
オトナもコドモもららぽーと横浜でおもいっきり遊ぼう！

か
ぞ
く
のASOVIVA!アソビバ！

ららぽーと横浜の年末年始は、みんなで楽しめるイベント&キャンペーンが盛りだくさん！Schedule!

ATTRACTION!

WORKSHOP!

OTHER EVENT!

OTHER EVENT!

10:00～18:00時 間

1回500円（税込）参加費

3～12歳のお子さま対 象

場 所 セントラルガーデンKiLaLa

ふわふわ・どうぶつめいろ
エア遊具ふわふわのめいろがららぽーと横浜に登場！
みんな大好きなかわいい動物たち、ふわふわ、めいろが
合体した遊具だから楽しめること間違いなし！

12/26［月］〜1/9［月・祝］2

①10:00～13:00 
②14:00～18:00

時 間

1歳10か月～小学校6年生対 象

ネイス体操教室主 催

場 所 1F ノースコート

虹色エアトラ体験
大型のエアートランポリンで
いっぱいからだを動かそう！

12/26［月］・27［火］10

①13:00～ ②14:00～ 
③15:00～

時 間

PLAZA主 催

場 所 2F PLAZA

バーバパパが
遊びにくるよ！
バーバパパといっしょに写真を撮ろう！

1/7［土］〜9［月・祝］11

10:00～17:00時 間

場 所 3F イトーヨーカドー連絡口
　　（スリーコインズ前）

対象年齢 5歳から

LaQであそぼう！
7種類のパーツから平面・立体・幾何学体とあらゆる形に変化
するパズルブロックのLaQで、2023年干支のウサギを作
ろう！LaQハカセイエローがやってきます！さらに、ご参加
いただいたお子さまには作成モデルを1つプレゼント！

1/7［土］7

①10:30～②11:00～③11:30～
④13:30～⑤14:00～⑥14:30～
⑦15:00～⑧15:30～⑨16:00～

時 間

各回6名様定 員

1,000円（税込）参加費

クラフトハートトーカイ主 催

場 所 1F アクタス前

シルバニアファミリー
赤ちゃんドレスデコレーション
シルバニアファミリーの赤ちゃんに、
ドレスを作って着せ替えしよう！

12/17［土］・18［日］6

10:00～18:00時 間

1回500円（税込）参加費 3歳以上対 象

場 所 2F マーキーズ、プティマイン前

ロードトレイン
みんな大好き！幻の新幹線「ドクターイエロー」と東北新幹線
「E5系はやぶさ」のロードトレインがやってくる！見ると幸せにな
れる！？新幹線のお医者さん、ドクターイエローと東京から青森
まで3時間くらいで走り抜けるE5系はやぶさに乗って出発進行！

ドクターイエロー ▶12/26［月］〜30［金］3

E5系はやぶさ ▶12/31［土］〜1/9［月・祝］4

※荒天時は中止となる場合がございます。

※保護者同伴のうえご参加ください。

※なくなり次第終了となります。

※2歳以下のお子さまは保護者が抱きかかえて乗車可

※各回15分

© 2022 A.T. & T.T.

※対象店舗にてチラシをご提示ください。

ドクターイエロー&E5系はやぶさ

参加費
無料

参加費
無料

参加費
無料

事前予約制
※店頭またはお電話にて受付
（TEL.045-414-1648）

※定員に達しない場合は当日予約可

うれしい特典が受けられるチラシを配布！
イベントに参加してスタンプを3つ集めたチラシのご提示で

本ポスター掲載のイベントにご参加で、対象店舗にて

200
ららぽーと横浜限定 お食事券

円
分プレゼント！ 500円分ももらえる！

三井ショッピングパークカード《セゾン》ご入会で
ららぽーと横浜限定 お買物・お食事券 
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シルバニアファミリー
赤ちゃんドレスデコレーション
シルバニアファミリー
赤ちゃんドレスデコレーション

LaQであそぼう！LaQであそぼう！

アフラック『まねきねこダック』と
いっしょに写真を撮ろう！&ぬりえ
アフラック『まねきねこダック』と
いっしょに写真を撮ろう！&ぬりえ

虹色エアトラ体験虹色エアトラ体験

バーバパパが遊びにくるよ！バーバパパが遊びにくるよ！

デジタルクリスマスツリー
デコレーション
デジタルクリスマスツリー
デコレーション

デジタルクリスマスツリー
デコレーション
デジタルクリスマスツリー
デコレーション5 5 5 2
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ふわふわ・どうぶつめいろふわふわ・どうぶつめいろ

ロードトレイン ドクターイエローロードトレイン ドクターイエロー ロードトレイン E5系はやぶさロードトレイン E5系はやぶさ

TOHOシネマズ映画公開記念イベント

集まれ世界の昆虫！ららぽの森

「仮面ライダーギーツ×仮面ライダーリバイス Winter Movie 2022」クイズラリー

［平日］10:00～20:00
[土日]10:00～21:00

時 間

1F 総合案内所プレゼント引換場所

TOHOシネマズ映画公開記念イベント
12/9［金］〜25［日］8

ららぽーと横浜館内に設置されたポスターにある
QRコードから特設サイトにアクセスして、プレゼ
ントをゲットしよう！

「ギーツ／リバイス」製作委員会　©石森プロ・テレビ朝日・ADK EM・東映

参加費
無料

「仮面ライダーギーツ×
 仮面ライダーリバイス 
 Winter Movie 2022」クイズラリー

10:00～18:00（最終受付 17:30）時 間

600円（税込）入場料

［ガラポン］3,000円（税込） ［輪投げ］1,000円（税込）ハズレなしくじ参加料

場 所 3F ノースカーブモール（QBハウス前）

集まれ世界の昆虫！

ららぽの森
ヘラクレスオオカブトやニジイロクワガタなど、約30種類のかっ
こいい昆虫が大集合！展示のほかにも楽しいコンテンツが盛り
だくさん！ハズレなし、ヘラクレスオオカブトが当たるかも！？

12/12［月］〜1/9［月・祝］1

※3歳以下無料

ATTRACTIONATTRACTION WORKSHOPWORKSHOP OTHER EVENTOTHER EVENT

11:00～17:00時 間

よくわかる!ほけん案内主 催

場 所 2F ノースカーブモール入口

アフラック『まねきねこダック』と
いっしょに写真を撮ろう！
&ぬりえ
簡単なアンケートに答えて、アフラック『まねきねこダック』
といっしょに写真撮影！ぬりえイベントも開催！

12/11［日］9 参加費
無料

※画像はイメージです。

デジタルクリスマスツリー
デコレーション
クリスマスモチーフに色をぬって大きなビジョンのクリ
スマスツリーをかざろう！

12/11［日］、18［日］、24［土］・25［日］5
参加費
無料

10:00～17:00（最終受付 16:45）時 間

各日先着200名様定 員

キッズクラブアプリ会員様限定対 象

場 所 1F ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング前

1F C smart前 セゾンカウンター引換場所12/10（土）～1/9（月・祝）引換期間 11:00～19:00受付時間

●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。●ご来館前に体調をご確認の上、ご来館時はマスクの着用をお願いいたします。●館内に設置の手指アルコール消毒液のご利用をお願いいたします。●接触を最小限に抑えるため、キャッシュレス決済をおすすめいたします。

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、新型コロナウイ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。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。あわせて、お住まいの都道府県の移動に関する最新の方針もご確認ください。お客様にはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。※画像はイメージです。※各参加費のお支払いは現金のみとなります。※プレゼントなどは数に限りがございます。なくなり次第終了となりますので、あらかじめご了承ください。


