
ララ
ライフ らら横がもっと楽しくなる情報満載！

※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。

らら横
アカデミー

フェア&
キャンペーン

音楽
イベントイベント

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」

1/25（木）～29（月）

染織めぐり
きものの総合新作発表会を行います。
（新作振袖、新作七五三同時発表会開催）

1/21（日）

パディントングリーティングパピーパーティー/オリエンテーション
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。

1F/ドッグアンドキャットジョーカー ［ペット］

1/20（土）1/18（木）

時間/11：00、12：30、14：30
場所/3F ノースカーブモール
※1回のイベントにつき、最大30分となります
※進行状態により時間前でも撮影会をお断りする場合が
　ございますので予めご了承ください

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）
※その他詳細は店頭まで

ウクレレセミナー

1/27（土）

まとめ買いOFF開催！
セール品４点お買上げで
さらに20％OFF!

1/15（月）～31（水）まで

2F/アンフィ［ランジェリー］

英語でアート開催！

1/17（水）

参加
無料

2F/メガ・ブルーバード ［英会話・ナーサリー（一時預かり）］

時間/11：30～12：00
場所/2F ノースカーブ入口

ジャパンパイウィーク
5days開催！
日本初！パイの人気店が集結した“パイフェス”を開催！
まさにパイ好きのための5日間です!!

1/17（水）～21（日）

時間/10：00～18：00　場所/ららぽーと横浜平面駐車場（一部）

参加
無料

1F/鈴乃屋 ［呉服］

1/1（元日）～1/8（月）まで

2F/マウジー ［レディス］

お正月セール！
店内のセール品が
2点でさらに20％OFF！

選べる福袋！
対象商品2足で
10，800円（税込）！
※なくなり次第終了

1/1（元日）～1/3（水）まで

2F/ジェリービーンズ ［シューズ］

1/7（日）

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!
※「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。

数量限定！
ディズニーコレクション
「ラプンツェル」発売！
大人気のラプンツェルコラボレーション発売します。

1F/テイクアップ アウラ ［ジュエリー・アクセサリー］

1/13（土）～

必ず当たる！年はじめの運だめし！
777本引き！
参加費5,000円（税込）のクジを引くと、
ららぽーと横浜専用お買物券5,500円分が必ず当たる！
さらに豪華景品も当たるかも！？

1/8（月・祝）

時間/10：00～なくなり次第終了　場所/1F ノースコート　対象/小学生以上
※お一人様1日1回限り。　※オープン前にお並びになる場合は、1F セントラルガーデンの優先待機列にお並びください。

1/2（火）

3F/島村楽器 ［楽器・音楽教室］

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

パピーコミュニケーション
ふれあい体験会
かわいいワンちゃんとの
上手なふれあい方を
教えます！

1F/ドッグアンドキャットジョーカー ［ペット］

1/13（土）

参加
無料

お風呂専用ハーブつめ放題！
大人気のハーブに精油をブレンドした
お風呂専用ハーブをつめ放題でプレゼント!!
1回/8,640円（税込）
※なくなり次第終了

1/5（金）～

2F/エンハーブ ［ハーブ］

3F/仏壇ギャラリー香咲 ［現代デザイン仏壇・仏具］

新春セール開催！
線香、ローソク、数珠
10％OFF！
※一部除外品有り

1/1（元日）～1/8（月）まで

クリアランスセール開催！
店内商品20～70%OFF！
※一部除外品有り

開催中～1/31（水）まで

1F/オフオンネックス ［レディス］

ご利用の方に
ハーブティー
プレゼント！

1/1（元日）～1/3（水）まで

2F/ナチュラルボディ ［リラクゼーションサロン］

1/1（元日）～1/31（水）まで

1F/ラ・メゾン アンソレイユターブル ［カフェレストラン］

お年賀プレゼント！
1,000円（税込）以上お買上げで
和柄のあめ入り
巾着プレゼント！
※なくなり次第終了

1/1（元日）～1/9（火）まで

3F/仏壇ギャラリー香咲 ［現代デザイン仏壇・仏具］

開催中～

3F/ルートート ギャラリー ［トートバッグ］

開催中～

2F/マークスアンドウェブ ［化粧品・生活雑貨］

数量限定！酒粕/コメの
石鹸・フェイスパック販売！

1/1（元日）～1/31（水）まで

3F/ジュリア・オージェ ［ウィッグ］

新春フェア開催！
シンプルで清潔感のある
スタイルが人気「レディショート」が
64,800円→
32,400円（税込）！

1/1（元日）～3（水）まで

2F/クレイトンズカフェ ［ドリンク・軽飲食］

3F/メガネのなかむら ［メガネ］

1/1（元日）～1/4（木）まで

1F/シエスタリア ［寝具・インテリア雑貨］

1/1（元日）～1/31（水）まで

送料無料キャンペーン開催！
5,400円（税込）以上
お買上げで配送料金無料！
※指定地域のみ対象

名入れしたお箸を20膳以上
お買上げで10％OFF！

1/1（元日）～3/31（土）まで

1F/置地廣場 ［和雑貨］

2F/オークリーストア ［レディス＆メンズ］

クリアランスセール開催！
アパレル・アクセサリー
30%OFF！
※一部除外品有り
※他の特典サービスとの併用不可

1/1（元日）～1/31（水）まで

親子で楽しい！人力発電遊園地

1/5（金）～1/7（日）まで

メリーゴーランドや
ミニ新幹線などが
大集合！

時間/10：00～16：00
場所/1F ノースコート

1/5（金）・12（金）・19（金）・29（月）

店頭デモ演奏
時間/19：00
場所/店頭

参加
無料

3F/島村楽器 ［楽器・音楽教室］

1F/沖縄宝島 ［沖縄物産］

1/6（土）～8（月）

祝！ 新成人！
お酒商品全品レジにて
10%OFF！

1/14（日）

Chay
Spesial LIVE in LaLaport Yokohama

観覧
無料

Chayによるアコース
ティックギターの弾き
語りライブを行います。

時間/13：00～13：45　場所/セントラルガーデン
※雨天中止

3F/コレクターズ ［ファッション雑貨］

1/9（火）～

モア・セール開催！
セール品を２点お買上げで
さらに1０％OFF！

2F/ナムコ ［アミューズメント］

1/1（元日）・7（日）・8（月）

警察イベント
100番の日キャンペーン開催！
・神奈川県警察音楽隊の演奏
・1日警察署長蝶野正洋さんによるトークショー
・都筑区で働く女性５名が１日警察官として登場！

1/8（月・祝）

時間/13：30
場所/セントラルガーデンステージ
※雨天時は1F サウスコートカリヨン広場にて開催いたします

11/18（土）～12/31（日）間に
ギフトご購入の方に配布されたクーポンを、
1/10（水）～2/28（水）の期間中、
ご来店時にご提示されたお客様は
お会計時Ｗポイントサービス！
※なくなり次第終了

1/10（水）

1F/クリスピー・クリーム・ドーナツ ［ドーナツ・コーヒー］

2ヒーローグリーティング

1/2（火）・3（水）

ピカピカ☆フィーバー
ステージショー
たくさんのピカチュウと一緒にダンスを覚えて踊っちゃおう！

時間/11：00　場所/1F セントラルガーデン
※諸般の事情により、時間・内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。

参加
無料

観覧
無料

1/9（火）～28（日）

らら市らら座

時間/各日11：00～21：00　場所/館内各所
※一部営業時間の異なる店舗がございます。

参加
無料

参加
無料

UVレジンで作る
ピーコック柄アクセサリー
孔雀の羽模様をイメージしたエスニックな雰囲気の
アクセサリー作り。

1/8（月）・13（土）・19（金）・23（火）・28（日）

2F/パーツクラブ ［ビーズ・アクセサリー］

時間/12：00、15：00
場所/店舗内
参加費/1,480円（税込）～

時間/13：00～17：00
場所/2F ノースカーブ入口

キッズ・生活雑貨・シュー
ズ店舗が

週替わりで登場！

お見逃し
なく！

1/9（火）～14（日）キッズ市
・1F サウスコート（カリヨン広場） 
  参加店舗/紀伊国屋書店、無印良品
・1F ノースコート 
  参加店舗/クレアーズ、ゲンキ・キッズ、バックナンバーキッズ

1/15（月）～1/21（日）生活雑貨市、1/22（月）～1/28（日）シューズ市の
参加店舗など、詳しくは館内ポスターまたはウェブサイトをご覧ください。

1/12（金）～14（日）まで

2F/よくわかる！ほけん案内 ［生命保険］

肌年齢測定会開催！

オリジナルアロマスプレー作り
1月におすすめの精油を使ってルームスプレーが
作れます。

1/15（月）～19（金）まで

2F/エンハーブ ［ハーブ］

時間/13：00～15：00
場所/店舗内
参加費/500円（税込）

1/17（水）

時間/11：00～16：00
場所/3F イトーヨーカドー連絡口

3F/ジュリア・オージェ ［ウィッグ］

ウィッグ試着体験開催！

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。

女子会ワークショップ
ドライハーブ入りバスソルト
お茶を飲みながら楽しくワークショッ
プ！寒い冬にオススメのドライハーブを
使用したバスソルトを作りませんか？

開催中～1/4（木）まで

出店/札幌ラ・ネージュ、ミヤコケーキ、いか市、
　　  福よし本舗

時間/10：00～21：00
場所/1F ノースコート
※営業時間に関しては館の営業時間に準じますので予めご了承ください。

年末年始
スイーツセレクション開催！
らら横厳選のスイーツで素敵な2018年を迎えよう！

キッズトレーナーワンちゃん編
入門コーナー
お勉強ノートを使って学ぼう！

1F/ドッグアンドキャットジョーカー ［ペット］

1/21（日）

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

参加
無料

参加
無料

時間/デモ演奏13：00、ウクレレセミナー15：00
場所/店舗内
参加費/会員2,160円（税込）、一般2,700円（税込）

時間/11：00、13：00、15：00､17：00
場所/ナムコ内ウルトラアスレチック

季節限定！
「あまおうのミルクティー
クリームタルト」発売！
チョコレートタルトに、ミルクティークリームと、いちごクリー
ムの2種のクリームを重ね大粒のあまおうを贅沢に飾りました。
1個/853円（税込）

1/3（水）

時間/10：00～なくなり次第終了
場所/1F サウスコート（カリヨン広場）
※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。
※数に限りがございますので予めご了承ください。

1/3（水）～1/31（水）まで

3F/H.I.S.（エイチ・アイ・エス） ［旅行代理店］

初夢フェア 第2弾！
半期に一度の大セール。春、夏の海外・国内旅行がお得!!

1F/レスポートサック ［バッグ］

ハッピー9デイズ開催！
レスポートサック
メンバーズクラブ会員の
お客様10％OFF！
※当日入会も可能

1/3（水）～1/11（木）まで

新春！体験福袋！
H.I.S.（エイチ・アイ・エス）の海外旅行や横浜・八景島シー
パラダイスのプレミアム体験など2018年にやりたい“コ
ト”がおトクに買える体験福袋を特設会場にて販売！

キッズドーナツデー開催！
500円（税込）以上お買上げで、
お連れのお子様1人につきオリジナ
ル・グレーズドおひとつプレゼント！
※３～１２才までのお子様対象、最大３名様まで

2018年新春初売り！
メガネ一式お買上でおみくじにて
その場でキャッシュバック！

お正月特別企画ご参加の
お客様に甘酒無料提供！
※なくなり次第終了
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■■■■■■■■■■■■■■■■

時間/10：00～なくなり次第終了
　　  各日先着500名様
場所/1F シップス前
※一部対象外店舗がございます。

ショッピング
ラリーキャンペーン
館内２店舗以上の当日お買上げレ
シート10,000円（税込・合算可）以上
をご提示でららぽーと横浜専用お買
物券500円分をプレゼント！

プチオカリナを
作ろう！

1/4（水）以降の毎週火・木曜日

1F/コスメキッチン ［化粧品］

サンプルプレゼントキャンペーン開催！
3,240円（税込）以上お買上げで
サンプルSETプレゼント！


