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毎月第1・3火曜日配信中！
http://expocity.comepass.jp

●10/  3号 「OUTDOORブランド“ガチ”ライトアウターを徹底解剖！」
●10/17号 「ワードローブにおさえておきたい！秋冬ニット&アウター」
●10/20号 「EXPOCITYがますます楽しくなる！秋のNEW SHOP GUIDE」

10：00～21：00（物販・フードコート・サービス・その他）、
11：00～22：00（EXPO KITCHEN）

吹田市千里万博公園2-1

http://www.expocity-mf.com
最新情報はHPをご覧ください

問合せ先

営業時間

06-6170-5590 
（代表/10：00～18：00）

EXPOCITY
ららぽーとEXPOCITY 

※一部店舗、その他エンターテインメント施設は、施設ごとに異なる

EXPOCITYは今年もハロウィンの
世界に包まれます。イベントやグル
メ、雰囲気を盛り上げてくれるグッズ
などがいっぱい！家族や友だち、恋人
と、みんなで楽しみましょう。

クレアーズ ハロウィン POPUP SHOP！

9/29（金）～10/31（火）
各日 10:00～20:00　　　　

期間

ららぽーとEXPOCITY 2F
BEAMS前

場所

米国生まれの世界最大カジュアルアクセ
サリーチェーン「クレアーズ」。ハロウィンの
仮装で使えるアクセサリーや衣装などの
グッズ販売を実施。気分がアガること間違
い無しのキュートなアクセサリーを身に着
けて、まわりに差をつけちゃおう。

お絵かきジャック・
オー・ランタン登場

カジュアルダイニング
ビストロクエスション

オービィ大阪併設
206-6155-7377

Eggs ’n Things

EXPO KITCHEN 2F
206-4860-6573

〈エッグスンシングス〉

3COINS
ららぽーとEXPOCITY 1F
206-6155-4565

〈スリーコインズ〉

森永乳業 
PARM（パルム）
チョコ付け体験イベント2017

10/31（火）まで　　期間

オオサカ イングリッシュ ヴィレッジ前場所

事前に来場者のみなさんにお絵かきしていただ
いたジャック・オー・ランタンを、OSAKA 
ENGLISH VILLAGE前にて期間中展示します。

パーツクラブ主催 ハロウィンワークショップ

10/28（土）12：00～17：00
（所要時間約30分）

期間

ららぽーとEXPOCITY 3F ゲンキキッズ前場所

80名 ※席が空いていれば、順次参加いただく
　　　 ことができます。

定員

540円～料金

ハロウィンのパーツを使ったワークショップ！

フランケンの研究所から脱出しよう！

10/14（土）・15（日）
11：00～18：00

日時

ららぽーと
EXPOCITY 1F 
光の広場

場所

迷路になっているフランケンの研究所内の3つの絵
を探してゴールを目指そう!

アプリ de HALLOWEEN クーポン！

9/23（土・祝）～なくなり次第終了　各日10：00～21：00期間

ららぽーとEXPOCITY 1F光の広場内 現金ポイントカード申込受付ブース前場所

三井ショッピングパークアプリの専用クーポンをご提示で、キャ
ンディつかみどりに参加できちゃうよ！今すぐアプリをダウンロ
ード！　アプリのダウンロードについてはページ右下を参照。

巨大かぼちゃを生きものたちにプレゼント

9/28（木）～10/31（火）　　　　期間

ニフレル館内場所
料金

300円参加条件

入館料のみ

NIFRELパンプキンエンリッチメント。どんな
反応をするのかお楽しみ！

詳細は
コチラを
チェック！

10/10（火）　「アコーディオンポーチ作り」
10/17（火）　「木の実・プリザーブドフラワー ハロウィンミニリース作り」
10/24（火）　「1日の疲れを癒すセルフマッサージレクチャー」
10/31（火）　「大人ハロウィン多肉寄せ植え作り」

アプリ会員様限定
2017年7月より参加条件を変更しました！

受付時にアプリ内のクーポンをご
提示ください。三井ショッピングパ
ークカード《セゾン》会員様は、カ
ードのご提示で本ワークショップ
が100円OFFに！

火曜日開催！

QRコードを読み込めない場合はApp Storeにて
「三井ショッピングパークアプリ」を検索

QRコードを読み込めない場合はGooglePlayスト
アにて「三井ショッピングパークアプリ」を検索

※100円OFFとならない回もございます。
森永乳業株式会社が展開するアイスク
リームバー「PARM」を、自分の手でチョ
ココーティングを体験できるイベントを
開催。当日は、バニラアイスにチョコレー
トをコーティングした「チョコレート」と、
チョコレートアイスにチョコレートをコ
ーティングした「チョコレート＆チョコレ
ート プラリネ仕立て」を楽しめます。

10/7（土）・8（日）・9（月・祝）
10:00～18:00　　　　

期間

ららぽーとEXPOCITY 1F 光の広場場所

無料　※なくなり次第終了費用

9/27（水）～10/10（火）
10:00～18:00

期間

ららぽーとEXPOCITY 3F オレンジサイド 
アカチャンホンポ前特設ブース

会場

詳しくはコチラ 

NEW OPEN SHOPに注目

〈ベイフロー〉

〈アソコ〉

THE パンプキン／カボチ
ャパスタ、サラダ、前菜3種
盛 り※ 1 日 限 定 5 組
（2,160円／2名様より）
まるごとカボチャがインパ
クト大！サラダと前菜付き。

トリックブラッドパンケーキ
（1,814円）
パンケーキを切ると中から...
なハロウィン限定トリック
付きパンケーキ。

「EAT EAT EAT」
SANDWICHES 
AND COFFEE

ニフレル内 2F
　0570-022060

〈イートイートイート
サンドイッチ アンド コーヒー〉

EAT EAT EAT ハロウィンバーガー
［ドリンク付き］（1,450円）
ハロウィン限定のハンバー
ガー！ニフレル内カフェから 
期間限定販売！

ギャレット
ポップコーン ショップス®

ららぽーとEXPOCITY 1F
206-4860-6213

Halloween缶（1,130円～）
ハロウィンの可愛い缶が期間限
定で登場!ハロウィン限定フレー
バーも発売中！※価格はフレー
バーの種類により異なります。

（ナビダイヤル）

キッズクラブ会員様はメンバーズ
カードのご提示で参加無料
※当日入会可

Halloween at OEV

10/21（土）～31（火）　　　　期間

オオサカ イングリッシュ ヴィレッジ館内場所

ハロウィンにちなんだダンスやクッキング、クラフト作
りなどのスペシャルレッスンのほか、「Trick or Treat」
など楽しいイベントもいっぱい！ハロウィンコスチュー
ムを着て、OEVで本場のハロウィンを楽しもう！！

その他店舗でもハロウィングッズが登場
！

①デビル2点セット 
②女王2点セット （各324円）
昨年の大ヒット商品。キッズから
大人まで使えるフリーサイズ！

ロフト

ららぽーとEXPOCITY 1F
206-4864-6210

※受付時間／10:55～17:45

おうちでもハロウィン
を楽しめる装飾や、他
にも、コスチュームやメ
イク、お菓子が充実！

三井ショッピング
パークアプリ内クーポン
提示でハロウィンアイテム

8％OFF！

①ロッキングゴースト（3,996円）
②ジェルジェムバッグSHWガーラント（810円）
③パンプキンバケツふた付き（648円） ※なくなり次第終了

撮影SPOT！
記念に写真を
撮ろう

カボチャ衣装 
（大人2,990円、
 キッズ2,490円）

①

②

③

① ②

詳細は
コチラ

期間限定
デザイン

10/1（日）
 ～31（火）
限定

10月10日（トツキトオカ）は、「赤ちゃんの日」です。赤ちゃ
んの健やかな成長を祈り、「生まれてきてくれてありがと
う」を伝える日です。そんな赤ちゃんの日を記念して、「ら
らぽーと赤ちゃんの日フェア」を10月10日（火）まで開
催！アカチャンホンポをはじめ、ベビーアイテム取扱の対
象店舗にて嬉しい特典やイベントが実施されます。

期間中に対象店舗14店舗にて3,000円（税込・合算不
可）以上の当日お買上げレシートご提示で抽選会に参加
しよう！さらに、三井ショッピングパークカード《セゾン》
をお持ちの方はプラスもう1回抽選に参加できます！
※複数のレシートをお持ちの場合でもお一人様
1回限りとさせていただきます。

10/10（火） まで期間

2017年10/8（日）～2018年3/28（水） までの
8日・18日・28日

期間

ママ＆ベビー＆キッズに
うれしい！！

ワクワク抽選会

アプリとポイントカードを連携してポイント
の照会が可能！累計ポイントをチェックし
たり、お店でのお買い物でポイントを貯める

ことができます。また、キャンペーン情報、最新のチラシ
情報をいち早くgetできちゃう！ ※アプリポイントカードの
使用は、店頭でのポイントカード入会が必要です。

vol.4

実は知らない？

ららぽーとEXPOCITYの「こんなおトクな利用法があ
ったんだ！」という情報をご紹介します。今回は「アカチャ
ンホンポ」です。上手く活用して暮らし上手になろう！

期間中の8のつく日（8日・18日・28日）限定！アカチャン
ホンポららぽーとEXPOCITY店の当日ご購入レシートご
提示で、対象店舗にておトクな特典が受けられます！
※会計後のご提示は不可となります。

毎月8日のつく日は「ハッピーEXPOデー」

アカチャンホンポ 公式アプリの便利な機能
〈エミュ オーストラリア〉 〈ボーズ・ダイレクトストア〉〈ザ・シフォンアンドスプーン〉

※OPEN時期は予定であり、変更となる場合がございます。詳しくはHPにてご確認ください。


