
開催施設はここでチェック！

各施設のショップで開催される、さまざまなイベントをご紹介！
家族みんなで、たのしい思い出をたくさん作ろう！

※時間の記載がないイベントは、施設の営業時間に準じております。詳しくは各ショップまでお問合せください。　※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。　※画像はイメージです。

ABCクッキングスタジオ

～

8/31●火 7月8月限定！体験レッスン♪
体験レッスンがワンコインで受けられる！
【7・8月限定メニュー】ミッキーマウス/照り焼きチキンバー
ガー、ロコモコ＆ココミルク、はちみつレモンの生シフォンケーキ
※初めて体験レッスンに参加の方限定。 ※18歳未満お
よび高校生以下の方は、親権者同伴
でご参加ください。 ※WEBまたは電
話にて要予約。 ※身長130cm以上。

ラゾーナ川崎プラザ ［Plaza South｠3F］

定員 1回2名様（期間中50名様）

対象年齢 小学4年生～参加費 500円（税込）
時間 10：30～21：00（1回120分）

予約はこちらから

7/23●金●・祝

～

8/31●火
キッズ
ポリッシュネイル体験

※電話または店頭にて要予約。

ららぽーと湘南平塚 ［2F］

定員 1回1名様
参加費 550円（税込）
対象年齢 3歳～小学6年生

ビナテラス

7/23●金●・祝

～

8/30●月 90分施設体験

インストラクターから、一人一
人に合ったスポーツクラブの
使い方を学ぼう！
※電話にて要予約。

ラゾーナ川崎プラザ ［Plaza West 5F］

対象年齢 16歳～
参加費 1,100円（税込）

コナミスポーツクラブ 川崎

8/1●日

～

31●火
親子で楽しむ！
アロマジュエルソープ作り

ジュエリーのようなキラキラした
石けんを作ろう！

ららぽーと海老名 ［1F］

定員 1回1～2名様

参加費 1,600円（税込）
対象年齢 10歳～

時間 12：00～18：00（1回20分）

生活の木

靴下を買ってお菓子や靴下
などが当たるガチャガチャに
チャレンジしよう！

Tabioアプリ会員の方限定！ 
ガチャガチャをまわして、その場で
使える割引クーポンや靴下1足を
当てよう！
※新規入会でもご参加いただけます。

ラゾーナ川崎プラザ ［Plaza East 3F］ ららぽーと横浜 ［2F］

8/1●日

～

31●火
ガチャガチャ回して
何が出るかな？？

8/7●土

～

9●月●・休
アプリ会員
ガチャガチャ

ハギレやサンプル
品、靴下を使ってぬ
いぐるみを作ろう！
※電話（TEL：046-206-
6325）にて要予約。
※定員数に達していない
場合、当日の受付可能。

ららぽーと海老名

8/8●日●・祝 ソックスアニマルを
作ろう！

対象年齢 5歳～

定員 1回5名様
（合計40名様）

場所 4F EBICEN 
flatto

時間 12：00～/12：30～/13：00～/
13：30～/14：00～/14：30～/
15：00～/15：30～（1回30分）

参加費 500円（税込）

靴下屋

8/3●火

～

4●水
Let's make 
アイスクリーム

画用紙とシールでアイスクリーム
を作ってネックレスにしよう！

ららぽーと海老名

対象年齢 ～小学3年生 対象年齢 ～小学6年生

定員 1回10名様
時間 10：00～16：00（1回10～15分）

8/7●土

～

8●日●・祝
サマー
フェスティバル

英語を使ったゲームやダンスなどの
夏祭りイベントに親子で参加しよう！

定員 1回5組様
時間 10：00～16：00（1回20分）

8/11●水 えいごで
絵本読み聞かせ

定員 1回10名様
時間 10：00～16：00（1回10分）

※混雑した場合、いずれのイベントも整理券を配布いたします。

場所 3F EBICEN coasis 場所 3F EBICEN coasis
場所 3F EBICEN coasis

森のキッズeクラブ

8/7●土

～

15●日
家族の写真で
缶バッジをつくろう！

夏休み限定！ 写真を
使ってオリジナルの
缶バッジをつくろう！
※スマートフォンやSDカー
ド、USBメモリ等で写真
データをご持参ください。

ららぽーと横浜 ［1F］

参加費 300円（税込）～
時間 11：00～18：00（1回15分）

カメラのキタムラ

8/2●月

【キッズクラス】フライ
パンで仕上げる手作
りピザを作ろう！
※電話にて要予約。
※小学校3年生まで保護者
1名同伴必須。

ららぽーと湘南平塚 ［1F］

参加費 4,400円（税込）、当店会員の方3,300円（税込）
対象年齢 4歳～

時間 11：00～12：30（90分）
定員 4～8名様

クッキングスタジオ 
ジュニアシェフクラス

ツヴィリング J.A. ヘンケルス / ツヴィリングクッキングスタジオ

8/2●月・
4●水・6●金

夏休み
オープンキャンパス

めざせ！ 丈夫な体と賢い頭！ 英語で工作体験や実
験、絵本を作る体験会を開催！
※電話にて要予約。
※1日のみ参加可能。

ららぽーと横浜 ［2F］

参加費 1回5,000円（税込）
対象年齢 4～12歳

時間 10：30～12：00（90分）
定員 1回10名様

メガ・ブルーバード

8/14●土 セパタクロー体験教室

※WEBにて要予約。

ららぽーと湘南平塚 ［1F］

定員 20名様

参加費 1,100円（税込）
時間 17：15～18：45（90分）

予約はこちらから

湘南ベルマーレ平塚
コンディショニングセンター

8/22●日 HAKU-RYUさんアート教室体験
湘南を中心に活躍中のアーティ
ストHAKU-RYUさんのアート
体験教室に参加しよう！
※要予約（8/1（日）10：00～電話にて受付）。
※Gapkidsブラナンクラブ会員様限定。

ららぽーと湘南平塚 ［2F］

時間 11：00～12：00（60分）
定員 先着10名様

ギャップ／ギャップキッズ

8/1●日・7●土
8●日●・祝・15●日
22●日・28●土
29●日

ウルトラアスレチックで
ウルトラヒーロー登場！

４ヒーロー登場や新
番組のウルトラマント
リガーマルチタイプ
に会える！
※10：00～配布さ
れる整理券をお
持ちの方のみ。

ららぽーと横浜 ［2F］

定員 1回30組様
時間 11：00～/13：00～/15:00～/17:00～（1回30分）

ヒーロー登場スケジュールはこちらから

ナムコ

8/15
●日 電子ドラム体験会

ローランドのインストラクターが8ビートの
叩き方を楽しく教えてくれる体験会！
ぜひご参加ください！
※電話（TEL：046-236-2180）または店頭にて要予約。

ららぽーと海老名 ［4F］

時間 11：00～18：00（1回30分）
対象年齢 6歳～

定員 1回1名様（合計6名様）

島村楽器

8/6●金

～

15●日
axes femme 
SUMMERフェス

5,000円（税込）お買上げごとに1回引
けるくじ引きイベント開催！
※なくなり次第終了。

ららぽーと海老名 ［3F］

ラゾーナ川崎プラザ ［Plaza East 3F］

ららぽーと横浜 ［2F］

ららぽーと湘南平塚 ［2F］

アクシーズファム

0/00●● ●●●●●●●●
●●●●●●

■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■■■■
■■■■■■■■

●●●●●●●●●● ［●F］

定員 ●回●名様

対象年齢 ●歳～参加費 000円（税込）
時間 00：00～00：00（0回00分）

見本
…ららぽーと横浜

…ららぽーと海老名

…ららぽーと湘南平塚

…ラゾーナ川崎プラザ

各イベント枠内に使用
されている色とショップ
ロゴ上にある施設名で
開催施設が確認でき
ます。

当施設では、ご来館のお客様に安心してお買物・お食事をお楽しみいただくため、新型コロナウィルス感染拡大防止のため様々な取り組みを実施しております。ご来館の際はお住まいの都道府県の移動に関する最新の方針をご確認ください。また、政府の協力要請などにより、営業時間・駐車場利用時間・
営業内容につきましては急遽変更させていただく可能性がございます。ご来館の際には施設ウェブサイトの「お知らせ」ページから最新の営業時間をご確認のうえお越しください。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。


