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ライフ らら横がもっと楽しくなる情報満載！

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」

開催中～2/14（水）まで

2/18（日）・23（金）・27（火）2/17（土）

時間/12：00、15：00
場所/店舗内
参加費/1,502円（税込）～

ラゲージコレクション発売
2/14（水）発売のラゲージコレクションお買上げの
お客様に先着順でトラベルネームタグプレゼント！
※なくなり次第終了

2/14（水）～

1F/レスポートサック ［バッグ］

2F/アカチャンホンポ ［キッズ・ベビー］

開催中～

1F/テイクアップ アウラ ［ジュエリー・アクセサリー］

お買上げの方に
COCODEAL10周年限定
ショッパープレゼント!
※なくなり次第終了

2/1（木）～

2F/ココディール ［レディス］

2/1（木）～

2F/ザラホーム ［インテリア雑貨］

開催中～2/28（水）まで

2F/マークスアンドウェブ ［化粧品・生活雑貨］

2/1（木）～28（水）まで

フォーナインズのメガネを
作成いただいた方に、
ブランドオリジナルポーチ
プレゼント!
※なくなり次第終了

2/1（木）～18（日）まで

2F/ケンジントンワンダー ［ヘアサロン］

ケラスターゼin
バスヘアケアセットお買上げで
ノベルティプレゼント！

3F/コムサスタイル ［レディス＆メンズ］

2/1（木）～28（水）まで

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 ［レディス＆メンズ］

すがすがしく奥深い香りの
限定シリーズ「フランキンセンス」
全6アイテムを発売中！

2/1（木）～28（水）まで

2/14（水）

時間/11：30～12：00
場所/2F ノースカーブ入口

2F/メガ・ブルーバード ［英会話・ナーサリー（一時預かり）］

英語でアート開催！

2/23（金）～26（月）

本決算大感謝祭
きものの総合展示販売会を行います。
※最終日18：00まで

1F/鈴乃屋 ［呉服］

参加
無料

2/1（木）～28（水）まで

2/1（木）～12（月・祝）まで

3F/ジュリア・オージェ ［ウィッグ］

新春フェア開催!
グレースボブ
70%OFF!
18,000円（税込）

3F/ボディーズ ［女性用フィットネス］

Bodiesららぽーと横浜
リニューアルキャンペーン開催！
入会金0円、月会費3か月分0円、
お試しレッスン0円！

2/1（木）～28（水）まで

ご来店でミニボックスキットプレゼント!
※なくなり次第終了

また、期間中お買上げの方に
ラッピング無料サービス!

2/1（木）～28（水）まで

3F/マザー牧場CAFÉ＆SOFTCREAM ［ソフトクリーム］

いちごフェア開催！
季節限定のぱふぇそふとストロベリーブーケをはじめ、
いちごソフト、つぶつぶいちごヨーグルトなど
いちごのメニューをご用意してます。
340円（税込）～

3F/メガネのなかむら ［メガネ］

開催中～3/31（土）まで

10,000円（税込）以上
お買上げでトートバッグ
プレゼント！
※なくなり次第終了

開催中～2/28（水）まで

1F/ディッキーズ ［レディス＆メンズ］

3,000円（税込）以上お買上げで
「はちみつしょうが湯」（80ｇ非売品）を
おひとつプレゼント！
※なくなり次第終了

開催中～2/28（水）まで

1F/山田養蜂場 ［化粧品・食料品］

1F/ラ・メゾン アンソレイユターブル ［カフェレストラン］

2/1（木）～14（水）まで

イニシャルCAPお買上げで
ボトルCAPプレゼント！

2/1（木）～14（水）まで

1F/オーバーライド ［帽子］

ハンズクラブ会員限定
「シンシュウ缶」プレゼント
キャンペーン開催！
合計5,000円（税込）以上お買上げの
うえ、WEBからご応募いただいた方に、
抽選で新習慣を始めるための
オススメアイテムが詰まった
【シンシュウ缶】をプレゼント！

開催中～2/14（水）まで

2F/東急ハンズ ［生活雑貨］

1F/コスメキッチン ［化粧品］

バレンタインシリーズ特別企画♡
giovanniホットチョコレート
ボディスクラブまたはスウィートボディケアキット
お買上げでサンプルプレゼント♡

2F/トータルセラピー ［リラクゼーションスペース］

60分以上のコースをお選び
いただいた方、「ヘッドセラピー」が
何回でも半額でプラス！
ヘッドセラピー30分 3,240円→1,620円（税込）
ヘッドセラピー15分 1,620円→810円（税込）

2/1（木）～28（水）まで

3F/ノジマ ［家電量販店］

新生活応援フェア開催！
この春、新生活を始める方に
ノジマポイントを最大4,000ポイントプレゼント！

ZARA HOME2018
春夏コレクションが続々入荷!

2/1（木）～14（水）まで

3F/ウィゴー ［レディス＆メンズ］

3F/ルートート ギャラリー ［トートバッグ］

3F/レイジブルー ［メンズ］

2/1（木）～14（水）まで

選べるアソートソックス３足または、
アンダーウェア2着をギフトで
お買上げのお客様へ先着で、
限定ギフトボックスとオリジナル
パッケージのチロルチョコをプレゼント！
※なくなり次第終了

バレンタインフェア開催！
ラッピング無料！

3F/コムサスタイル ［レディス＆メンズ］

2/1（木）～12（月・祝）まで

21,600円（税込）以上
お買上げでペンケース
プレゼント！
※なくなり次第終了

ルートートの
『ねこマルシェ』
2/22は猫の日！
ルートートの様々な
“ねこトート”が勢揃い!

3F/仏壇ギャラリー香咲 ［現代デザイン仏壇・仏具］

2/1（木）～3/31（土）まで

・春のお彼岸セール開催！
  線香、ローソク、数珠
  20%OFF!
　　※一部除外あり

・仏壇特価品

ホノルルクッキー
チョコレートディップ
イベント開催！
※無くなり次第終了

2/11（日）・12（月・祝）

2F/トミーバハマ ［レディス＆メンズ］

時間/13：00　場所/店舗内

バレンタイン限定！
アイスクリーム４種が半額!!
バニラ、チョコ、ストロベリー、抹茶の４種が半額！
135円（税込）

2/14（水）

3F/ディノキッズ  カフェ＆フード ［キッズカフェ・レストラン］

2/16（金）～21（水）

3F/エービーシーマート グランドステージ ［シューズ］

時間/10：00～20：30 ※最終日20：00まで
場所/1F サウスコート

らら横スーパーセール

ハイハイレース開催！
時間/11：00、13：00
場所/1F ノースコート
対象/1歳未満のお子様
※ご予約は2/3（土）からアカチャンホンポHPにて承ります。
※ご予約は定員に達し次第終了いたします。

参加
無料

2/17（土）

ウクレレセミナー
時間/11：30～
場所/店頭

3F/島村楽器 ［楽器・音楽教室］ 2F/パーツクラブ ［ビーズ・アクセサリー］

参加
無料

2/25（日）

UVレジンアクセサリー作り
UVレジンを使ってオリジナルアクセサリー作り。
時間/11：00～16：00
場所/店舗内
参加費/583円（税込）～

2F/パーツクラブ ［ビーズ・アクセサリー］

2/24（土）

観覧
無料

時間/13：00、15：00
場所/1F サウスコート
　　 （カリヨン広場）

カリヨン演奏会
恒例のカリヨン生演奏会開催。お買物のひと時を
カリヨン演奏で優雅にお楽しみください。

ビジネススーツ下取り
キャンペーン開催！
皆様の不要なスーツを「対象の
ビジネスウェア10％OFF」か
「東日本・熊本地方の復興支援
300円寄付」のどちらか選べる
スペシャルチケットと交換いた
します。

2/13（火）

時間/14：00～15：00
場所/1F ノースコート

一日警察署長
ミニコンサート

クリスタルクレイで作る
ブルーアクセリー
話題のクリスタルクレイの
基本テクニックが学べます。

ストロベリーフェア
スタンプラリーキャンペーン開催！
1,000円（税込）お買上げごとに押印するスタンプを５個
集めると「ピースタルト」または「カップデザート」１個と
交換できるタルトチケットとしてご利用いただけます！
※ストロベリーフェア対象商品を含む

2F/アンフィ ［ランジェリー］

2/1（木）～4/1（日）まで

マイワコールポイントカード
新規入会キャンペーン開催！
来店時、マイワコールポイントカードにご入会登録
いただくと当日のお会計ポイント10倍！

アフラックご契約者様
感謝デー開催！
アンケートにお答えいただいたご契約者様へ
もれなくアフラックオリジナルグッズ4種類の中から
お好きなものを1つプレゼント！

2/2（金）

2F/よくわかる！ほけん案内 ［生命保険］ 2F/オークリーストア ［レディス＆メンズ］

2/2（金）～無くなり次第終了

ウインタースポーツ
キャンペーン開催！
店内アイウェア・ゴーグルをお買上げで
オークリー特製バッグ（非売品）をプレゼント!

2F/世田谷 宮川 ［うなぎ］
※事前予約はできません

ご注文とお受け渡しは、2月3日当日のみ
フォーシュン2Fオーダーカウンターでご注文ください なくなり次第終了

宮川 恵方巻き B1ポスター A

2/3（土）

鰻恵方巻き販売
鰻の恵方巻きを80本限定で
販売いたします！

時間/11：00、12：00、13：00、14：00
定員/各回10名様
参加費/1,500円（税込）
場所/店舗内
1F/無印良品 ［衣料品・生活雑貨・食品］

2/3（土）

押し花＆にじみ絵でお雛様
コラージュワークショップ開催！
色鮮やかな押し花や、水彩のにじみ絵素材を使い、お部屋の
インテリアにオススメのワークショップです。ご予約は店頭
または無印良品のHPイベントページにて承ります。

参加費/500円（税込）
場所/店舗内

2月の毎週火曜日

2F/エンハーブ ［ハーブ］

オリジナルアロマスプレー作り
２月にオススメの精油を使ってルームスプレーを
作りませんか？

2/10（土）

時間/11：00、12：30、14：00
定員/各回33名様
場所/1F シップス前
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。

手作りのバレンタインカードを
送ろう！

Vol.14

2/9（金）～18（日）まで

3F/アドニスグリーン ［レディス＆メンズ］

EARLY SPRING FAIR開催！
20,000円（税込）以上お買上げで
ノベルティプレゼント!

2F/フォリフォリ ［ジュエリー・ウォッチ・バッグ］

2月の毎週水曜日

水曜Lady'sDay開催！
女性のお客様は10,800円（税込）以上お買上げで
10％OFF！
※SALE除く

2/7（水）

ヘルス＆ビューティー
フェスティバル Vol.14
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/11：00～17：00　場所/1F ノースコート
参加費/店舗により異なります

2/9（金）～19（月）まで

1F/オフオンネックス ［レディス］

Springキャンペーン開催！
１0,800円（税込）以上お買上げで
OFUONポイントプラス10ポイントプレゼント！
※定価商品1万円以上

プレクシーフラワーの
フローラルアクセサリー作り

2/3（土）・8（木）・12（月・祝）

2F/パーツクラブ ［ビーズ・アクセサリー］

2/4（日）・11（日）

ウルトラヒーロー握手撮影会
ウルトラマンメビウス×ウルトラマンタロウ

ららぽーと横浜オリジナルショー
ウルトラマンメビウスVS古代怪獣ゴモラ

時間/13：00、17：00
※各回先着順に整理券を配布します。 参加

無料

1F/アクタス ［インテリア］

2/3（土）～3/21（水・祝）まで

インテリアサポート
キャンペーン開催！
ＨＰでの事前エントリーをされた方で、
100,000円（税込）以上お買上げいただくと
10,000円OFFのクーポンをプレゼントいたします。
※グリーン、ランドセル、家電、書籍は対象外となります

3F/QBハウス ［ヘアカット］

2F/ナムコ ［アミューズメント］

2/3（土）・4（日）

節分、立春キャンペーン開催！
期間中当店ご利用のお客様限定！！
各日先着50名様にノベルティプレゼント！

2/4（日）

エレキギターセミナー
時間/14：00　場所/店舗内スタジオ
講師/親菜瓜男さん
参加費/一般1,944円（税込）、会員1,555円（税込）

3F/島村楽器 ［楽器・音楽教室］

時間/12：00、15：00
場所/店舗内
参加費/1,296円（税込）～

時間/11：00、15：00
場所/どちらもナムコ内ウルトラアスレチック

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］

2/3（土）

参加
無料

2/2（金）～12（月・祝）まで

3F/オリヒカ ［レディス＆メンズ］

ファイナルクリアランスセール
時間/10：30～20：00 ※最終日18：00まで
場所/3F ノースカーブモール
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数量限定！ディズニーコレクションジュエリー
「ラプンツェル」発売中！
・ネックレス
  SV/YGコーティング・ホワイトシェル
  15,120円（税込）
・ピアス
  SV/YGコーティング/K18YG・ホワイトシェル
 19,440円（税込）
※なくなり次第終了

※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。


