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﹇金﹈

4/1

らら横
アカデミー

ら ら 横 が もっ と 楽 し く な る 情 報 満 載 ！

イベント

音楽
イベント

フェア&
キャンペーン

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」

﹇日﹈
詳しくは館内ポスターまたはWEBサイトをご 覧ください

開催中

開催中〜3/14（水）まで

アルビオンファンデーション
キャンペーン開催！

【期間限定メニュー】
とろ〜り生チョココレクション

アルビオンファンデーションを含
む5,400円（税込）以上お買上げ
で「スーパーWカットファインコン

とろ〜り生チョコソースのミルフィーユパンケーキ。
寒い季節にぴったりなとろける生
チョコメニューを販売中！ふわふわ

フォートボディ30ｇ」と「オリジナ
ル巾着袋」
をプレゼント！

パンケーキをぜひお試し下さい！

開催中〜3/25（日）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

※なくなり次第終了

2F/東京小町［化粧品・フレグランス］

1F/バタープレミアム［パンケーキ／ポップコーン］

3F/仏壇ギャラリー香咲［現代デザイン仏壇・仏具］

開催中〜3/31（土）まで

開催中〜3/31（土）まで

3/1（木）〜

祝福・おめでとうフェア開催！
本象牙セット35％OFF!

【メンバーズ会員限定（入会無料）】
フレッシャーズフェア開催！

【限定品販売】
自然な香りと色にこだわった、
春を感じる限定ソープ

他にもお買得商品を取り揃えて
おります。

10,800円（税込）以上の鞄が10%OFF！

3F/さくら平安堂［印鑑・和雑貨］

3F/コレクターズ［ファッション雑貨］

2F/マークスアンドウェブ［化粧品・生活雑貨］

3/1（木）〜

3/1（木）〜11（日）まで

3/1（木）〜14（水）まで

ノベルティプレゼント！

ホワイトデー限定企画
ホワイトチョコフォンデュ販売！

【季節限定】
紅ほっぺの練乳ティラミスタルト
クリームチーズタルトにいちごクリーム、いちごスポンジ、
練乳ティラミスクリームを重ねました。甘酸っぱいクランベ
リーコンポートとフランポワーズジャムがアクセントになっ

※セール品は対象外

21,600円（税込）以上お買上げのお客様に オリジ
ナルキーケース をプレゼント!

ハンドメイドボタニカルソープ
数量限定 サクラ/菜種100g
471円（税込）

※なくなり次第終了

た季節限定タルトです。

1F/ラ・メゾン アンソレイユターブル［カフェレストラン］

3F/コムサスタイル［レディス＆メンズ］

2F/クレイトンズカフェ［ドリンク・軽飲食］

3/1（木）〜14（水）まで

3/1（木）〜22（木）まで

3/1（木）〜31（土）まで

ホワイトデーフェア開催！

体感キャンペーン開催！

ギフトラッピング期間限定で無料!

枕とマットレスをお試しされ
た 方にプチギフトをプレゼ
ント！

【ミュゼはじめての方、WEB予約限定】
つるすべ素肌で
おでかけキャンペーン開催！
両ワキ＋Ｖライン通い放題付き！
全身から選べる最大10ヵ所お試しセット。
324円
（税込）

3F/マーレマーレデイリーマーケット［シューズ］

1F/シエスタリア［寝具・インテリア雑貨］

3F/ミュゼプラチナム［脱毛専門店］

3/1（木）〜31（土）まで

3/2（金）〜

3/2（金）〜

adidas共同開発item発売

アウターフェア開催！

共同開発第一弾！キャッチー
なロゴitemを中心に普段使

一部アウター30％OFF！

【今年卒業される方限定！】
卒業生トリートメントサービス!
学生証提示で
マスクトリートメントサービス！
※トリートメントのみでのご利用不可

いも出来るようベーシックな
B O D Y に 落 とし 込 ん だ
adidasはMOUSSYのオリ
ジナルです。

2F/ケンジントンワンダー［ヘアサロン］

2F/マウジー［レディス］

2F/インザグルーヴ［レディス］

3/2（金）〜12（月）まで

3/2（金）〜18（日）まで

3/3（土）

ミツバチの日キャンペーン開催！

オリジナルペットボトルホルダーを
作ろう！

POP-UP SHOP
期間限定オープン！
GAPのスポーツウェアラインGAP Fit（ギャッ
プフィット）は、ランニングやヨガをはじめとす
る様々なエクササイズに適切にフィットするコ
レクションです。優れた機能性とデザインで世
界中から親しまれています。

・期間中のお買物で、山田養蜂場
ポイントが全商品8倍！
・限定お買得セットを販売！
・一部商品2点以上お買上げで
10％OFF!

時間/10:00〜21:00
場所/1F ノースカーブモール

時間/11：00、12：30、14：00
定員/各回33名様
場所/1F サウスコート
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。

2F/ギャップ／ギャップキッズ［レディス＆メンズ］

1F/山田養蜂場［化粧品・食料品］

・4
（日）
3/3（土）

3/3（土）〜16（金）まで

・8
（木）
・12
（月）
3/4（日）

お箸名入れ実演

オープン協賛セール！

パールアクセサリーの手作り教室

お箸お買上げの方に無料でお箸の名入れをいたします。

ノジマ長 津 田 店のオープンに伴い、協賛 特 価 で
ご奉仕いたします。大物家電、地域最安値に最大

新商品のバロックパールを
使ったアクセサリーを

１０％ポイント還元！

作ろう！

時間/10:00〜19:00
（最終日は18:30まで）
場所/1F ノースカーブ入口

時間/12：00、15：00
場所/店舗内
参加費/
ネックレス 1,836円
（税込）、
イヤリング 1,296円
（税込）

1F/置地廣場［和雑貨］

3F/ノジマ［家電量販店］

2F/パーツクラブ［ビーズ・アクセサリー］

3月の毎週火曜日

3月の毎週水曜日

3/7（水）

オリジナルアロマスプレー作り

水曜Ｌａｄｙ ｓＤａｙ開催！
！

３月におすすめの華やかな香りの精油で
アロマスプレーを作りませんか？

女性のお客様は10,800円（税込）以上
お買上げで10%OFF!

Le Petit Prince 星の王子さま
コラボ限定発売

時間/13：00〜15：00
場所/店舗内
参加費/500円
（税込）

※セール品は対象外

星の王子さまのコレクションをお買上げの
お客様に限定ショッパープレゼント！

2F/エンハーブ［ハーブ］

1F/フォリフォリ［ジュエリー・ウォッチ・バッグ］

1F/レスポートサック［バッグ］

3/8（木）〜12（月）まで

3/8（木）〜31（土）まで

3/9（金）〜

スプリングフェア開催！

アニバーサリーフェア開催！

トリックアート

8,000円
（税込）
以上お買上げで
オリジナルロゴプリントTシャツをプレゼント!!

期間中20,000円（税込）以上お買上げで
ノベルティプレゼント!

セントラルガーデンにトリックアートが誕生！
花をテーマに浮かび上がるトリックアートを

・3/8〜15モバイルバッテリー
・3/16〜31セルフィーライト

お楽しみください。
場所/1F セントラルガーデン

2F/サマンサモスモスケイッティオ［レディス］

2F/ココディール［レディス］

3/9（金）〜

3/9（金）〜11（日）まで

3/9（金）〜26（月）まで

ノベルティフェア開催！

ムーミンフラットケース
プレゼント！

Sensual Blue

8,000円
（税込）
以上お買上げで
オリジナルノベルティをプレゼント！

3,240円（税込）以上お買上げで先着100名様に
フラットケース プレゼント！

参加
無料

新作10,800円（税込）以上お買上げで
限定ショッパープレゼント！

※なくなり次第終了

1F/ローリーズファーム［レディス］

1F/オルビス・ザ・ショップ［化粧品・栄養補助食品］

1F/オフオンネックス［レディス］

3/9（金）〜31（土）まで

3/9（金）〜4/1（日）まで

3/10（土）

ららぽーと横浜11周年記念
期間中デザート全品11％OFF!

AMPHI OPEN5周年＆
ららぽーと横浜11周年フェア開催！

キッズドーナツデー開催！

ワッフル、
パフェ、
アイスクリームのデザート
全品11％OFF!

7,000円（税込）以上お買上げで
ランドリーポーチプレゼント！

3F/ディノキッズ カフェ＆フード［キッズカフェ・レストラン］

2F/アンフィ［ランジェリー］

1F/クリスピー・クリーム・ドーナツ［ドーナツ・コーヒー］

・11（日）
3/10（土）

3/10（土）〜4/1（日）まで

3/13（火）〜5/6（日）まで

ホノルルクッキー
チョコレートディップ
イベント開催！

ジャポニスムフェア開催！

ららぽーと横浜
スペシャルメニュー開催！

※無くなり次第終了

時間/13：00

場所/店舗内

ジャポニスムフレームで
メガネを作成される方へ
ブランドノベルティグッズを
プレゼント！

500円（税込）以上お買上げで
お連れのお子様お一人につきオリジナル・ブレーズド
おひとつプレゼント！
※3〜12才のお子様対象、最大3名様まで

各店渾身の一品が期間限定で大集結！
是非この機会にスペシャルメニューを
ご賞味ください！

2F/トミーバハマ［レディス＆メンズ］

3F/メガネのなかむら［メガネ］

3/14（水）〜4/10（火）まで

3/15（木）〜4/3（火）

3/16（金）〜

ストッケ スクート2の
キャンペーン開催！

無印良品週間開催！

ランドリーポーチ
プレゼント！

スク ート2 の ベ ー シ ック
キットをお買上げで、もれ
なくお 好 き な 色 の キャノ
ピーをプレゼント！

MUJIパスポートアプリ,MUJIカードをご提示で
10％OFF!

5,000円（税込）以上お買上げで
ランドリーポーチプレゼント！
※一部除外あり

※ベーシック、キャノピ共に全色対象ですが
在庫のあるキャノピイーからお選びいただ
きますようお願いいたします。

2F/ブロッサムサーティナイン［キッズ・ベビー］

1F/無印良品［衣料品・生活雑貨・食品］

2F/アプレレクール［キッズ・ベビー］

3/16（金）〜4/1（日）

3/16（金）〜

3/17（土）

ららぽーと横浜
プレゼントキャンペーン開催！

ららぽーと横浜11周年記念
ノベルティフェア開催！

キャンパスノートをデコろう！

館内対象店舗での5,000円
（税込）
お買上げごとに
「スクラッチカード」を１枚おわたしいたします。
当たりが出たら素敵な商品と
お引換えいたします！

期間中8,000円（税込）以上お買上げで
ヘザーオリジナルトートバックプレゼント！
※なくなり次第終了

時間/14：00〜16：00
場所/店舗前
参加費/216円
（税込）
所要時間/約30〜60分
定員/1回6名様

場所/1F サウスコート

3F/ヘザー［レディス］

2F/東急ハンズ［生活雑貨］

3/18（日）〜24（土）

3/19（月）〜

3/19（月）〜25（日）

春得キャンペーン開催！

ノベルティフェア開催！

新入学・進級文具祭り

期間中当店ご利用のお客様限定!!
各日先着25名様にノベルティプレゼント！

5,000円（税込）以上お買上げで
オリジナル折りたたみ傘
プレゼント！

学校で毎日使えて、ギフトとしても喜ばれる
お役立ちアイテムを取り揃えました。

※なくなり次第終了

時間/10:00〜21：00
（初日11:00〜、最終日20:30まで）
場所/1F ノースカーブモール

3F/QBハウス［ヘアカット］

2F/ダブルエー オリエンタルトラフィック［ファッショングッズ］

2F/東急ハンズ［生活雑貨］

3/21（水・祝）〜28（水）

3/23（金）〜4/1（日）

3/23（金）〜25（日）

うまいものまつり開催！

オリヒカ Spring Fair開催！

神奈川の
「うまい」
がそろった８日間！
ご家族・友人に喜ばれる
「うまい」
や
贈り物にもぴったりな
「うまい」
がそろいました！

時間/10:30〜20：00
（最終日18:30まで）
場所/3F ノースカーブモール

パーツクラブ11周年祭
イベント開催！

※なくなり次第終了

時間/10：00〜21：00
場所/1F ノースコート&イトーヨーカドー連絡口

3,240円（税込）以上
お買上げで
「オリジナル工具ケース」を
プレゼント！
※なくなり次第終了

3F/オリヒカ［レディス＆メンズ］

2F/パーツクラブ［ビーズ・アクセサリー］

3/24（土）〜4/15（日）

3/25（日）

3/29（木）

学割＋いっしょ割キャンペーン
開催！

クリスタルクレイのワークショップ

女子会ワークショップ

学生のお客様、または学生
のお 客 様といっしょにご
来店＆いっしょにお買上げ
の同伴者のお客様も
10%O FFでお買物がで
きます!!

3F/ルートート ギャラリー［トートバッグ］

クリスタルクレイを使って
アクセサリーを
作りましょう！
時間/11:00〜15:00
場所/店舗内
参加費/1作品 864円
（税込）

2F/パーツクラブ［ビーズ・アクセサリー］

オリジナルフラワー iPhoneケース作り
お 茶 を 飲 み な が ら 楽 しくワ ー ク
ショップ！押し花やドライフラワー
を 使 って 自 分 だ け の オリジ ナル
iPhoneケースを作りませんか？
時間/11：00、
13：00 場所/2F FOURSYUN
定員/各回40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。

※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。

