
ららぽーと他施設合同！ ～嬉しいキャンペーン情報～

＜ららぽーと7館・ダイバーシティ東京 プラザ・アルパーク
三井ショッピングパークポイントカード共通施策＞

■ダイバーシティ東京 プラザ開業記念「Audi A1」プレゼントキャンペーン
4月19日（木）にオープンしたダイバーシティ東京 プラザのオープンを記念した「Audi A1」プレ
ゼントキャンペーンを実施いたします。Audi A1（A1 1.4 TFSI）が1名様に当たる他、ダイバーシ
ティ東京 プラザお買物券2 000円分が100名様に当たります ご応募頂くと メ ルマガジン会ティ東京 プラザお買物券2,000円分が100名様に当たります。ご応募頂くと、メールマガジン会
員に登録されます。ららぽーとTOKYO-BAY、アーバンドック ららぽーと豊洲、ららぽーと柏の
葉、ららぽーと横浜、ららぽーと
磐田、ららぽーと新三郷、アルパークなどダイバーシティ東京 プラザ以外の施設からのメール
マガジンの配信の選択も可能です。

【応募期間】 4月28日（土）～6月3日（日）23：59まで

■ＭＳＰカードポイント相互利用

2012年4月19日（木）から「ララガーデン川口」「ララガーデン春日部」
「ダイバーシティ東京 プラザ」でも三井ショッピングパークポイントが
たまるようになりました。
三井ショッピングパークポイントカードは全国12施設でご利用いただけ、
ますます便利になっています。



新店オープン ～ららぽーとTOKYO-BAY AMERICAN EAGLE OUTFITTERSオープン！～

日本3号店、「東急プラザ 表参道原宿」「ダイバーシティ東京 プラザ」に続いてオープン！！

デニムを中心とするアメリカ発の人気カジュアルファッションブランド、「AMERICAN EAGLE OUTFITTERS（アメリカン
イーグル アウトフィッターズ）」は、4月18日（水）には「東急プラザ 表参道原宿」内にフラッグシップとなる日本1号店を、
翌4月19日（木）には、「ダイバーシティ東京 プラザ」内に日本2号店をオープンいたしました。
来る 年 月 日（土）には 三井シ ピングバ ク ららぽ と 北館に日本 号店となる来る2012年7月21日（土）には、三井ショッピングバーク ららぽーとTOKYO-BAY北館に日本3号店となる
「アメリカンイーグル アウトフィッターズ ららぽーとTOKYO-BAY店」をオープンいたします。
オープンを記念し、オープン初日には、1万円以上お買い上げのお客様に、アメリカ・ニューヨークのみで
展開している限定グラフィックTシャツを、先着800名様にプレゼントする予定です。

是非、貴媒体にてご紹介いただけますよう、よろしくお願いいたします。

アメリカンイーグル アウトフィッターズ ららぽーとTOKYO-BAY店概要

【オープン日】 2012年7月21日（土）

【場 所】 北館1F

（〒273－8530 千葉県船橋市浜町 ２丁目１番１号 ららぽーとTOKYO-BAY）

●7月21日（土）オープン●

（〒273 8530 千葉県船橋市浜町 ２丁目１番１号 ららぽ とTOKYO BAY）

【店舗面積】 620㎡（約188坪）

【営業時間】 月～木 10:00～20:00・金～日 10:00～21:00

【フロア構成】 メンズウェア、ウィメンズウェア、アクセサリー（１フロア構成です）

【SNS】 facebook ／ http://www.facebook.com/AmericanEagleJapan

Twitter ／ https://twitter com/#!/AmericanEagleJPTwitter ／ https://twitter.com/#!/AmericanEagleJP



新店オープン ～ららぽーとTOKYO-BAY ニャイルドわん！ いよいよリニューアルオープン！～

5月18日（金）ららぽーとTOKYO‐BAY ニャイルドわん！、

北館に移動しリニューアルオープン！緑に囲まれた癒し空間へ

「 ピ グパ ぽ ドわ ジ「三井ショッピングパーク ららぽーとTOKYO-BAY ニャイルドわん！」イメージ

大人気の総合ペット専門コーナー「ニャイルドわん！」が5月18日（金）、北館１Fにリニューアルオープンいたし

ます（一部店舗は5月25日（金）にオープン）。

ドッグランやペットと一緒にくつろげるリラックスカフェをはじめ、一時預かり所やクリニックも備えた、ペットとご

家族に楽しんでいただけるテーマパークです。緑に囲まれた癒し空間でペットと一緒にお楽しみください！

◆5月18日（金）オープン （合計7店舗）◆

ペットエコ横浜（犬猫飼育用品・フード＆オーナーグッズ）

こねこらいふ・こいぬらいふ（犬猫販売）

DOG CAMPUS（一時預かり）

ペット医療センター（クリニック）

トリミング ミッキー（トリミングコーナー）トリミング ミッキ （トリミングコ ナ ）

ニャイルドわん！ドッグラン（ドッグラン）

リラックスカフェ（カフェ（ドッグラン内））

◆5月25日（金）オープン（合計2店舗）◆

犬ごころ（犬専門店・トリミング）

フェレットワールド（フェレット専門店）フェレットワ ルド（フェレット専門店）



ららぽーとワンポイント ～ららぽーとのランドマーク～

ららぽーとTOKYO-BAY 「からくり時計」

ららぽ とワンポイント ～ららぽ とのランドマ ク～

2011年10月8日（土）、時計の広場にお披露目されたららぽーとTOKYO-BAYのシンボル

“からくり時計“は、じつは女性社員のラフスケッチから生まれました。「港」という意味を

ららぽーと各施設は、地域の人々が長く育んできた「土地の記憶」の継承に努めており、どの施設にも
ランドマーク的構造物が存在しています。

もつ「ららぽーと」の「ぽーと」に着目し、お客様に愛される船のモチーフを生み出したいと

いう想いから着想しました。1時間ごとに登場する水兵さんのダンスと、船の煙突から噴

き出すシャボン玉と一緒に、今日もお客様に幸せをお届けしています。

アーバンドック ららぽーと豊洲 「モニュメントクレーン」

幻想的な色を放ち 施設の象徴として存在感を発揮する「モ メントクレ ン は幻想的な色を放ち、施設の象徴として存在感を発揮する「モニュメントクレーン」は、
造船所の跡地であったことを表すシンボルとして設置されたのが始まりです。施設
のテラスから見える造船ドックとカラフルに彩られたクレーンは、毎夜豊洲エリアの
ランドマークとして絵画のような風景を楽しませてくれます。

ららぽ と柏の葉のランド クは何とい ても 近代的な施設の屋上に広がる「屋上

ららぽーと柏の葉 「クライミングウォール」・「屋上庭園」

ららぽーと横浜 「カリヨン」

ららぽーと柏の葉のランドマークは何といっても、近代的な施設の屋上に広がる「屋上
庭園」と親子で楽しめる「クライミングウォール」。親子で楽しめる「親子クライミング」も
開催しています。また「屋上庭園」から一望できる柏の葉キャンパスシティは圧巻するこ
と間違いなし！青塔、赤塔の上に設置された太陽光発電や風力発電の機械も見渡す
ことができ、またひとつ違った“絶景“を演出しています。

ららぽーと横浜には、白磁カリヨンと白磁パイプオルガンを融合させた
世界に一つしかない楽器「マイセンの孔雀（カリヨンKUJAKU）」があります。
カリヨンとは単独の鐘楼建築物に演奏用の鐘を設置したもので、鍵盤で演奏する楽器
のことをいいます。この楽器は40個のカリヨンに49本のパイプが組み合わせれまったく
新しい楽器として生まれ、その全長は5メートル。孔雀が羽を
広げた姿に似ており、その優美な姿から「カリヨンKUJAKU」と名付けられたのです。
10：00-20：55までの毎時00分に、自動演奏が行われます。

ららぽーと新三郷 「夢空間」
ららぽーと新三郷には、 超豪華客車「夢空間」が設置されています。これは
ららぽーと新三郷が旧武蔵野操車場跡地に建てられたことに由来しています。新三郷
駅の改札を出て「ららぽーと新三郷」側の出口を出ると、赤い車体の『オハフ25 901』が、
施設の反対側の駐車場の横には深い緑一色の『オシ25 901 』が荘厳な姿で佇んでい
ます。
これらは1989年に製造され、夢の次世代寝台列車として本当に日本の線路を走ってい
た豪華客車だったのです。横浜博覧会でお披露目された後いくつかの展示会を経て、
展示終了後は上野ー札幌間を結ぶ寝台特急「北斗星」と連結し、多くのお客様や鉄道
マニアの方々に愛されていました。



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」 「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 ららぽーと柏の葉」 「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 ららぽーと新三郷」 「三井ショッピングパーク ららぽーと磐田」

「三井シ ピングパ ク ららぽ と甲子園」

「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

「三井ショッピングパーク ららぽーと甲子園」

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 インザルーム主要店舗 UNITED ARROWS green label relaxing、Lovedrose、GAP、ACTUS、インザル 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 ピングパ ク ららぽ と新三郷 約180店舗「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

※ 部 営業時間の異なる店舗がございます※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。


