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■東京湾大華火祭特別観覧エリアチケットが当たる！抽選会 
 
【実施期間】 6/29（金）～7/1（日） 
 
【概要】 5,000円以上（税込）お買上げのレシートをご持参いただくと（合算可）、抽選会 
 にご参加いただけます。賞品は8/11（土）の東京湾大華火祭の特別鑑賞エリア入 
 場チケットや館内でご使用いただけるお買い物券などを取り揃えております。 
 
【賞品例】  
・花火賞：     
 
 
・ショッピング賞：  
     
 
     
■グルメ ららリンピック 金メダルメニューを探せ！  
 
【実施期間】 6/29（金）～8/5（日） 
 
【概要】 オリンピック開幕目前のこの時期に、各飲食店舗のメニューをジャンル毎に 
 対決させるメニューフェアを実施いたします。各店舗に設定されたテーマに合っ 
 たメニューを対決形式で紹介していきます。 

夏のイベント・フェア情報 

ららぽーと各館では様々な企画をご用意し、ご来館をお待ちしています。 

アーバンドック ららぽーと豊洲 

■貯めてクーポン スタンプラリー 
 
【実施期間】 6/29（金）～7/12（木） 
 ※お買い物券使用可能期間 7/13（金）～8/5（日）のクリアランス期間 
  
【概要】 3,000円以上（税込）お買上げの店舗で、スタンプ台紙をプレゼントいたします。 
 その台紙を持って、次回3,000円以上（税込）お買上げいただくとスタンプを押印 
 いたします。2つスタンプを貯めたカードは、クリアランス期間中に3,000円以上 
 （税込）お買上げの際に使える500円のクーポン券としてご利用いただけます。 
 ※台紙はなくなり次第、配布終了となります。 

ららぽーと柏の葉 

東京湾大華火祭のアーバンドック ららぽーと豊洲 中庭付近 
特別観覧エリア入場チケット （250組500名様） 
 
ららぽーと全館共通お買い物券500円分 
  （800名様） 
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■電車・バスをご利用で参加者全員にプレゼントが当たる！！キャンペーン 
 
【実施期間】 6/30（土）～ 7/16（月・祝）の間の土日祝日 
【実施時間】 10:00～21:00  
 
【概要】 環境への負荷が少ない電車・バスの公共機関を利用して来館されたお客様を 
 対象にしたプレゼント抽選会です。抽選会場の抽選機にSuica・PASMO等の 
 交通ICカードをタッチすると、スロットが回転し、みなさまにうれしい景品 
 が当たります。電車・バスでの来館でエコ＆スマイル！！ 
 

ららぽーと横浜 
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■ディズニー/ピクサー映画最新作”メリダとおそろしの森”公開記念 
 どきどき冒険スタンプラリー 
 
【実施期間】 7/7（土）～7/22（日） 
【実施時間】 10:00～21:00  
【抽選日】 7/7（土）～7/22（日）期間中の土日祝日 
 
【概要】 7/21（土）ロードショーのディズニー/ピクサー映画最新作”メリダとおそろし 
 の森”の公開を記念して、ららぽーとTOKYO-BAYとららぽーと横浜の両施設で
 どきどき冒険スタンプラリーを開催いたします。それぞれの施設内にある4個の
 スタンプを集めると抽選で”メリダとおそろしの森”オリジナルグッズなどをプレ
 ゼントいたします。さらに両施設のスタンプ8個を集めた方には、もれなくらら 
 ぽーと共通お買い物券2,000円分をプレゼントいたします。 

ららぽーとTOKYO-BAY・ららぽーと横浜 

私が、守り抜く。 
“森の魔法”で熊にされた母を救うため、王女メリダの冒険が始まる。 
すべての謎を解く鍵は、森の中に── 
 
「ファインディング・ニモ」「トイ・ストーリー３」など、世界中で愛され
る傑作を生み出し続けてきたディズニー／ピクサーの最新作は、勇気と感動
に満ちた“家族の絆”の物語です。 
「メリダとおそろしの森」──それは、ディズニー／ピクサー史上初の女性
主人公・王女メリダの冒険を描くファンタジー・アドベンチャー。馬を駆り、
弓を射ることが大好きなお転婆な王女メリダは、 “森の魔法”によって熊に変
えられてしまった母エリノア王妃を救うために立ち上がります。魔法を解く
手掛かりを探して、森に足を踏み入れるメリダ。そこで彼女は、思いもよら
ない自分自身の運命と向き合うことになるのです…。 
神秘的なスコットランドの文化を背景に、青い炎でできた“鬼火”や愉快な魔
女、小熊に変身してしまうキュートな三つ子の弟たちなど、多彩でユニーク
なキャラクターが登場。メリダの心を映して様々な表情をみせる、森の美し
さも必見です。 
  
【Story】 森を愛し、家族を愛するお転婆な王女メリダは、王家の伝統に
則った結婚を迫る母エリノア王妃といつも口論になってしまう。互いに深い
絆で結ばれているものの、ささいなことですれ違う母と娘。ところがある日、
“森の魔法”によって母は王国で最も恐れられている存在である熊に変えられ
てしまった。そして、三つ子の弟たちまでも…。恐ろしい熊を仕留めようと
狩りにくりだす男たち。しかも、2日目の夜明けを迎えると母は姿だけではな
く、心まで熊になってしまうというのだ。 
森の魔女から“魔法”を解く鍵は森の中にあることを聞きだしたメリダは、鬼
火の導きで森の奥深くへと進んでいく。だが、そこで彼女は自分の本当の運
命を知ることになる…。 

       
                「ファインディング・ニモ」「トイ・ストーリー３」 
                 ディズニー／ピクサーが描く“家族の絆” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
監督：マーク・アンドリュース／ブレンダ・チャップマン  配給：ウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン 
©Disney/Pixar. All rights reserved. 
 
７月21日（土） ２Ｄ/３Ｄロードショー 
 



■第2回 No.1メニュー決定戦  
 皆さまからの人気投票でNo.1に選ばれたメニューはこちら！ 
 
【実施期間】 6/29（金）～7/1（日） 
【実施店舗】 鍋ぞう 豚丼のぶたはげ 
【概要】 皆さまからの人気投票で選ばれたレストラン店舗「鍋ぞう」、 
 フードコート店舗「豚丼のぶたはげ」の対象メニューが 
 6/29（金）～7/1（日）各日先着30名様対象でなんと半額 
 にてご提供いたします！お一人様1回のご注文、人数に達し 
 次第終了となりますので、お早めにお召し上がりください。 
 
 
■シルシルミシル お菓子-1グランプリお土産Shop in ららぽーと新三郷 
 
【実施期間】 7/13（金）～7/22（日） 
【概要】 テレビ朝日の人気テレビ番組「シルシルミシルサンデー」の人気企画「全日本       
 隠れたお土産お菓子-1グランプリ」上位入賞お菓子たちが期間限定でららぽーと 
 新三郷にやってくる。北海道から九州まで全国各地の「実は超ウマイ」隠れた 
 お土産、食べたかったあのお菓子が実際に買えるチャンスです！ 
 
 
  
 

ららぽーと新三郷 

 
■ららぽーと新三郷の夏は朝と夜がいいね！ 
  
 ■朝のいいね！ 
 
  ①フードコート朝10：00オープン 
  【実施期間】 7/13（金）～8/19（日）土日祝限定 
  【概要】         ららぽーと新三郷が誇るフードコートが期間中土日祝限定で、朝10:00に  
                           オープンいたします。この機会にぜひ自慢の品々をお楽しみください。 
 
  ②朝トクはじめました 
  【実施期間】 7/13（金）～8/19（日）土日祝限定 
  【概要】         朝限定の素敵な特典やサービスが受けられる朝トクがスタート！ 
                           すこやかな体と心を作る朝のひとときを応援いたします。 
  
 ■夜のいいね！ 
 
  ①夏休みディナークーポン 
    【実施期間】 
 
 
  【概要】         期間中、対象店舗にて17:00以降に2,500円以上ご飲食いただくと、 
                           500円ＯＦＦになるクーポンを配布いたします。 
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引換券配布： 7/13（金）～7/17（火） 
引換＆ご利用： 7/18（水）～8/19（日） 
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暑さ対策・節電グッズフェア 

ららぽーと各館では夏に向け、食欲をそそる飲食メニューや、暑さ対策・節電グッズのフェア
を実施いたします。 

■涼品フェア 
 
【実施期間】 7/13（金）～8/23（木） 
【概要】 暑さがピークに向かうこの時期に「クールビズ」「エコアイテム」など涼 
 を感じるアイテムを館内展示とHPで展開いたします。 
 
■夏を遊びつくそうフェア 
 
【実施期間】 7/13（金）～8/23（木）  
【概要】 「水着」「浴衣」「サーフ・マリンレジャー」「アウトドアファッション」など 
 に加えて、オリンピックの話題もある「スポーツ関連商品」を館内、HPでご紹 
 介いたします。7/14（土）～7/16（日）にはゼビオスポーツにてColeman限 
 定販売催事も実施の予定です。 

ららぽーと柏の葉 

■浴衣・水着フェア 
 
【実施期間】 6/18（月）～8/23（木） 
【概要】 各店舗から浴衣・水着アイテムを募りＨＰを中心にご紹介いたします。 
 是非お気に入りの浴衣・水着を探してみてください！ 
 
■冷やしメニューはじめました 
 
【実施期間】 6/22（金）～8/23（木） 
【概要】 約40店舗のお薦めのひんやりメニューが大集合いたします。 

ららぽーと横浜 
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■ららぽーと各館の節電・エコのポイント 
 
三井ショッピングパーク ららぽーと各館には、実は節電やエコに役立つ施設や仕掛けが散りばめ
られています。 
 
たとえば、アーバンドック ららぽーと豊洲にある「ビオガーデン」。都会に自然界の生物が暮ら
しやすい環境をつくる“ビオトープ”を実現したもので、都会の中のオアシスとして自然の中で涼
を感じていただけます。新たに設置された「フラクタル日除け」は自然の樹木の論理を取り入れ
た、やさしい涼空間として人気です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ららぽーと柏の葉には、青棟、赤棟の上にそれぞれ太陽光発電と風力発電の装置が設置されてお
り、発電した電気は施設の電力として使われています。これらの装置はららぽーと柏の葉の屋上
に広がる「屋上庭園」から見ることができます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ららぽーと新三郷には、最新のエコ技術を分かりやすく紹介する「eco広場」や、お子様が遊び
感覚で環境を意識できる「発電床（音力発電）」など、散歩の目的地となるように、エコ情報の
発信にもエンターテインメント性をプラスしています。 
 
 

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 

           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 

 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、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」 


