージです。 ※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

ファッション雑貨ace.

●10倍ポイントフェア
自店ポイントカード10倍

3/19（木）～3/23（月）

0798-42-7705

2F●NEW ARRAIVAL FAIR
ace.会員メンバー様10%OFF

2/21（金）～3/1（日）
※当日入会可 ※セール品対象外

バーゲンブックフェア

｜開催場所｜2F オーシャンライドコート

※3/22（日）18：00まで

生活雑貨
旭屋書店

3/13（金）～3/22（日）10:00～21:00

0798-81-6790

2F

●ギフトフェア
2,000円以上お買上げで
ギフトBOX・ラッピング無料

●SPRING SALE
店内商品20％OFF

2/15（土）～4/5（日）

ファッション雑貨Ifto

3/19（木）～3/22（日）

0798-56-7088

1F

※一部除外品あり
※参加費 550円

生活雑貨ALBION DRESSER

2/29（土）・3/1（日）10:00～18:00

ファンデーション体験
目元より下をスキンケアで
お肌のうるおいをチャージした後、
新作のファンデーションを
お試しいただけます。

｜開催場所｜1F ピンウィールコート

0798-49-2110

1F

11,000円以上お買上げで
対象商品10%OFF

2/21（金）～4/5（日）

レディス＆メンズniko and... 0798-41-7623

1F

家具フェア

3/31（火）まで

サービス・アミューズメント・カルチャー保険見直し本舗

店舗予約限定

ノベルティプレゼント
キャンペーン

0798-44-0234

2F

●入園・入学おめでとうパック

●ひなまつりパック

4/26（日）まで

3/15（日）まで

サービス・アミューズメント・カルチャーこども写真城 スタジオアリス

0798-40-7300

2F

※参加料3,300円フォトアイテム付

※参加料3,300円フォトアイテム付

※一部除外品あり

・家具10％OFF
・20,000円以上のラグ10％OFF
・カーテン20％OFF

新生活キャンペーン

生活雑貨フランフラン

2/21（金）～4/5（日）

0798-42-6633

1F

春のおトクがいっぱい！キャンペーン実施店舗の一覧はこちらから！

●パールフェア
パール最大50％OFF

●決算セール
ジュエリー最大50％OFF

2/20（木）まで

2/21（金）～3/31（火）

ファッション雑貨Milluflora 0798-44-3601

1F

※一部除外品あり

※一部除外品あり

ホワイトデー
ギフト提案

オススメアイテム（左写真）・上：2×4リブメロウソックス 各880円・下：Newラメゴム長ソックス 各660円・ギフトBOX 77円

ファッション雑貨
靴下屋

2/17（月）～3/14（土）

0798-81-6948

2F

春のフライパンフェア

・取っ手付きフライパン
特別価格

2/29（土）まで

生活雑貨
ティファールストア

0798-47-8030

1F

※一部除外品あり

・スペシャルセット

クックフォーミー エクス
プレス

取っ手のとれるフライパ
ンセット3

※数量限定

3/1（日）～3/15（日）

生活雑貨
SHISEIDO plus

コットン（12枚入）
プレゼント

本チラシ持参で
ご来店された方限定

※お1人様1回限り※なく
なり次第終了

0798-81-6448

2F

武庫女
スマイルフェス
武庫女
スマイルフェス

M U K O J O  S M I L E  F E S

イベントの詳細はこちら

イベントの詳細はこちら

2/15（土）10：00～17：00　2/16（日）10：00～16：00

働く女性の普段着を大人ガーリースタイルで提案！！着まわし
の効くベーシックアイテムには流行のカラバリも充実！華やか
かつシンプルなデザインを揃え、トレンドをリーズナブルプラ
イスでお届けいたします。

2/22（土）OPEN！ レディスミルリリィ

2/19（水）10：00～16：00
1F ピンウィールコート、1F・2F オーシャンライドコート

新店情
報

「ママwithららぽーと」はママとファミリーが、ららぽーと

甲子園でもっと楽しく安心して過ごしていただけるように、

という思いを込めたプロジェクトです。館内には遊具のある

屋内広場や、フードコートでゆっくり食事

ができる小上がり席を整備。ママに優しい

ららぽーと甲子園を目指しています。

ファミリーが楽しく安心して過ごせるように。

ママに優しいららぽーと甲子園へ。

ENJOY SPRING 家族におすすめ SHOP FAIR

1F

ママに優しいサービスをご案内

▲


