ララ
ライフ

らら横
アカデミー

ら ら 横 が もっ と 楽 し く な る 情 報 満 載 ！

らら横アカデミーとは...ららぽーと横浜が提案する
「体験型学びコミュニティ」

開催中〜12/3（日）まで

開催中〜
クリスマスパーティー開催！
新作含む8,000円（税込）以上
お買上げでフード付き
ブランケットプレゼント！

開催中〜12/11（月）まで

PLAZAPASS本会員様限定

スヌーピー ピンバッチ
プレゼントキャンペーン開催！
2,000円以上（税込）お買上げで
ピンバッチをプレゼント！

※なくなり次第終了

音楽
イベント

フェア&
キャンペーン

イベント

雑誌SWEETとの
コラボアウターお買上げで
ノベルティの紅茶をプレゼント！

※なくなり次第終了

2F/アルジー［キッズ・ベビー］

2F/プラザ［輸入生活雑貨］

2F/ビス［レディス］

開催中〜12/14（木）まで

開催中〜12/22（金）まで

開催中〜12/23（土・祝）

SNS会員プレSALE
MOUSSYのSNSの会員登録で
店内の商品2点で20％OFF!

初夢フェア 第1弾
半期に一度の大セール
冬・春の海外・国内旅行が超お得!!

ファミリー旅行応援キャンペーン
Wチャンスプレゼント！

わん!

チャンス!!

弾

1
期間限定

いただき、メール& MY JTB に登録していただいた方に

チャンス①お子様向けX masプレゼント！
チャンス②抽選で2組様にJTBえらべる
カタログギフト
「たびもの撰華」
プレゼント！

第

年に一度の

総額10万円以上のお子様を含む家族旅行をお申し込み

12月2日（土）〜12月22日（金）

2017年

2F/マウジー［レディス］

［旅行代理店］
3F/H.I.S.
（エイチ・アイ・エス）

［旅行代理店］
3F/JTB
（ジェイティービー）

開催中〜12/25（月）まで

開催中〜12/25（月）まで

開催中〜12/25（月）

ブライダルフェア開催！
結婚指輪・婚約指輪お買上げで
テイクアップオリジナルの
ノベルティプレゼント！

クリスマスオリジナル
ハッピードール販売中！

Christmas Campaign開催！
15,000円（税込）以上お買上げで
オークリー特製ノベルティ（非売品）を
プレゼント！

クリスマスオリジナルハッピードール（450円税込）を
販売しております。

※なくなり次第終了

1F/テイクアップ アウラ［ジュエリー・アクセサリー］

1F/サーティワンアイスクリーム［アイスクリームショップ］

2F/オークリーストア［レディス＆メンズ］

開催中〜12/25（月）まで

開催中〜12/28（木）まで

開催中〜12/31（日）まで

クリスマスフェア開催！
①ラッピング無料
②限定ショッパー

温活ネックドレナージュ
5分：760円（税込）
10分：1,520円（税込）

アプリダウンロードキャンペーン開催！
Free's Martアプリダウンロードで
当日10％OFF！

※なくなり次第終了

温感ジェルで凝り固まった肩・首を圧し流します。
血行促進・老廃物の除去効果で肩・首の辛さを緩和させます。

3F/マーレマーレデイリーマーケット［シューズ］

2F/ラフィネ［リラクゼーションサロン］

1F/フリーズマート［レディス］

開催中〜12/30（土）まで

開催中〜12/31（日）まで

開催中〜12/31（日）まで

創業55周年 大創業祭
ロエベフレーム55％OFF！
（20,898円
（税込）
〜）

ポイントアップキャンペーン開催！
3,240円以上（税込）お買上げで
300Ｐプレゼント！

セイコー ダイアモンド入りフレーム（55,000円）、
遠近両用セット（55,000円）、他数量限定で
ご用意しております。

下取りキャンペーン開催!
［不要な品を下取りします］
20,000円
（税込）
以上のマットレス・羽毛ふとん・
まくらをお買上げでその場で使える2,000円分の
シエスタリアポイントプレゼント！

3F/メガネのなかむら［メガネ］

1F/オルビス・ザ・ショップ［化粧品・栄養補助食品］

1F/シエスタリア［寝具・インテリア雑貨］

開催中〜12/31（日）まで

開催中〜12/31（日）まで

開催中〜12/31（日）まで

AMPHI X mas
コレクション開催！
8,000円（税込）以上お買上げで
クリスマスオリジナルショッパー
プレゼント！

店内商品10％OFF！
ヘアケア商品10％OFF！

入会キャンペーン&パンコースリニューアル
キャンペーン開催！
体験レッスン当日のご入会で
入会金12,960円が実質100％OFF！
パンコース申込みで
選べるパングッズプレゼント！

※なくなり次第終了

※なくなり次第終了

2F/アンフィ［ランジェリー］

2F/ケンジントンワンダー［ヘアサロン］

3F/エービーシークッキングスタジオ［料理教室］

12/2（土）

・3
（日）
12/2（土）

12/2（土）〜24（日）まで

押し花で作る
クリスマスツリーワークショップ
時間/11:00、12:00、13:00、
14:00
場所/店舗内
定員/各回10名様
参加費/1,600円
（税込）

「映画 妖怪ウォッチ
シャドウサイド 鬼王の復活」
公開記念ジバニャンがやって来る
時間/11:00、
12:30、14:00
場所/3F ノースカーブモール
参加費/無料

※予約制。
詳細は店舗へお問合せください。

ブライトリング フェア開催！
期間内にブライトリングの
時計お買上げで
ノベルティプレゼント！

(C)LEVEL-5／映画『妖怪ウォッチ』プロジェクト 2017

3F/TOHOシネマズ［映画館］

1F/無印良品［衣料品・生活雑貨・食品］

2F/コモンタイム［ファッショングッズ］

12/3（日）

12/3（日）

あなたの 似合う スタイル探しをお手伝い

パピーコミュニケーション
ふれあい体験会

スペシャルトークショー&
骨格スタイル分析ワークショップ
時間/スペシャルトークショー 11：00、14：00
※各回45分程度。

骨格スタイル分析ワークショップ 10：00〜17：00

※お一人様15分程度。
骨格の特徴をとらえるために体の数ヶ所を触らせていただきます。
※15歳未満のお客様は成長過程のためはっきりした分析結果をお伝えできない場合が
ございますので、予めご了承ください。

かわいいワンちゃんとの
上手なふれあい方を
教えます！

参加
無料
ファッション
プロデューサー

骨格スタイル協会
代表理事

植松晃士

場所/1F サウスコート
（カリヨン広場）

12/4（月）

師岡朋子

参加
無料

時間/12：00〜 場所/店舗内 定員/5名様
対象/5歳
（幼稚園年長さん）〜小学校6年生

1F/ドッグアンドキャットジョーカー［ペット］

12/4（月）〜9（土）

12/4（月）

みんなで
ねんがじょうをつくろう!!

参加
無料

1曲マスターセミナー
オカリナdeクリスマス

参加
無料

肌年齢測定会
男性参加者にはウル、オス
試供品プレゼント!

時間/11:00〜16:00 場所/1F ノースコート
定員/120名様

時間/11:00
【もみの木】
、
14:00
【きよしこの夜】
場所/店舗内

3F/小学館の幼児教室ドラキッズ［幼児教室］

3F/島村楽器［楽器・音楽教室］

2F/よくわかる！ほけん案内［生命保険］

12/4（月）、12（火）、17（日）、23（土・祝）、26（火）

12月の毎週火曜日

12/6（水）

テグス編みで作る
冬モチーフのアクセサリー教室

オリジナル
アロマスプレー作り

TRITOPS*

時間/12:00、
15:00
場所/店舗内
参加費/1,620円
（税込）

時間/13:00〜15:00
場所/店舗内
参加費/500円
（税込）

参加
無料

時間/13：00〜17：00
場所/店舗内

ニューシングル『bullshit』発売記念イベント
ニ ュー シン グル
『bullshit』の発売を
記 念してイベ ントを
開催します。

観覧
無料
2F/パーツクラブ［ビーズ・アクセサリー］

2F/エンハーブ［ハーブ］

時間/13:00、
16:00

12/7（木）

・21
（木）
・28（木）
12/7（木）

12/8（金）〜17（日）

ダンディクラブ
プチファッションショー＆
プチヘルス＆ビューティー
体験会

参加
無料

らくらくスマートフォン
電話教室

参加
無料

時間/11:00〜12:00、
14:00〜15:00
※28
（木）14:00〜はお買上げの方のみ

場所/セントラルガーデン

21,600円
（税込）以上
お買上げのお客様に
ミニトートバッグプレゼント！
※なくなり次第終了

場所/店舗内

時間/プチヘルス&ビューティー体験会 11:00〜13:00
100人コーラス 14:00〜14:15
プチファッションショー 14:20〜14：50
ワンポイントレッスン 14:50〜15:10
場所/1F サウスコート
（カリヨン広場）

1F/ドコモショップ［携帯電話］

3F/コムサスタイル［レディス＆メンズ］

12/8（金）〜17（日）まで

12/9（土）

12/9（土）

メルマガ登録で20％OFF!

X mas Fair開催！
20,000円（税込）以上
お買上げで
オリジナルスノードームを
プレゼント！

ウルトラヒーローからキミへ！
クリスマスプレゼント
手渡しイベント

自店メルマガ登録で20％OFF! セール品も対象！

時間/11:00、
13:00、15:00
場所/1F サウスコート
（カリヨン広場）
※参加受付は終了していますが、
ご観覧は可能です。
（C）円谷プロ（C）ウルトラマンジード製作委員会・テレビ東京

2F/ジェリービーンズ［シューズ］

3F/チャンピオン［レディス＆メンズ］

2F/ナムコ［アミューズメント］

12/9（土）

・10
（日）
12/9（土）

12/10（日）

あゆみくりかまき

指編みで作るクリスマスリース

クリスマスツリーを
作ろう!!

ニューシングル『反抗声明』発売記念イベント
ニューシングル『反抗
声明』の発売を記念し
てイベ ントを 開 催し
ます。

観覧
無料
時間/13:00、
16:00

場所/セントラルガーデン

時間/11：00、12：30、14：00
定員/各回33名様
場所/1F サウスコート（カリヨン広場）
参加条件/ご参加いただくには「キッズク
ラブ会員カード」のご提示と「アンケート」
のご記入が必要です。当日の入会でもOK!

時間/15:00〜 場所/店舗内
定員/各日6名様 参加費/200円（税込）
※予約制

※「整理券」は10：00より1F サウスコート（カリヨン広場）にてキッズクラブメンバーズカードを
お持ちの方へ全開催時間、定員数分の整理券を先着順に配布いたします。 ※オープン前にお
並びになる場合は、1F JR鴨居駅方面口の優先待機列へお集まりください。

※詳細は店舗までお問合せください

1F/無印良品［衣料品・生活雑貨・食品］

12/10（日）

12/11（月）

12/13（水）

キッズトレーナーワンちゃん編
入門コーナー

Buy One Gee One
キャンペーン開催！

プラントハンガーをつくろう！

お勉強ノートを使って学ぼう！

オリジナル・グレーズドダズン（12個）を
お買上げで先着60名様に
オリジナル・グレーズドダズンを1箱プレゼント！

時間/12:00〜
場所/店舗内
参加費/2,160円
（税込）
対象/小学校1〜６年生

時間/13:00 定員/6名様
場所/店舗内 参加費/250円
（税込）
※予約制

※詳細は店舗までお問合せください

1F/ドッグアンドキャットジョーカー［ペット］

1F/クリスピー・クリーム・ドーナツ［ドーナツ・コーヒー］

1F/無印良品［衣料品・生活雑貨・食品］

12/15（金）〜

12/15（金）

12/16（土）

HAPPY CHRISTMAS
SEASON！
9,000円（税込）
以上
お買上げでラッピング希望の
お客様にノベルティプレゼント！

クリスマスジャズライブ

ホノルルクッキー
チョコレート
ディップイベント

時間/16:00、
17:00、18:00
場所/店舗内

時間/13:00〜

場所/店舗内

※なくなり次第終了

参加
無料

※なくなり終了

3F/レイジブルー［メンズ］

2F/トミーバハマ［レディス＆メンズ］

2F/トミーバハマ［レディス＆メンズ］

12/16（土）

12/16（土）

12/17（日）

コスメキッチンスタッフプレゼンツ!!
オーガニックバームを使った
部分マッサージ体験

冬の交通安全フェスタ開催！

パピーパーティー

楽しく体験しながら交通安全を学ぼう！
ステージショーや白バイ、
ゴーカートなどの
展示・体験会、
そして子ども安全免許証も
作れちゃう！

人だけではなくわんちゃんにも、おもちゃ、音、紙、布など社会化に
必要な刺激を体験させ、楽しみながら学習を提供します。

時間/13:00〜19:00
場所/店舗内

参加
無料

参加
無料

時間/13:00、15:00
場所/店舗内
参加費/1頭につき3,240円（税込）
定員/各回5頭まで（ご家族の同伴可）
対象/生後6カ月までのワクチンが完了
しているワンちゃん（大型犬は要相談）

時間/10:00〜16:00
（受付15:30終了）
場所/館内各所

※その他詳細は店頭まで

1F/コスメキッチン［化粧品］

1F/ドッグアンドキャットジョーカー［ペット］

12/17（日）

12/17（日）

12/20（水）

クリスマスハワイアンライブ

キッズトレーナーワンちゃん編
どきどきコース

ヘルス＆ビューティー
フェスティバル Vol.13

お手入れやごはんをあげワンちゃんのお世話をしてみよう！

館内の美容と健康店舗が集まり、
プチ体験会を行います。

時間/13:00、14:00、15:00
場所/店舗内

時間/12:00〜
場所/店舗内
参加費/2,160円
（税込）
対象/小学校1〜６年生

時間/11:00〜17:00
場所/1F サウスコート（カリヨン広場）
参加費/店舗により異なります

2F/トミーバハマ［レディス＆メンズ］

1F/ドッグアンドキャットジョーカー［ペット］

12/21（木）

12/23（土・祝）

12/24（日）

女子会ワークショップ

お買上げでミニオンと
いっしょにチェキ撮影会

キッズトレーナーワンちゃん編
わくわくコース

クリスマスハーバリウム
お茶を飲みながら楽しくワークショップ！ 季節

オスワリ、
マテなど基本のしつけを子犬に教えてみよう！

のドライフラワーやプリザーブドフラワーを使用

時間/12:00〜
場所/店舗内
参加費/2,160円
（税込）
対象/小学校1〜６年生

したクリスマスハーバリウムを作りませんか？
時間/11：00、
13：00 場所/2F FOURSYUN
定員/各回20名様 参加費/1,000円（税込）
参加条件/三井ショッピングパークポイント会員限定
※10：00より全2回分の参加整理券を配布いたします。 ※参加整理券はお1人様
につき1枚の配布となります。 ※OPEN前にお並びになる場合、1F フライング
タイガー コペンハーゲン横の入口の優先待機列へお集まりください。

2F/バックナンバーキッズ［キッズ・ベビー］

※画像・イラストは全てイメージです。 ※イベントの内容は予告無く変更になる場合がございます。
予めご了承ください。

1F/ドッグアンドキャットジョーカー［ペット］

