Press Release
2019年8月30日
三井不動産商業マネジメント株式会社

お客様・地域の皆様に感謝(LOVE)を伝える開業1周年祭

「1st アニバーサリー 〜1st LOVE Festival〜」を開催
駆け込み需要に対応！ 最大70%OFF、消費税率引き上げ前最後のセール
開催期間：2019年9月13日(金)〜9月30日(月)
「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」(運営：三井不動産商業マネジメント株式会社)は、開業1
周年を迎える9月13日(金)〜30日(月)に、お客様や地域の皆様に感謝(LOVE)を伝える1周年祭「1st アニバーサ
リー 〜1st LOVE Festival〜」を開催します。

最大70％OFF、消費税率引き上げ前最後のセールを開催！
消費税率引き上げ前の最大のお買い物チャンス！開業1周年を記
念して9月13日(金)より「1周年記念セール」を開催します。さらに
期間中、感謝の意を表した福袋「感謝袋」を販売！他にも、
10,000円で11,000円分のお買い物券が購入できる「お買物券
販売会」や、期間限定商品など「お得」が目白押し！

漫画家 大橋裕之さんと地元愛・家族愛がテーマのコラボレーション
愛知県蒲郡市出身の漫画家 大橋裕之さんと、地元愛・家族愛を
テーマにしたコラボレーション企画を実施。キービジュアルや感謝袋専
用ショッパーなどに大橋裕之さんのデザインを起用、9月14日(土)に
は1日限定で似顔絵屋イベントを開催します。

台湾・ラテンアメリカ・徳島を体感できる「LOVE ワールドフェス」
「地域・世界を越え多種多様な人々との新たな交流で愛(LOVE)
あふれるイベント」をテーマに、台湾・ラテンアメリカ・徳島の食やダンス、
音楽、文化などを体感できるイベントを開催します。

詳細は、2ページ目以降をご参照ください。
※イベント内容は予告なく、変更となる可能性がございます。

※画像はイメージです。

＜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MOPS) 担当：石本・門脇
担当：石本(携帯)080-9287-3932・門脇(携帯)090-4950-6769
TEL：03-6452-9191 FAX：03-6452-9192 Mail：info@mops-pr.net
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最大70％OFF、消費税率引き上げ前最後のセールを開催！

9月13日(金)〜30日(月)

「1周年記念セール」は約100店舗が参加！
10月からの消費税率10%への引き上げを前に、お得にお買い物いただける最後のチャンス！最大70%OFF、約
100店舗が参加する「1周年記念セール」を開催。
＜一例＞
【Perfect Suit Factory】 店内商品70〜20%OFF ※一部除外品あり
【リーバイス®ストア】 ボトムス・Tシャツ・デニムジャケット20%OFF ※一部除外品あり
【ミルフローラ】 店内商品50%OFF ※一部除外品あり
【ARMONIA】 店内商品30万円（税込）以上お買上で10％OFF ※一部除外品あり
【ボーズ・ダイレクトストア】 店内商品27〜10%OFF ※一部除外品あり

and more

感謝の意を表した福袋「感謝袋」を2,000個以上ご用意！
販売価格以上のアイテムが詰まった「感謝袋」を、35店舗・2,000個以上ご用意します。3,240円(税込)以上の感
謝袋をお買い上げの方には、もれなく「ららぽーと名古屋みなとアクルスで使えるお買物・お食事券」500円分をプレゼン
ト。感謝袋は、大橋裕之さん書き下ろしオリジナルショッパーに入れ、各店舗にて販売します。
【期間】 9月13日(金)〜9月30日(月)
【価格】 1,080円／3,240円／5,400円／10,800円(税込)
※引換券の引換期間は9月27日(金)〜9月30日(月)となります。

ここでしか買えない、期間限定・店舗限定商品が盛りだくさん！
各店舗で、限定商品や限定メニューなどを提供します。この期間に、ここでしか買えない限定商品もあります。
＜一例＞
【AVIREX】 ロングスリープTシャツ 5,292円(税込)
【H.L.N.A STORE】 ロングTシャツ 6,264円(税込)
【AIX ARMANI EXCHANGE】 ラバーウォッチ 15,120円(税込)
【AIX ARMANI EXCHANGE】 NATOベルトウォッチ 17,280円(税込)

and more

消費税率引き上げ前の今がチャンス！お買物券販売会を実施
10,000円で、11,000円分の「ららぽーと名古屋みなとアクルスで使えるお買物・
お食事券」が購入できる、お買物券販売会を実施します。
【販売期間】 9月21日(土)〜9月23日(月・祝)
【時間】 10:00〜18:00 (各日なくなり次第終了となります)
【場所】 1Fメインエントランス前
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大橋裕之さんとの地元愛・家族愛をテーマにしたコラボレーション

9月13日(金)〜30日(月)

全国の商業施設初、大橋裕之さんとコラボレーション！大橋さんが「ららぽーと名古屋みなとアクルス」をイメージし
て描き下ろしたキービジュアルのほか、館内のいたるところで大橋さんの世界感に触れられる特別な期間です。

◆大橋裕之さんプロフィール
漫画家。1980年生まれ。愛知県蒲郡市出身。
主な著書に「音楽と漫画」「太郎は水になりたかった」「シティライツ」など。

◆「感謝袋」オリジナルショッパーをデザイン
感謝袋のデザインは、大橋裕之さん書き下ろしのショッパーとなります。
感謝袋は参加各店舗にて販売しております。
◆似顔絵屋イベント開催
大橋裕之さんによる似顔絵屋イベントを開催。味わいのあるタッチで、記念の1枚を描いていただけます。
【日時】 9月14日(土)10:00〜16:00予定 【参加費】 500円
【場所】 1Fセンターコート
◆オリジナルトートバッグをプレゼント
期間中、三井ショッピングパークカード«セゾン»または三井ショッピングパークポイントカードをご提示いただいたお客
様に、大橋裕之さん描きおろし「オリジナルデザイントートバッグ」をプレゼントします。（全4色。バッグの色は日替わ
りでプレゼントとなります）
【期間】 9月13日(金)〜9月16日(月・祝) 10:00〜 各日1,000個 ※無くなり次第終了
◆オリジナル漫画を公開
ららぽーと名古屋みなとアクルスの1周年や港エリアをテーマとしたオリジナル漫画を、施設ウェブサイトで公開します。
【期間】 9月13日(金)〜9月30日(月)
【公開日】 第1話：9月13日(金)、第2話：9月17日(火)、第3話：9月20日(金)、第4話：9月25日(水)
◆Instagram投稿企画「ららぽーとLOVEプレゼントキャンペーン」実施
専用のInstagramキャンペーンアカウントをフォローし、指定のハッシュタグを付けて、ららぽーと名古屋みなとアクル
スでの思い出の写真を投稿していただいた方の中から抽選で20名様に、「大橋裕之さんサイン入りパネル」と「ららぽ
ーと名古屋みなとアクルスで使えるお買物・お食事券10,000円分」をプレゼントします。
【期間】 9月13日(金)〜9月30日(月)
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台湾・ラテンアメリカ・徳島を体感できる「LOVE ワールドフェス」

ポイント① アクルスの夏祭りイベント①
クリスマスイルミネーション＆点灯式

旅×珈琲×音楽 「eccentrip first Anniversary day –此れ、台湾日和–」 9月28日(土)〜29日(日)
ららぽーと名古屋みなとアクルスに、視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚の五感で味わう刺激的な台湾空間が出現。
台湾珈琲の香りに包まれた会場では、アーティストたちが奏でる音楽に触れ、至福の“台湾日和”をお過ごしいた
だけます。台湾本国からお茶、珈琲、雑貨、そしてアーティストたちがやってきます。
【日時】 9月28日(土)〜9月29日(日) 11:00〜20:00
【場所】 屋外イベントスペース「デカゴン」
【料金】 入場無料
【Special thanks】 STARFLYER
【協力】 森、道、市場

※画像はイメージです。

◆出演アーティスト
水中、それは苦しいSP
ジョニー大蔵大臣(ボーカル・ギター)+セクシーパスタ林三(バイオリン)+さと子(ドラム。日本マドンナ
、古都の夕べ)による、アコースティックパンクバンドのスペシャル編成。 都内を中心に全国のライブハ
ウス、フェスティバル等で活動中。これまで『水中見舞い』ほか多数のCDアルバムを発表し「サマーソ
ニック」「あらびき団」等にも出演している。 2018年〜2019年にはEテレ「ブレイク！」にて『じゆうけ
んきゅうのめがみ』が放送され話題となる。

トクマルシューゴ
様々な楽器や非楽器を用いて作曲・演奏・録音をこなす音楽家。2004年NYのインディレーベル
より1stアルバムをリリース、各国のメディアで絶賛を浴びる。以降、国内外ツアーやフェス出演、映画
・舞台・CM音楽制作など幅広い分野で活動し、近年はNHK Eテレ『ミミクリーズ』の音楽も手がけ
ている。2016年、4年ぶりとなるアルバム『TOSS』をリリース、翌2017年には2年ぶりの開催となる
自身主催の音楽フェス『TONOFON FESTIVAL』の開催や、最新アルバムの海外リリースや公演
などを敢行。昨年2018年も自身初となるオーケストラとの共演コンサートを開催、その模様を収め
た映像作品をリリースした。今年2019年も様々な形態でのライブ演奏やイベント開催、楽曲制作
を予定しており、その活動のフィールドをますます拡げている。
http://www.shugotokumaru.com

HITOMITOI clubset w/Dorian＋Kashif
2002年デビュー。"媚薬系"とも評されるエアリーでコケティッシュなヴォーカルでアーバンなポップスを展
開。2012年リリースのアルバム『CITY DIVE』が時代の潮流をリードし話題に。2017年リリースの
最新アルバム『ECSTACY』も年間ベストに多数選出されるなど、音楽専門誌をはじめ各所で高い
評価を得た。またリードヴォーカルをつとめるネオ・ドゥーワップバンド『JINATANA&EMERALDS』の
1stアルバムも音楽誌の2014年度アルバムランク1位に選ばれるなど、こちらも評価が高い。その他
CM音楽やナレーション、小沢健二氏のコーラスなど様々なフィールドで活躍中。
https://www.hitomitoi.com

and more
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LOVE ラテンフェス

9月14日(土)〜16日(月)

ラテンアメリカの食やダンス、音楽、文化を体験できるイベントを開催します。
名古屋市の姉妹友好都市であるメキシコをはじめとした、ざまざまな国々の料理とドリンクを堪能し、各地の音楽
や踊り、手づくりワークショップを楽しみ、各地のファッション・雑貨をお買い求めいただけます。
【日時】 9月14日(土)〜9月16日(月) 11:00〜19:00
【場所】 屋外イベントスペース「デカゴン」
◆Fashion

◆Culture
・・・ダンスや音楽の教室、ピニャータ割り体験の実施

・・・ラテンアメリカ雑貨・楽器の販売

●メキシコのピニャータ
お菓子が入ったくす玉を
棒で叩いて割ろう！
中に入っているお菓子は
プレゼント！？

名古屋市PRステージ
●ペルーの打楽器
「カホン」教室
Rayo Azul - KENZO

and more

and more
◆Food & Drink

◆Dance & Music
・・・ラテンアメリカ各国の音楽や踊りの実施

・・・ラテンアメリカ各国の料理・ドリンクの販売

●カリビアンダンス(ドミニカ)
Las Dinamitas

●サンバ(ブラジル)
GARY SUGITA&ESTRELA

and more

and more
※写真はイメージです。
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徳島・阿波ふうどフェア in ららぽーと名古屋みなとアクルス

9月21日(土)〜23日(月・祝)

徳島の食「阿波ふうど」をはじめ、徳島の名産品・特産品を販売
します。また、徳島の有名連(連は踊り子チームのこと)や地元の
鯱ほこ連による阿波おどり、徳島伝統の藍染め体験のイベントを
行います。徳島県のマスコットキャラクター「すだちくん」とすだち大
使による楽しいイベントやすだちのプレゼントも行います。「しなまつ
り」(1階の店舗)でも徳島の名産品・特産品を販売します。
【日時】 9月21日(土)〜23日(月・祝)
10:00〜18:00(最終日は17:00まで)
【場所】 1Fセンターコート、屋外イベントスペース「デカゴン」
【主催】 徳島県・とくしまブランド推進機構
◆阿波踊り
【スケジュール】

・9月21日(土) 11:00〜／13:00〜／14:30〜 出演：地元の鯱ほこ連
・9月22日(日) 11:00〜／13:00〜／14:30〜 出演：徳島の有名連「古流 藝茶楽」
・9月23日(月・祝) 11:00〜／13:00〜／15:00〜 出演：地元の鯱ほこ連
【場所】 1Fセンターコート、屋外イベントスペース「デカゴン」
◆藍染め体験
【内容】 オリジナルハンカチ作り
【料金】 1人1回500円(税込) ※ハンカチ代込
【スケジュール】
・9月21日(土) 10:30〜／11:30〜／13:00〜／14:00〜／15:30〜／16:30〜 各回20名
・9月22日(日) 10:30〜／11:30〜／13:00〜／14:00〜／15:30〜／16:30〜 各回20名

・9月23日(月・祝) 10:30〜／11:30〜／13:00〜／14:00〜／15:30〜／16:30〜 各回20名
【場所】 屋外イベントスペース「デカゴン」
◆「しなまつり」(1階の店舗)での徳島の名産品・特産品の販売
・9月18日(水)〜24日(火)

開業1周年 期間限定情報
Sonar Pocketの直筆お祝いメッセージ入りフォトパネル
ららぽーと名古屋みなとアクルス開業1周年を記念して、
名古屋出身アーティスト「Sonar Pocket」の
直筆お祝いメッセージ入りフォトパネルが
9月13日(金)〜30日(月)の期間限定で館内に登場します。
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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
INFORMATION
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
所
在
T
E
オ ー プ ン
店
舗
駐 車 台
交
営 業 時

U

R

称 ：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
地 ：愛知県名古屋市港区港明二丁目3番2号
L ：052-651-3400(代表) 受付時間10:00 〜 18:00
日 ：2018年9月28日(金)
数 ：217店舗
数 ：約3,000台
通 ：名古屋市営地下鉄名港線「港区役所駅」徒歩2分
間 ：物販・サービス・フードコート 10:00 〜 21:00
レストラン
11:00 〜 22:00
蔦屋書店
8:00 〜 22:00
L ：https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/minatoaquls/

※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。
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