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夏休みイベント情報 

■PonoLipoイベント 
 
【実施日】 8/3（金） 
【実施場所】 北館2F BREEZE（ブリーズ）前 
【概要】 「毎日の生活の中で楽しく知育する」をテーマに、カードゲームや絵本の読み
 聞かせなど親子で楽しめるイベントを実施いたします。 
 
 
■ベビー＆キッズフェスタ アカチャンホンポ 特別販売・体験会 
 
【実施期間】 8/3（金）～8/5（日） 
【実施場所】 北館1F 中央広場 
【概要】 アカチャンホンポ主催のベビーカー・カーシート試乗体験会やベビー・キッズ
 玩具、衣類等が最大50％オフの販売会を実施いたします。さらに、会場内でお
 買い物された方全員に、もれなく北館2Fのアカチャンホンポで利用可能な10％
 オフになるセレクト1クーポンをプレゼントいたします。 
 
 
■ベビー＆キッズフェスタ ボーネルンドあそびの体験会 
 
【実施日】 8/7（火）、8/8（水） 
【実施場所】 北館1F 中央広場 
【概要】 キッズに大人気の北館2F「ボーネルンド あそびのせかい」のあそびが体験でき
 る体験会を実施いたします。サイバーホイール、アクアプレイは無料で参加が
 可能です。ハマビーズは参加費300円が必要です。 
 
 
■館内探索ららぽツアー 
 
【実施日】 8/14（火）、8/21（火） 
【概要】 普段は見られないバックヤードを見学し、商業施設の仕事を学ぶ夏休みの自由
 研究に役立つツアーイベントを実施いたします。 
 
 
■ららぽーとダンボールアート 
 
【実施期間】 8/13（月）～8/23（木） 
【実施場所】 北館1F 3can4on前、南館1F フレディ＆グロスター前、北館2F PAGE BOY前 
【概要】 造形作家玉田多紀さんによるダンボールアートの展示をいたします。また、8/9
 （木）、8/11（土）にはワークショップを実施いたします。 

ららぽーとTOKYO-BAY 

首都圏のららぽーと5施設では、多くの方に楽しんでいただけるイベントを実施いたします。 
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■わくわく恐竜王国 
 
【実施期間】 8/11（土）～8/20（月） 
【実施場所】 北館1F 中央広場 
【参加費】 500円 
【概要】 大迫力の全長5メートルのティラノサウルスをはじめ、５体の恐竜たちが大集合
 いたします。 
 
 
■ふなばし双六ラリー 
 
【実施日】 8/25（土） 
【実施場所】 北館1F 中央広場 
【概要】 「人も街も安全で健康に、住む街・知る街・愛する横丁」をテーマに、立体双
 六でウォークラリーを実施いたします。 

ららぽーとTOKYO-BAY 

アーバンドック ららぽーと豊洲 

■リサイクルおもちゃで遊ぼう！ 
 
【実施期間】 7/23（月）～7/27（金）      
【実施場所】 1F センターエントランス 
【概要】 再生玩具倶楽部（茨城県土浦市の市民団体）主催の、たくさんの市民の方々が寄
 付してくださったリサイクルおもちゃで遊ぶイベントを実施いたします。 
 
 
■シャカシャカ採掘ひろば 
 
【実施期間】 7/29（日）～8/3（金） 
【実施場所】 1F センターエントランス 
【概要】 砂に隠れた宝石や化石を水にさらして探し出すイベントを実施いたします。 
 
 
■段ボール自由工作 
 
【実施日】 8/6（月）    
【実施場所】 1F センターエントランス 
【概要】 リサイクルされた段ボールでできたキットを使って、恐竜を作る夏休みの自由研
 究に役立つワークショップを開催いたします。 



 

【本件に関する取材等のお問い合わせ先】 

ららぽーと PR事務局（アンティル内） 担当：乗鞍、堀井 

TEL：03-5572-6064 FAX：03-5572-6065 Mail：lalaport@vectorinc.co.jp 

アーバンドック ららぽーと豊洲 

■段ボール自由工作 
 
【実施日】 8/6（月）    
【実施場所】 1F センターエントランス 
【概要】 リサイクルされた段ボールでできたキットを使って、恐竜を作る夏休みの自由研
 究に役立つワークショップを開催いたします。 
 
 
■ららぽーと豊洲縁日 
 
【実施期間】 8/8（水）～8/18（土） 
【実施場所】 1F センターエントランス  
【概要】 おなじみの射的やヨーヨーつりなどが楽しめる縁日を実施いたします。 
        
 ※8/11（土）は東京湾大華火祭のため縁日は実施いたしません。また東京湾大
 華火祭が悪天のため8/12（日）に順延になった場合は、12日も実施いたしませ
 ん。 
 
 
■出張LaLaClubフラダンス発表会 
 
【実施日】 8/19（日） 
【実施場所】 1F センターエントランス 
【概要】 日頃LaLaClubで練習を重ねてきたフラダンスを披露いたします。 
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■夏のガラポン大抽選会 
 
【実施日】 7/21（土）、7/22（日）、7/28（土）、7/29（日） 
【概要】 1日5,000円（税込）以上お買上げのレシートを持参で、空気清浄機など豪華賞品
 が当たる抽選会を実施いたします。期間中に三井ショッピングパークポイントカー
 ドをご提示されたお客様はさらにもう1回（計2回）抽選が可能です。三井ショッ
 ピングパークカード≪セゾン≫に新規入会されたお客様はさらに2回（計3回）抽選
 が可能です。 
 
 
■&EARTH DAY 
 
【実施日】 8/4（土）、8/5（日） 
【概要】 間伐材を使った木琴づくりワークショップ「&EARTH melody」とおうちでできる
 エコについて学べる「&EARTH教室 すまいのECOチャレンジ」を実施いたしま
 す。イベント参加者には、三井不動産グループの保有林の間伐材でつくったマグ
 ネット・ボールペンをプレゼントいたします。また、当日会場では「バジルのタネ
 付きエコうちわ」の配布、三井不動産グループの「環境活動パネル展」も実施いた
 します。 
 
 ＜&EARTH melody＞ 
 【実施時間】 1回目 11:00～12:00 
  2回目 13:00～14:00 
  3回目 15:00～16:00 
 【定員】 各回20名様 
 
 ＜EARTH教室 すまいのECOチャレンジ＞ 
 【実施時間】 1回目 12:15～12:45 
  2回目 14:15～14:45 
  3回目 16:15～16:45 
 【定員】 各回20名様 
 
  
 ※両イベント整理券配布時間は、1回目、2回目分が10:00～、3回目分が13:00～
  です。 
 ※整理券配布はなくなり次第終了となります。 
 ※対象年齢は小学生以下です。 
 ※未就学児のお子様は保護者同伴でご参加ください。 
 ※8/4（土）13:00～と14:15～は取材・撮影があります。参加にあたって、承諾
  書への保護者のご署名が必要です。 

ららぽーと柏の葉 



 

【本件に関する取材等のお問い合わせ先】 

ららぽーと PR事務局（アンティル内） 担当：乗鞍、堀井 

TEL：03-5572-6064 FAX：03-5572-6065 Mail：lalaport@vectorinc.co.jp 

■オークスジュニアフェス2012inららぽーと柏の葉（ダンスイベント） 
 
【実施日】 8/5（日） 
【概要】 子供達が日頃の練習の成果を披露します。avex 仕込みの躍動的なダンスにゴール
 デンホークス仕込みのキッズチアダンス、キッズ空手の力強い演武、見て楽しい、
 見て可愛い内容盛りだくさんのダンス発表会！途中、参加型の楽しいゲーム大会も
 開催します！ 
 

ららぽーと柏の葉 

■ららこい踊り 
 
【実施日】 7/28（土）、7/29（日） 
【実施場所】 セントラルガーデン 
【概要】 地元のチームを中心としたダンスチームによるダンスイベントを実施いたします。 
 ※雨天時は、1F サウスコートにて実施いたします。 
 
 
■体感！かぶりものアートギャラリー 
 
【実施期間】 8/3（金）～8/9（木） 
【実施場所】 2F FOURSYUN横 
【概要】 かぶりものアートの第一人者のかぶりものアーティスト「ニシハラ★ノリオ」が制
 作したウレタン製の楽しいかぶりものの体感ギャラリーをららぽーと横浜内に設置
 いたします。好きなものを自由にかぶって記念撮影を取るなど楽しいイベントを実
 施いたします。 

ららぽーと横浜 

■シルシルミシル お菓子-1グランプリお土産shop  
 
【実施期間】 7/13（金）～7/22（日）  
【実施場所】 1F 屋内広場 
【実施時間】 10:00～21:00 ※7/22（日）のみ10:00～19:00 
【概要】 人気テレビ番組「シルシルミシルさんデー」の「お菓子-1グランプリ」で取り上 
 げられたお菓子を販売する期間限定のショップが出店します。 

ららぽーと新三郷 
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■チーミーのうきうきミニライブ 
 
【実施日】 8/4（土） 
【実施場所】 1F スカイガーデン 
【実施時間】 11:00～、13:00～ 
【概要】 子供たちに大人気のチーミーが今度は「ぐっさん」こと山口智充さんとコラボ！ 
 ニューシングル発売記念のうきうきミニライブを開催いたします。 
 ※荒天の場合、中止となります。 
 
 
■はなかっぱ 花さけ、パッカ～ん♪ わくわくフェスティバル 
 
【実施期間】 8/10（金）～8/19（日） 
【実施時間】 10:00～18:00 
【概要】 子供たちに大人気の「はなかっぱ」の様々なアトラクションが新三郷にやってく
 る。 

ららぽーと新三郷 
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■ららぽーとお楽しみスポット 
 
ららぽーと新三郷にある「トーマスタウン」は、「きかんしゃトーマス」とその仲間たちが住む
ソドー島の町ナップフォードを再現した子供たちに大人気の屋内型テーマパークです。ボール
プールやアスレチック・ミステリーツアーなど遊びがいっぱい。人気の「トーマスシアタートレ
イン」に加え、新アトラクション「ハロルドのスカイパトロール」も登場してますます盛り上
がっています。 
※入場無料 但し各アトラクション等をご利用の場合は、トーマスタウンオリジナル通貨「トー
マスコイン」をお求めください 
 
 
アーバンドック ららぽーと豊洲にある「キッザニア東京」は、こどもが好きな仕事にチャレンジ
でき、専用通貨キッゾでお給料をもらったり、買い物や習い事などに使うなど、楽しみながら社
会のしくみを学べる職業・社会体験施設です。キッザニアでのリアルな社会体験を通して、こど
も達は「生きる力」を育む事ができます。 
夏休み直前に、新パビリオン「エネルギー会社」もオープンしました。さらに夏限定アクティビ
ティやイベント、期間限定で利用できる「大人無料券」進呈など盛りだくさん！ この夏ぜひ、
キッザニア東京にお越し下さい。  
 

ららぽーとにまつわるトリビアをお知らせ。 

ららぽーとワンポイント 
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三井ショッピングパーク ららぽーとについて 

「三井ショッピングパーク ららぽーと」は、全国的に展開している複合型商業施設です。 

 運 営：ららぽーとマネジメント株式会社（三井不動産株式会社100％出資） 
 

 全館情報：  

「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」 約430店舗 

 所在地    〒273-8530 千葉県船橋市浜町 2-1-1 

 営業時間※ 北館・南館/10:00 - 20:00 ※金・土・日・祝日/休日は21:00まで営業  

 北館 1F～3Fハーバーグリル  11：00～22：00  

           南館 3F ダイニングテラス 11:00～22:30 ※金・土・日・祝日/休日は23:00まで営業  

 主要店舗 liflattie ships、BEAUTY&YOUTH UNITED ARROWS、URBAN RESEARCH､COACH、GAP、 

 moussy、H&M、FOREVER21、アカチャンホンポ、SUPER SPORTS XEBIO、TOHOシネマズ 船橋ららぽーと 

           東急ハンズ、ユニクロ など  

「三井ショッピングパーク アーバンドック ららぽーと豊洲」 約185店舗 

 所在地 〒 135-8614  東京都江東区豊洲2-4-9 

 営業時間※ ショッピング・サービス/10:00～21:00 レストラン/11:00～23:00 

 主要店舗 UNITED ARROWS green label relaxing、Lovedrose、GAP、ACTUS、インザルーム、 

 無印良品、東急ハンズ、ユニクロ、キッザニア東京、紀伊国屋書店、ユナイテッド・シネマ豊洲 など  

「三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉」 約170店舗 

 所在地 〒277-8518 千葉県柏市若柴175  

 営業時間※ ショッピング・サービス/10:00～21:00 レストラン/11:00～22:00  

 主要店舗 MOVIX柏の葉、Food CampusTokyu Store、アカチャンホンポ、ACTUS、無印良品、 

 Francfrancfranc、ユニクロ、AZUL by moussy、ゼビオスポーツ、カルナ・フィットネス＆スパ など 

「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」 約370店舗（大丸及びイトーヨーカドー内専門店含む） 

 所在地 〒224-0053 神奈川県横浜市都筑区池辺町4035-1  

 営業時間※ ショッピング・サービス/10:00～21:00 レストラン/11:00～23:00  

 主要店舗 COACH、BANANA REPUBLIC、H&M、A/X ARMANI EXCHANGE、アカチャンホンポ、 

 イトーヨーカドー、大丸、TOHOシネマズ ららぽーと横浜、ノジマ、SUPER SPORTS XEBIO、ユニクロ、 

 東急ハンズ、紀伊国屋書店 など 

「三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷」 約180店舗 

 所在地 〒341-8550 埼玉県三郷市新三郷ららシティ3-1-1 

 営業時間※ ショッピング・サービス/10：00～21：00 レストラン/11：00～22：00  

 主要店舗 H&M、FOREVER21、無印良品、ロフト、ユニクロ、ishimaru、トーマスタウン、京王百貨店、 

 食品館 イトーヨーカドー、ニトリ、ラウンドワンスタジアム、アカチャンホンポ、ゲンカツ、 

 京鼎樓DINER、ゴトウチぐるめ元気食堂 

 

 ※一部、営業時間の異なる店舗がございます。 

 ※営業時間が変更になる場合がありますので、ホームページにてご確認ください。 

「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY」 

「三井ショッピングパーク ららぽーと柏の葉」  

「三井ショッピングパーク ららぽーと新三郷」  

「三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園」 

「三井ショッピングパーク  アーバンドック ららぽーと豊洲」 

「三井ショッピングパーク ららぽーと横浜」 

「三井ショッピングパーク ららぽーと磐田」 


