金

水

5

）
につき
100円（税 抜

定

間限
4月 休 期
クレジット払いで
9/21金 9/2

10/6

合は
ード払いの場
他クレジットカ
なります。
※現金・その
1ポイントと
につき、
100 円（税抜）

きポイントカード
クレジット機能付

ン》
パークカード《セゾ
三井ショッピング

モンスターピンを倒せ！

10/7

み つ い シ ョッ ピ ン グ パ ー ク

土

11:00〜16:00

会場

時間

2Fセンターコート

特典

見事10本倒せばキャンディつかみどりにチャレンジ！
その他、1個キャンディをプレゼント！
！

10/8

コワ可愛い!?
めったにできない白塗りや血のりメイクを体験してみよう！
メイクが完成したら、記念にプロのカメラマンが撮影。
時間

11:00〜16:00

会場

2Fセンターコート

参加費 ［一般］300 円（税込）

［キッズクラブ会員様 ］参加無料

10/20

特典

記念にプロのカメラマンが撮影。
後日、2F総合案内所にてプレゼント！

会場

2Fセンターコート

ゾンビ2体のかごの中の玉を色ごとに数え、
一番多かった色の人はキャンディつかみどりにチャレンジ！
その他、1個キャンディをプレゼント！
！

土

ハロウィンの仮装をした元気いっぱいの赤ちゃんたちによるハイハイレース＆カタカタレース！
赤ちゃんたちの一生懸命さやあどけなさに、会場はほのぼのとした雰囲気に。
ハイハイレース

［応募期間］10/6
（土）10:00〜 ※定員に達し次第、受付終了
応募方法 アカチャンホンポHPにて先着順で受付（https://www.akachan.jp/store/0078）

各回

50名様

合計100名様
先着応募

カタカタレース

各回

60名様

合計180名様
先着応募

参加条件 〈ハイハイレース〉
アカチャンホンポ会員の方で、
開催日当日、
生後12ヶ月ぐらいまでの未歩行の赤ちゃん。

〈カタカタレース〉
アカチャンホンポ会員の方で、
開催日当日、
ヨチヨチ歩きをする1歳6ケ月までの赤ちゃん。
時 間 〈ハイハイレース〉
①12:30〜 ②15:30〜

〈カタカタレース〉
①11:00〜 ②14:00〜 ③17:00〜

参加条件 小学生以下のお子さま。

お一人様1回限り。

11:00〜16:00

参加条件 小学生以下のお子さま。
お一人様1回限り。

お一人様1回限り。

み つ い シ ョッ ピ ン グ パ ー ク

み つ い シ ョッ ピ ン グ パ ー ク

参加費 ［一般］300 円（税込）［キッズクラブ会員様 ］参加無料

参加条件 5歳以上小学生以下のお子さま。

月
祝

日

ゾンビをやっつけろ！

時間内に動き回るゾンビのカゴに、
できるだけたくさんの玉を入れよう！

参加費 ［一般］300 円（税込）［キッズクラブ会員様 ］参加無料

特典

ン》
プラ ザカード《セゾ

ショップ別ポイントアップも同時開催!!

ら ら ぽ ー と 和 泉 で は 、 ハ ロ ウ ィ ン の 楽 し い イベ ン ト が 盛 り だ く さ ん ！

直径3ｍの巨大ボールに入って、高さ3.5ｍのモンスタージャンボピンを倒そう。
見事ストライクを出すと、お菓子をプレゼント！
時間

ラゾ ーナ 川崎

さらに！

※三井ショッピングパークポイントカードや現金・その他の支払いの場合は、100円
（税抜）
につき、1ポイントとなり
ます。※三井ショッピングパークカード
《セゾン》
・ラゾーナ川崎プラザカード
《セゾン》
のショッピングご利用分が対
象となります。※一部対象外の店舗および商品がございます。詳しくは店舗またはショップスタッフへ
お問い合せください。※本キャンペーンは、三井ショッピングパーク
ポイントが対象となります。

※各回開始30分前より受付。※受付時にアカチャンホンポポイントカードをご提示ください。

会場

2Fセンターコート

特典

①アカチャンホンポのお買物でもらえるプレゼントチケットを進呈！
②写真＋表彰状をプレゼント！ ③各レース1位の赤ちゃんに金メダルプレゼント！

9/21 10/31
金〜

水

HALLOWEEN

Costume!

①

かわいいおばけに
なれるコスチューム！

③
⬆かぼちゃのおばけのモチーフを飾れば、
一気にハロウィン気分がアップ♪
ハロウィンライト各種 321〜1,598円
one'sterrace〈2F／生活雑貨／☎0725-90-4170〉
②

②
①

HALLOWEEN!

Goods
ハロウィン気分を
盛り上げてくれる！

⬆はじめてのハロウィンで
かわいくなりきり！
①なりきりベスト（80〜90cm）
各2,138円
②なりきりカバーオール
（70・80・90cm）各1,598円
③なりきりマント
（100〜110cm）
1,598円

アカチャンホンポ

〈2F／マタニティ・ベビー・キッズ用品／
☎0725-51-2839〉

③
⬆ハロウィングッズをDIYして
世界で一つだけのオリジナル作品をつくろう。
①バッグ 54円 ②マスクブック 108円
③DIYトートバッグ 各324円

Flying tiger copenhagen

〈2F／生活雑貨／☎0725-90-4356〉

①
➡いつもと違う自分に出会える、
ユニークなアイテムがたくさん！
②
①ハロウィンキラキラオーナメント
（パンプキン）108円
②フタ付パンプキン
ガラスキャンディポット 324円

⬆ハロウィンパーティにおすすめ!
パンプキンモチーフのディッシュ。
パンプキン・ディッシュ
（M）
カクタスグリーン 4,320円
パンプキン・ディッシュ
（S）
オレンジ 2,160円

ル・クルーゼ

〈2F／キッチン雑貨／☎0725-90-4061〉

⬆蝶や天使をモチーフにしたキッズ用の
かわいいコスチュームセット。
コスチューム3点セット
（羽根・ステッキ・カチューシャ）
各324円

⬆
《スタジオアリスで“ハロウィン”を
思いっきり楽しもう！》
ハロウィン撮影された方だけの
SNSキャンペーン開催中★
今年のハロウィンは仮装してアリスに行こう！

ミカヅキモモコ

〈4F／300円均一雑貨／☎0725-51-7773〉

ザ・ダイソー

〈4F／生活雑貨・雑貨／☎0725-51-2950〉

スタジオアリス

〈2F／写真スタジオ／☎0725-51-3660〉
①

②

⬆大人気のハロウィンソックス。
ハロウィンコーデに、
プレゼントに！
ハロウィンソックス 3足1,080円

⬆カンタンにできます！
かわいいハロウィンアクセサリーを作りませんか？
ハロウィンチャーム、
ハロウィンキット各172円〜

パーツクラブ

〈4F／ビーズ・アクセサリー／☎0725-53-1482〉

チュチュアンナ

〈4F／靴下・ランジェリー・ライトウェア／
☎0725-51-7242〉

⬆今年の変身マントはリバーシブルで
着ていただけるので、
楽しみも倍以上です。
①なりきり変身マントおばけ 3,888円
②なりきりかぼちゃ帽子 2,160〜2,916円

ペットパラダイス デラックス

〈2F／ペットショップ／☎0725-58-6140〉

What's

⬆玄関やお部屋を秋仕様に模様替えしませんか？
ハロウィンリース各種 3,024円〜

KARENDO

〈2F／フラワー・雑貨／☎0725-53-4117〉

⬆魔女とおばけに仮装したかわいい赤ちゃんたちと
小さなハロウィンハウスのセットです。
どきどきハロウィンハウスセット 2,808円

シルバニアファミリー森のお家／
ジグソーパズルのお店マスターピース

〈2F／シルバニアファミリー・ジグソーパズル／
☎0725-53-5010〉

Lucky color?
コスチュームを選ぶ前にどうぞ。

⬆毎年人気の
ハロウィングッズに今年は
ペットアイテムが登場！
その他インテリアも多数ございます！
ハロウィンペットキャップ 各324円

3COINS+plus

〈2F／バラエティ雑貨／☎0725-92-8116〉

⬅お誕生日をもとにラッキー
カラーやラッキーアイテムを
お伝えします。
ハロウィンの
メイクや衣装の参考に！
ラッキーカラー鑑定 500円

占いの店・東明館／
東明学院

〈4F／占い／☎0725-99-8633〉

9/21 10/31
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水

Trick or treat!

SweetS&
MENU!
カワイイおばけといっしょに食べよ！

⬆バナナ味とチョコチップ味の
スコーンは、
おうちでハロウィン
パーティーのプチギフトにおすすめ！
スコーンハウスBOX 各540円

アフタヌーンティー・
ホーム＆リビング

⬅パーティーでシェアできる！
7種からいろんなフレーバーを
楽しめる！ マドレーヌ、
クッキーの
16個入アソート。
〈ジョイジョイハロウィン〉
スイーツバッグ 1,080円

〈2F／生活雑貨／☎0725-90-4139〉

銀座コージーコーナー

〈2F／ケーキ／
☎0725-90-4075〉

①

⬆パーティーにぴったりのお菓子たち。
コーヒー豆、
ワインも
取り揃えています。ハロウィンお菓子各種 192円〜

KALDI COFFEE FARM

⬆パンプキンクリームとキャラメルソースが
相性抜群。
ハロウィンパーティーの主役は
チーズタルトモンスター！
！
PABLO mini‑ハロウィンモンスター
各300円 ※10/1
（月）
〜31
（水）

〈2F／コーヒー豆・輸入食品／☎0725-53-0741〉

②

焼きたてチーズタルト専門店
PABLO mini

〈2F／チーズタルト／☎0725-90-5125〉
⬆定番ドーナツが
「ミイラ」
風に変身!
今にも踊りだしそう。
①ブラックジャックランタンドーナツの
マスクド・ジェントル 183円
②チョコレートミイラのマロロン 162円

ミスタードーナツ

❷

〈2F／ドーナツ／☎0725-53-1367〉

⬆カボチャをふんだんに使用した、
ハロウィンを感じる
カボチャプリンと秋を感じるティラミスをご用意しました。
◎平日ランチ
（Sコース）1,510円、
（Pコース）1,942円
◎平日ディナー（Sコース）1,726円、
（Pコース）2,158円
※土日祝はランチ216円UP、
ディナー324円UP。

➡毎年人気の
ハロウィンハッピードールが、
今年はデビルになって登場！
【数量限定】
ハロウィンハッピードール 460円
※9/25
（火）
〜10/31
（水）

❶

PRECIOUS BUFFET

〈2F／ビュッフェレストラン／☎0725-51-3297〉

⬆小学4年生から体験レッスンに参加できます。
①くまのプーさん 100エーカーの森 ビーフストロガノフ
②くまのプーさん＆ピグレット ハニーグレッド
③かぼちゃのティラミスケーキ 各500円
（材料費込）
※詳細はスタジオまで。

サーティワンアイスクリーム

〈3F／アイスクリーム／☎0725-90-5231〉

ABCクッキングスタジオ

〈2F／料理教室／☎0725-51-3241〉

⬆オレンジ、
レモン、
チェリーの3フレーバー。
フレッシュでジューシーなハロウィン限定の
グミです！
グミパンプキン
（量り売り）1ｇ 5.4円

⬆甘く香ばしい栗とキャラメルの焼き菓子を
イメージした、
ハロウィーン限定の紅茶。
トリック オ ティー ティーバッグ
（5P）
各600円

スウィートファクトリープラス

ルピシア〈2F／世界のお茶専門店／
☎0725-51-2332〉

〈2F／菓子／☎0725-53-1083〉

⬆ひとくちサイズのパンケーキに
かぼちゃのアイスをのせたハロウィン限定メニュー。
プチパンケーキとかぼちゃのモンブラン 626円

カプリチョーザ

〈2F／イタリアン／☎0725-90-4330〉

①
②
⬆ハロウィン限定の駄菓子を
たくさん取り揃えています。
①ハロウィンパック
（シール付）357円
②ハロウィンチョコバット
（ミニサイズのチョコ・BOX入）
540円

パセリハウス withだがし夢や

〈4F／バラエティ雑貨・駄菓子／
☎0725-53-4444〉

➡人気の不揃いバウムに
季節限定・かぼちゃ味が登場。
温めても冷やしてもおいしいですよ！
不揃いかぼちゃバウム 150円

無印良品

〈2F／衣服雑貨・生活雑貨・食品／
☎0725-51-3052〉

⬆オーブンで香ばしく焼き上げたチキンとホクホクの
南瓜を濃厚なデミグラスとチーズのソースで仕上げました。
チキンとパンプキンのグリル
デミとチーズの2色ソース 1,393円

ビストロ309〈2F／洋食／☎0725-53-4309〉

⬆かぼちゃたっぷりの黄色いスンドゥブ初登場！
辛さはお好みで調整できます。
パンプキンスンドゥブ 780円

ビビム

〈3F／韓国家庭料理／☎0725-90-4347〉

❸

9/21 10/31
金〜

HALLOWEEN!

①

Book&DVD

②

水

③

ハロウィンをもっとたのしみたいなら！

⬆このごろみんなおかしいの。
大きなかぼちゃをかかえてはうきうきそわそわ大さわぎ。
ハロウィーンのせいなんだって。
ねえ、
ハロウィーンってなぁに。
ちびっこ魔女のビビといっしょにハロウィーンを楽しんじゃおう。
『ハロウィーンってなぁに？』
クリステル・デモワノー／作 中島さおり／訳
1,404円

⬆家族みんなで楽しく観られるおすすめ映画！
！
①
「リメンバー・ミー」
DVD+Blu-ray 4,320円 ②
「キャスパー」
DVD 1,543円
③
「ナイトメアー・ビフォア・クリスマス」
DVD 1,944円

HMV〈4F／CD・DVD／☎0725-51-2080〉

田村書店〈4F／書店／☎0725-90-4050〉

ラリーシートはアカチャンホン
ポまたは 対 象 の キッズ・ベ
ビー取扱店舗にて1会計につ
き1,000円
（税込）
以上お買
上げで1枚進呈いたします。
※画像はイメージです。

泉
ぽーと 和

in らら

シールはアカチャンホンポまたは対象のキッズ・
ベビー取扱店舗にて1会計につき1,000円
（税
込）
以上お買上げで1枚進呈いたします。
スタン
プは対象の飲食店舗にて1会計につき1,000円
（税込）
以上ご利用で1個押印いたします。
※画像はイメージです。

赤ちゃんの日を記念して
子育て応援グッズがいっぱい！
ぜひご家族揃って
お買い物・お食事をお楽しみください！

応 募 方法や
対象店舗詳細
は
ウェブサイトを
チェック！

ららぽーと
和泉

入会金・年会費は一切無料！
キッズクラブにご入会いただくと、
色々な特典が受けられます。

日

豪華賞品が当たる、素敵なチャンス！

入会方法は、三井ショッピングパークアプリを
ダウンロードして、必要な登録をするだけ！
詳しくはキッズクラブポータルサイトをご確認ください。
※キッズクラブイベントにご参加いただく場合は、
事前に必ずご入会ください。

オープン記念

キャンペーン

詳しくは
こちら▶▶
TOYOTA

〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野4-4-7
［TEL］0725-51-3511(代)受付時間
（10:00〜18:00）
［営業時間］10：00〜21：00／レストラン11：00〜22：00
※一部営業時間の異なる店舗がございます。
※ラストオーダーは、各店舗までお問い合わせください。

※写真はすべてイメージです。※掲載価格は消費税を含んだ総額の表記となっております。店頭では、税抜価格で表記している場合もございます。詳しくは、各店舗までお問い合わせください。
※商品は数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。※掲載内容・価格は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
発行日：2018年9月21日

