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2019年3月8日
三井不動産商業マネジメント株式会社

ららぽーと名古屋みなとアクルス・プライムツリー赤池

たのしさ２倍！家族のあそび場「 FAMILY FESTIVAL！」開催
～地域の皆様がもっとたのしめる場所を目指して初のコラボレーション～

×
三井不動産商業マネジメント株式会社(本社：東京都中央区 代表取締役社長：青柳雄久)が運営する
「三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス」は、株式会社セブン＆アイ・ホールディングス
傘下の株式会社セブン＆アイ・クリエイトリンク（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：近藤悦啓）が
運営する「プライムツリー赤池」と2019年3月15日(金)～31日(日)に初のコラボレーション企画として、
たのしさ2倍！家族のあそび場「FAMILY FESTIVAL！」を開催します。
両施設は、両社において東海３県初出店のショッピングモールであり、地域の一員となり皆様に選ばれる
施設を目指しております。地域とのつながりを重視した考え方や施設特長に共通項も多く、共にこの春休
み期間を地域の皆様に楽しんでいただきたいとの思いから、企業の壁を越えてコラボレーションすることと
なりました。ご家族で楽しめるスポットや、共通出店店舗による連携イベント、地域団体や地元企業による
交流イベントなど「たのしさ2倍」となるコンテンツ盛りだくさんで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
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ポイント① クリスマスイルミネーション＆点灯式
たのしさ2倍！家族のあそび場
「FAMILY FESTIVAL！」 実施概要
【開催期間】 2019年3月15日(金)～3月31日(日)
【開催場所】 ららぽーと名古屋みなとアクルス、プライムツリー赤池
【実施内容】
<イベント>
①ファミリー参加型交流イベント
②吹奏楽コンサート交流会
③店舗連携イベント
④企業体験交流イベント

<キャンペーン>
①お買上げ5,000円（税込・合算可）以上のレシートで、
お買物券1,000円分プレゼント！！
②交通系ICカード専用端末機ポイント2倍プレゼント！
③プライムツリー赤池アプリご提示で、三井ショッピング
パークカード《セゾン》入会時にお買物券プレゼント！

※イベント・キャンペーン内容は変更となる場合がございます。

①ファミリー参加型交流イベント
avex artist academy NAGOYA presents
avex Challenge Stage -Special Editionエイベックス・アーティストアカデミー名古屋校に所属する受講生によるパフォーマ
ンスや、現役モデルや受講生による店舗とのコラボファッションショーを行います。
また気軽に参加できる企画として、皆が知っているエイベックスのあの楽曲で公開
ダンスレッスンも開催します。

<開催コンテンツ>
①ダンス・ヴォーカルパフォーマンス
エイベックス・アーティストアカデミー受講生によるパフォー
マンスステージを開催。
②公開ダンスレッスン
エイベックスで活躍するプロダンサーによる公開レッスンを
開催。お子様やご家族で参加いただき、あのヒット曲を楽し
く踊るコツをわかりやすくレッスンします。
③コラボファッションショー
ファッション店舗とコラボして、モデル受講生やゲストモデル
によるトークショーやファッションショーを開催。
■ららぽーと名古屋みなとアクルス
【開催日】3月31日(日)
【開催時間】14：00～15：25
【開催場所】屋外イベントスペース
「デカゴン」

■プライムツリー赤池
【開催日】3月16日(土)
【開催時間】14：00～15：25
【開催場所】１Fプライムホール
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【コラボファッションショー：ゲストモデル】

<プライムツリー>
古田愛理

<ら ら ぽ ー と >
hibiki
(lol-エルオーエル-)
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②吹奏楽コンサート交流会
「日進市立日進中学校」「日進市立日進西中学校」はプライムツリー赤池、「愛知工業大学名電高等学
校」はららぽーと名古屋みなとアクルスにおいて地域交流イベントとして演奏経験があります。今回吹奏楽
コンクールでも活躍する名門校がコラボして、両施設においてご家族で楽しめる楽曲を中心に夢の交流会
を行います。

日進市立
日進中学校吹奏楽部
私達は1年生33名、2年生28名、総勢61名
で活動しています。今年度は「響華」を部訓と
し、自分たちも聞いている人も感動できるよう
な音楽を作れるよう、日々練習しています。
新体制での活動でまだまだ至らないところが
多くあると思いますが、楽しんで聞いていただ
けたらと思います。

日進市立
日進西中学校吹奏楽部
今年のスローガン「運命響同体」のもと、「互い
を思いやりながら共に音楽を愛し、聴く人に愛
される演奏ができる吹奏楽部」を目指して活
動に取り組んでいます。今年度は2・3年生で
編成されているA編成で四年連続して東海大
会金賞をいただき、全日本吹奏楽コンクール
に出場を果たしました。

愛知工業大学
名電高等学校吹奏楽部
創部63年。現在部員は180名(男子30名・女
子150名)。「音楽的センス」と「技術」を共に
磨きあい、年間100曲以上の音楽を演奏して
おり、全日本吹奏楽コンクール全国大会（出
場41回全国最多）文部科学大臣賞、金賞な
ど数々の賞を獲得。地域イベント、学校招待
演奏等、年間約60回ものコンサートを行って
おります。
■ららぽーと名古屋みなとアクルス
【開催日】3月24日(日)
【演奏時間】
日進中学校14：00～14：30
日進西中学校14：45～15：15
愛知工業大学名電高等学校15：45～16：15
【開催場所】屋外イベントスペース「デカゴン」

■プライムツリー赤池
【開催日】3月24日(日)
【演奏時間】
日進中学校10：30～11：00
日進西中学校1１：15～11：45
愛知工業大学名電高等学校13：00～13：30
【開催場所】1Fプライムホール
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③店舗連携イベント
「ららぽーと名古屋みなとアクルス」 、「プライムツリー赤池」の両施設に出店している共通店舗がご家族
で楽しめるイベントやワークショップを開催します。また各施設の人気店舗による交換出張PRなど、コラボ
レーション企画も開催します。

◆共通店舗連携イベント
アカチャンホンポ「ハイハイレース」
ハイハイができる未歩行の赤ちゃんを対象に、各レース
５人ずつでレースを行います。ご家族やお友達も一緒に
応援を楽しんでください♪
■ららぽーと名古屋みなとアクルス
【開催日】3月29日(金）
【開催時間】①10：30～11：30 ②12：30～13：30
【開催場所】１Fセンターコート
■プライムツリー赤池
【開催日】3月28日（木）
【開催時間】10：30～12：30
【開催場所】１Fプライムホール

※店頭・お電話での予約はお受けしておりません。両施設で3/14(木)10：00より
アカチャンホンポHPにて予約開始となります。会場場所等、不明点がございました
ら各施設のアカチャンホンポサービスカウンターにお問い合わせくださいませ。

Francfranc「ウォールペーパーでオリジナルノートを作ろう」
Francfrancオリジナルの壁紙を使って、
オリジナルノート作成の体験ができます
■ららぽーと名古屋みなとアクルス
【開催日】3月30日(土）
【開催時間】①13：00 ②13：30 ③14：00 ④14：30 ⑤15：00 ⑥15:30
（各回約30分 先着6名） 【開催場所】１Fセンターコート
■プライムツリー赤池
【開催日】3月23日（土）
【開催時間】①13：00 ②13：30 ③14：00 ④14：30 ⑤15：00 ⑥15:30
（各回約30分 先着6名） 【開催場所】１Fプライムホール

TABiALL「ハワイアンリボンレイクラフト体験」
ハワイの伝統工芸品「リボンレイ」のお子様向け
ストラップ作り体験ができます。
■ららぽーと名古屋みなとアクルス
【開催日】3月30日(土）
【開催時間】①11：00 ②13：00 ③15：00 （各回約20分 先着15名）
【開催場所】１Fセンターコート
■プライムツリー赤池
【開催日】3月23日（土）
【開催時間】①11：00 ②13：00 ③15：00 （各回約20分 先着15名）
【開催場所】１Fプライムホール
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◆人気店舗お出かけ出張
「ららぽーと名古屋みなとアクルス」 のみ、「プライムツリー赤池」 のみに出店している人気店舗が、お互い
の施設に出張してワークショップの実施や、キャラクターによる撮影会で店舗の魅力をPRします。

プライムツリー赤池

ららぽーと名古屋みなとアクルス

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. c2019 The LEGO Group.

店舗
出張

店舗
出張

ららぽーと名古屋みなとアクルスへ出張PR

プライムツリー赤池へ出張PR

■ららぽーと名古屋みなとアクルス

■プライムツリー赤池

「ひつじのショーン Farm Cafe」
撮影会&店舗PR

「Style Factory」ワークショップ
①タイルコースター
②紙ひこうき鉄砲
③アクアドーム
【開催日】3月21日(木・祝)
【開催時間】11：00～17：00
【参加費】各600円（税込）
【開催場所】１Fプライムホール

【開催日】3月21日(木・祝)
【開催時間】①11：00 ②13：00 ③15：00
【開催場所】３Fららプラザ前

「レゴ® ストア」ワークショップ
マンスリーミニビルド
【開催日】3月21日(木・祝)
【開催時間】11：00～17：00
【開催場所】１Fプライムホール
【参加費】無料 ※対象:小学生
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④企業体験交流イベント
愛知県下に本社や支社を置く企業ともコラボレーションします。 お子様やご家族で参加できる学ぶワーク
ショップや体験展示を通して、楽しみながら企業の様々な取組みを知ることができます。

東邦ガス「地球の環境と天然ガス～超低温の世界を体験～」
地球温暖化の現状とクリーンエネルギーについて
学びます。液体窒素を使った冷熱実験でLNG
（液化天然ガス）の世界を体験します。
■ららぽーと名古屋みなとアクルス
【開催日】3月27日(水)
【開催時間】①11：00 ②13：30 (各回60分 先着30名※小学生限定）
【開催場所】3Fららスタジオ
■プライムツリー赤池
【開催日】3月25日(月)
【開催時間】①11：00 ②13：30 (各回60分 先着30名※小学生限定）
【開催場所】１Fプライムホール

TOTO「水栓金具塗り絵・分解体験」
小学校でよく見かける蛇口（単水栓）の分解と
組み立てが体験できます。また蛇口の「ぬり絵」
を通じて、蛇口のしくみもわかりやすく学べます。
■ららぽーと名古屋みなとアクルス
【開催日】3月27日(水)
【開催時間】①15：30 ②16：30 (各回50分 先着6組※小学生+保護者）
【開催場所】3Fららスタジオ
■プライムツリー赤池
【開催日】3月25日(月)
【開催時間】 ①11：00 ②13：30 ③15：00
(各回50分 先着6組※小学生+保護者）
【開催場所】１Fプライムホール

報徳情報技術「スマホでグルック」
商品写真の360度表示を可能にできるアプリを体験。
自分の写真もなんと360度に！
■ららぽーと名古屋みなとアクルス
【開催日】3月27日(水)
【開催時間】11：00～17:00
【開催場所】3Fグローバルワーク前
■プライムツリー赤池
【開催日】3月25日(月)
【開催時間】11：00～17:00
【開催場所】１Fプライムホール
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タジマ工業「デジタルステッチワークショップ」
自由に描いた絵や文字がみるみる刺しゅうに！
最新のプロフェッショナルミシンで、世界にひとつだけの
トートバッグをつくる新しい刺しゅう体験ができます。
■ららぽーと名古屋みなとアクルス
【開催日】3月27日(水)
【開催時間】①10：00～13：00 ②14：00～17：00（各回先着50名）
【参加費】(小)1,500円 (大)2,000円（※ペア割：２名同時参加で総額から500円割引)
【開催場所】2Fメインエントランス前
■プライムツリー赤池
【開催日】3月25日(月)
【開催時間】①11：00～13：00 ②14：00～17：00（各回先着50名）
【参加費】(小)1,500円 (大)2,000円（※ペア割：２名同時参加で総額から500円割引)
【開催場所】１Fプライムホール

施設共通キャンペーン
期間中、両施設共通キャンペーンとしてお買物や来館するだけでトクするキャンペーンを開催します。

お買上げ5,000円（税込・合算可）以上の
レシートで、お買物券1,000円分プレゼント！
期間中、 「ららぽーと名古屋みなとアクルス」と
「プライムツリー赤池」それぞれでお買上げ5,000円
(税込・合算可)以上のレシートをご提示いただくと、
各施設で各日先着200名様に対象施設で使える
お買物券1,000円分をプレゼントします。

ららぽーと名古屋みなとアクルスで
5,000円（税込・合算可）以上の
お買物レシートを
１Fセンターコートにて提示

【開催期間】3月15日(金)～17日(日)
【先着人数】各施設 各日２00名様
【引換場所】
ららぽーと名古屋みなとアクルス：１Fセンターコート
プライムツリー赤池：1Fインフォメーション前特設ブース

見

プライムツリー赤池で
5,000円（税込・合算可）以上の
お買物レシートを1Fインフォメーション
前特設ブースで提示

本
見

本

プライムツリー赤池
お買物券1,000円分
プレゼント

ららぽーと・アルパーク共通
お買物・お食事券1,000円分
プレゼント
※一部対象店舗がございます。

公共交通機関ご利用で
交通系ICカード専用端末機 ポイント2倍プレゼント！

①交通系ICカードを利用して来館

期間中、両施設へ交通系ICカードを使って地下鉄・バスで
ご来館いただき館内設置のICカード専用端末機にタッチすると
通常の2倍のポイントをプレゼントします。ポイントが貯まると、
それぞれの施設で特典に交換できます。

②端末機に交通系ICカードをタッチ

【開催期間】 3月15日(金)～31日(日)
【設置場所】
ららぽーと名古屋みなとアクルス：１Fカードデスク・総合案内所、
２Fメインエントランス
プライムツリー赤池：1Fグランドゲート横

④貯まったポイントを特典と交換
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③２倍ポイントを獲得(１日１回)

ららぽーと名古屋みなとアクルス
500ptごとに
500円分のお買物券
に交換

プライムツリー赤池
200ptごとに
nanacoポイント100pt
に交換
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三井ショッピングパークカード《セゾン》
ご入会特典！
期間中、ららぽーと名古屋みなとアクルスで「プライムツ
リー赤池アプリ」を提示して三井ショッピングパークカード
《セゾン》にご入会いただくと通常特典に加え、
「ららぽーと・アルパーク共通お買物・お食事券500円分」
をプレゼントします。

「プライムツリー赤池アプリ」を１Fセンターコートにて
提示して、ご入会いただくと
【通常入会特典】
①全国のららぽーと等対象施設で
使えるお買物券1,500円分プレゼント
②＆mallご利用で500円分キャッシュ
バック

【開催期間】3月25日(月)～31日(日)
【先着人数】100名様
【引換場所】１Fセンターコート

ららぽーと・アルパーク共通お買物・お食事券
500円分を、さらにプレゼント！

同時開催！ららぽーと名古屋みなとアクルス単独イベント
VINYL MUSEUM
(ビニール・ミュージアム）

パンとコーヒーのマルシェ

インスタ映えする写真を撮ること
を目的とした参加型フォトジェ
ニック・アート展。
【開催日】3月9日(土）～28日(木)
【開催時間】10：30～20：30
※50分入替制・各回定員50名様
【開催場所】1Fセンターコート

Field camp weekend
（フィールドキャンプ
ウィークエンド）

東海地区で人気のパン屋さんや
コーヒーショップが30店舗以上、
蔦屋書店前に大集合します！
【開催日】3月22日（金）・23日(土)
【開催時間】10：00～16：00
【開催場所】
ウェルカムアプローチ（蔦屋書店前通路）
屋外イベントスペース「デカゴン」

GapFit ららYOGA

アウトドア店舗が集結。テントなど
アウトドアグッズの展示や体験会
を開催！
【開催日】3月21日(木・祝）～24日(日)
【開催時間】10：00～18：00
【開催場所】BBQ PIT横芝生

おうちアウトドア飯のススメ

ヨガが初めての方でもお楽しみいただ
ける、GapFit専属インストラクターによる
プログラムをご用意いたしました。
【開催日】3月23日(土)
【開催時間】①13:00 ②16:00
【定員】各回30名様（予約制）
【参加費】1,000円
【開催場所】3Fららスタジオ

Enfini（アンフィニ）
スペシャルLIVE

バーベキューの達人が、おうちでも
楽しめる、素材本来の味を引き出
す厚手のフライパン「スキレット」を
使ったアウトドア料理を伝授します。
【開催日】3月25日(月）
【開催時間】11:00～12:30
【定員】15名様（予約制）
【参加費】1,500円
【開催場所】3Fららスタジオ

ヴォーカルAyumiとキーボード
Yukimori Haradaによるユニット。
ふたりの織り成す荘厳な音の世界
をお楽しみください。
【開催日】3月29日(金)
【開催時間】①15:00 ②17:00
【開催場所】屋外イベントスペース
「デカゴン」
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Press Release
施設概要
三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルスについて
水と緑にあふれた港エリアにできる新たなまち「みなとアクルス」。
その中核となる本施設は、新たな地域交流・発信の場として従来の
ショッピングモールの枠を超え、ヒトを繋ぎ、トキを紡ぐ“コネクトモール”
を目指します。
名称
所在地
オープン日
店舗数
駐車台数
交通
営業時間

：ららぽーと名古屋みなとアクルス
：愛知県名古屋市港区港明二丁目3番2号
：2018年9月28日（金）
：217店舗
：約3,000台
：名古屋市営地下鉄名港線「港区役所駅」徒歩2分
：ショッピング・サービス・フードコート
10：00～21：00
飲食・レストラン
11：00～22：00
蔦屋書店
8：00～22：00
運営・管理
：三井不動産商業マネジメント株式会社（三井不動産株式会社100％出資）
※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。
＜本件に関する報道関係者様お問い合わせ先＞
三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルスPR事務局
(委託先:株式会社アンティル) 担当：早川/宮野
TEL： 03-6825-3020／FAX：03-6685-5266／Mail：lalaport_nagoya@vectorinc.co.jp
＜一般の方のお問い合わせ先＞
三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス（代表）
TEL： 052-651-3400（受付時間 10：00～18：00）
URL：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/
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