2022年8月1日
三井不動産商業マネジメント株式会社

【 九州唯一の企画続々！ららぽーと福岡 初の夏休みシーズン到来 】

開放的な屋外パークで夏を満喫しよう！
館内では東大発の知識集団「QuizKnock」によるパソコンを使った謎解きゲームも開催！

「Holiday Summer Park」
期間 2022年8月11日（木･祝）～8月28日（日）

その他、首都圏で開催中のららぽーとキャラバンイベントを福岡でも開催します。
三井不動産商業マネジメント株式会社(所在：東京都中央区 代表取締役社長 大林修)が運営する三井
ショッピ ングパーク ららぽーと 福岡は、8月11日(木・祝）よ り、大人もお子さま も楽しめる
「Holiday Summer Park」を開催します。福岡市内の小学校で使用しているChromebookを用いた
「QuizKnockの夏休み謎解き大作戦」や、屋外オーバルパークで演奏会などのイベントを予定してい
ます。また、8月20日（土）よりTBS系人気バラエティ番組「オオカミ少年」コラボイベントもスター
トします。開業後初の夏休みシーズンを盛り上げるため、さまざまな企画をご用意します。

「Holiday Summer Park」
＜期間＞8月11日（木・祝）～8月28日（日）11:00～18:00 ＜会場＞１F オーバルパーク他
１F屋外オーバルパークに、日よけスペースとミスト空
間が登場し、日中でも快適にお過ごしいただけます。
地域の方々による演奏会やライブなどを実施するほか、
館内外でも様々な企画をご用意します。
※実施内容は、変更の可能性もあるため最新情報は施
設ウェブサイトをご覧ください。
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/fukuoka/

「Chromebook × Softbank QuizKnockの夏休み謎解き大作戦」
＜期間＞8月11日（木・祝）～8月20日（土） 10:00～19:00 ＜会場＞1F メディアパーク
福岡市内の小学校にて配布されているパソコン「Chromebook」を使って、クイズ王・伊沢拓司さ
ん率いる東大発の知識集団「QuizKnock」の謎解き問題に挑戦できる参加型イベントを開催します。
楽しみながら Gooogle のサービス やChromebook の操作を覚えることができます。親子で楽しめ
る謎解き問題を 3 つの難易度でご用意していますので、お子さまのこの夏の思い出として是非ご参
加ください。
■実施内容
「QuizKnock」が考案した超難問を出題します 。謎解きの途中には、謎の妨害者によるニセのヒン
トも…？Chromebook で正しいヒントを探し、正解にたどりつく謎解きゲームを体験いただけます。
挑戦した方全員に 会場にてオリジナルステッカーをプレゼント。さらにイベント体験後、ららぽー
と福岡 のソフトバンクショップにて QuizKnock オリジナルノートもプレゼントいたします。

※掲載内容は予告無く変更になる場合がございます。※画像はイメージです。
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【三井ショッピングパーク ららぽーと首都圏9施設・ららぽーと福岡・ラゾーナ川崎プラザ共通】
TBS系人気バラエティ番組「オオカミ少年」コラボイベントを開催！

「今年の夏はららぽーと・ラゾーナで挑戦しよう！」
＜期間＞8月31日（水）まで開催中※挑戦キャラバン 8月20日（土）～8月31日（水）
＜会場＞1F メディアパーク他

期間を通して「オオカミ少年オリジナルフォトスポット」を設
置するほか、館内には「見極める」をテーマとしたお客様が参加
できるクイズイベントや、「奇跡映像チャレンジ」としてチャレ
ンジ動画が撮影できる仕掛けもございます。館内のどこかにいる
「隠れハリウッドザコシショウ」さんを探すSNS投稿キャンペー
ンなど、番組の世界観を体験し、楽しんでいただける企画をご用
意しています。詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。
キャンペーンサイト：https://mitsui-shoppingpark.com/lalaport/special/okamisyonen2022/

ⒸTBS

Ⓒ吉本興業

ⒸSony Music Artist Inc.

挑戦キャラバン①チャレンジクイズラリー
『きみの目で見極めろ！』視覚クイズ体験＆特殊メイクをしている有名人はだれ？？
＆奇跡映像チャレンジ『オリジナル装置から飛んでくるボールをキャッチ』
＜期間＞8月20日（土）～8月31日（水） 10：00～18：00（最終受付
＜会場＞1F メディアパーク

17：30）

■ラリーポイント1 きみの目で見極めろ！視覚クイズ
信じられるのはきみの“目”だけ！視覚をテーマにした3つのクイズに挑戦しよう！
【視覚クイズ１】どちらが本物か見極めろ！：２つのうちどちらが本物の伝統工芸品か当てよう！
【視覚クイズ２】動体視力で見極めろ！
：映像を見て高速で何が動いているのか当てよう！
【視覚クイズ３】映像の変化を見極めろ！ ：モニターに表示された画像が少しずつ変化しているよ！
いったいどこが変わったか当てよう！
■ラリーポイント２ 特殊メイクをしている有名人はだれ？？
館内でお買物をしている3人のうち、1人は特殊メイクをした有名人！
映像を見て誰が変装をしているか当てよう！

©さくまあきら ©Konami Digital Entertainment

■ラリーポイント３ 奇跡映像チャレンジオリジナル装置から飛んでくるボールをキャッチ！
道具を選んでオリジナル装置から飛んでくる、ボールをキャッチする“奇跡
映像”に挑戦しよう！奇跡映像に指定のハッシュタグをつけてご投稿いただ
いた方の中から抽選で「ハリウッドザコシショウさんのサイン付きグッズ」
が当たるSNS投稿キャンペーンも開催いたします。
クイズや奇跡映像チャレンジに参加いただいた方にはオリジナルノベルティ
「オオカミ少年コラボノート」をプレゼントいたします。
※各日なくなり次第終了。
■キッズクラブ会員限定ノベルティ
みついショッピングパークキッズクラブ会員の方には、イベント会場にお
越しいただき、キッズクラブアプリ画面をご提示いただくとキッズクラブ
会員限定オリジナルノベルティをプレゼント。
その場で新規ご入会いただいた方も対象となります。

オリジナルノベルティ

キッズクラブノベルティ

※掲載内容は予告無く変更になる場合がございます。※画像はイメージです。

2

挑戦キャラバン②

SNS投稿キャンペーン

ハリウッドザコシショウをさがせ！＆
奇跡映像チャレンジ オリジナル装置から飛んでくるボールをキャッチ！
■SNS投稿キャンペーン
＜応募期間＞8月31日(水)まで開催中
対象のハッシュタグをつけてSNSに投稿しよう！
抽選でハリウッドザコシショウさんのサイン付きグッズなどがもらえる！下記のいずれかに挑戦し
よう。①もしくは②の条件を満たし投稿いただいた方の中から抽選で、合計60名様に「ハリウッド
ザコシショウさんのサイン付きグッズ」をプレゼントいたします。※賞品はお選びいただけません。
①ハリウッドザコシショウをさがせ！
挑戦キャラバン期間中にあわせ、ハリウッドザコシショウさんのパネルが登場。各施設の館内の
どこに隠れているのか！？見つけたら写真に指定ハッシュタグを付けて投稿。
②奇跡映像チャレンジ オリジナル装置から飛んでくるボールをキャッチ！
挑戦キャラバン①のラリーポイント３で体験する、オリジナル装置から飛んでくるボールをキャッ
チする“奇跡映像”している動画に指定ハッシュタグをつけて投稿。

オオカミ少年コラボ！オリジナルARフォトスポット登場
＜期間＞8月31日（水）まで開催中
＜会場＞２F 南エスカレーター前

期間中、「オオカミ少年」とコラボしたオリジナルARフォト
スポットが登場！番組の世界に入ったつもりで、出演者と一
緒に写真が撮れます。フォトスポットで2次元コードを読み
込んでいただくと、AR機能によりオオカミやウザギに変身も。
フォトスポットで撮影してSNSなどにぜひご投稿ください。

さらに館内では「オオカミ少年」とコラボした装飾も実施いたします。

～有言実行！できる言うたやん～「 今年の夏は○○！」

この夏おススメアイテム&メニューが大集合！

番組の人気企画「有言実行！できる言うたやん」をテーマとし、「有言実行！できる言うたやん！
今年の夏は○○！」と題して、この夏おススメアイテム＆メニューをご紹介。例えば、「今年の夏
は“絶対焼かないって言うたやん！”」としてUVケアアイテムのご紹介など、この夏一押しの商品を、
各店舗のオススメコメントと共にご紹介します。詳しくはキャンペーンサイトをご覧ください。
また、三井ショッピングパーク公式通販サイト「&mall」でも同テーマの特集を実施し、リアル店
舗だけではなくオンラインでもショッピングをお楽しみいただけます。

■三井ショッピングパーク公式通販サイト &mall特集ページ
https://mitsui-shopping-park.com/ec/feature/2022071101
※商品は数に限りがあります。品切れの際はご容赦ください。
※掲載内容は予告無く変更になる場合がございます。※画像はイメージです。
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【その他、お得なキャンペーン実施中】いずれも詳しくは施設ウェブサイトをご覧ください。
■PayPayのお支払いでWでおトクな14日間！
＜期間＞ 8月8日（月）～8月21日（日）
事前にPayPay内でクーポンを取得し、対象店舗にてPayPayをご利用の上お支払いいただくと最大
5%分のPayPayポイントが後日付与されます。さらに、三井ショッピングパークポイントカードや
ポイント用QRをご提示のうえ、PayPayでお支払いいただくと、三井ショッピングパークポイント
が通常100円（税抜）につき1ポイントのところ2ポイントたまるポイントアップデーも同時開
催！ PayPayポイントも三井ショッピングパークポイントもおトクにたまるこの機会にぜひお買物
をお楽しみください！
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/special/pointup-campaign/
■ららぽーと福岡限定！三井ショッピングパークカード《セゾン》JCB新規入会キャンペーン
＜期間＞ 8月14日（日）まで開催中
ららぽーと福岡館内カードカウンターにて三井ショッピングパークカード《セゾン》JCBに新規ご
入会いただくと、最大3,500円分の特典をプレゼント！
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/fukuoka/event/2205027.html
■ららぽーと福岡限定！三井ショッピングパークカード《セゾン》会員様対象
毎日ポイントアップデー！
＜期間＞ 2023年3月31日（金）まで開催中
三井ショッピングパークカード《セゾン》をはじめとした対象カードのクレジット払いで、通常
100円(税抜)につき2ポイントのところ、期間中は100円(税抜)につき5ポイントとなります。
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/fukuoka/event/2149118.html
■交通系ICカードでのご来館で最大1万円分のお買物・お食事券が当たるプレゼントキャンペーン
＜期間＞8月6日(土)、7日(日)、11(木・祝)、13日(土)、14日(日)、15日(月)
＜受付時間＞ 10:00～22:00
＜受付場所＞1F メディアパーク ※21：00～22：00は3F フードコート前
ららぽーと福岡で使える最大1万円分のお買物・お食事券が当たる抽選会を開催！
交通系ICカードご利用にて電車・バスでご来館のうえ、館内店舗での500円（税込・合算不可）以
上の当日のお買い上げレシートを会場でご提示いただくと、抽選会に1回ご参加いただけます。
他にも公共交通機関でお得なキャンペーンを開催しています。
詳しくは下記ウェブサイトをご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/fukuoka/special/traffic-campaign-matome.html
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※掲載内容は予告無く変更になる場合がございます。※画像はイメージです。

三井不動産グループ商業施設の衛生に関する取り組み
三井不動産グループが運営する商業施設では、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、下記をはじめと
した様々な取り組みを実施しております。

■施設の取り組み

■お客様へのお願い

＜「三井不動産９ＢＯＸ感染対策基準」について＞
当社グループでは、これまでも施設ごとに新型コロナウイルス感染対策を徹底してまい
りましたが、今後新たな変異株が流行した場合においても安心して当社グループの施設
をご利用いただくために、医学的・工学的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須と
考え、グループ共通の「三井不動産９BOX 感染対策基準」を策定しました。当社グル
ープはオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジスティクス、住宅等、多様な施設
を展開しており、当社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項目として提示する
ことで、社会共通の課題解決に貢献したいと考えています。
当社は引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り組んでま
いります。
※参考リリース：
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/
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●三井ショッピングパーク ららぽーと福岡について
施設コンセプト「出会い×体験の広場 ～“ふれあい”と“つながり”のまちへ～」
多彩な“パーク（広場）”をはじめ、活気あふれる空
間を施設全体に創出します。
ショッピングはもちろん、食、エンターテインメン
ト、スポーツ、教育などを通じて、人と人がふれあい、
つながり、「感動」を共有できる施設を目指します。

名称｜ 三井ショッピングパーク ららぽーと福岡
URL｜ https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/fukuoka/
所在地｜ 〒812-8627 福岡県福岡市博多区那珂6丁目23-1他
オープン日｜ 2022年4月25日（月）
店舗数｜ 222店舗
駐車台数｜ 約3,100台
交通｜ JR鹿児島本線「竹下」駅から徒歩約9分 ／ 西鉄天神大牟田線「大橋」駅から直行バス
駐車料金｜ 入庫後無料時間：平日2時間／土日祝1時間
営業時間｜ 物販・サービス
フードコート・レストラン

10：00～21：00
11：00～22：00

※最終営業時間は店舗により異なります。
※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、最新情報は施設ウェブサイト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：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）

【全国のららぽーと紹介】
「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 ららぽーと立川立飛」

「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 ららぽーと海老名」

「三井ショッピングパーク ららぽーと湘南平塚」

「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 ららぽーと富士見」

「三井ショッピングパーク ららぽーと磐田」

「三井ショッピングパーク ららぽーと沼津」

「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」

「三井ショッピングパーク ららぽーと愛知東郷」

「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 ららぽーと和泉」

「三井ショッピングパーク ららぽーとEXPOCITY」

「三井ショッピングパーク ららぽーと福岡」

＜本件に関するお問い合わせ先＞
ららぽーと福岡PR事務局（委託先：株式会社キナックスホールディングス）担当：大谷・奥永
TEL：092-762-4141（代表）／090-7290-2435（大谷）／090ｰ4512ｰ1252
FAX：092-762-4142 MAIL: lalaportfukuoka@pprp.work
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