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

●12/  5号  「ボーナスで指名買い！男女別マストバイリスト」
●12/19号  「EXPOCITYがますます楽しくなる！冬の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

● 12/31（日） 通常開店時間～19：00まで 
● 1/1（元日）～1/3（水）  9：30オープン～閉店時間は通常通り
　（フードコートは通常通り10:00オープン、
　  レストランは通常通り11:00オープン）
※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。

年末年始の営業時間のお知らせ

2018年1/23（火）は休館日とさせていただきます。 

12/  5（火）
　「多肉植物の壁掛けツリー」
12/12（火）
　「white Christmas アレンジ」
12/19（火）
　「ちりめんリボンのしめ縄」
12/26（火）
　「ドライフラワーのしめ縄リースアレンジメント」

LaLaport
BLACK★FRIDAY 2017

期間 11/23（木・祝）～26（日）

ららぽーとのブラック★フライデーを実施します。三井
ショッピングパークカード《セゾン》のクレジット支払いで
ご請求時に10％OFFに！その他店舗ごとに期間限定
のセールも開催！ ※一部対象店舗および商品がございます。
※11/23（木・祝）～27（月）の期間、三井ショッピングパークカ
ード《セゾン》の即日発行は休止しております。

NEW OPEN SHOPに注目

200ショップの人気ブランドが勢揃い！三井ショッ
ピングパーク「ららぽーと」などとつながるファッショ
ン通販サイトの誕生です。自宅でもお店でも、ほし
い時にほしいモノをその手に。まさに今、ファッショ
ンの新しい買い方がはじまります。

三井ショッピングパークとつながるファッション通販サイト
「Mitsui Shopping Park 
＆mall」 がオープン

〈フララニ ハワイ〉

ららぽーとEXPOCITY 3F

HulaLani Hawaii

〈ヨギボーストア〉

ららぽーとEXPOCITY 3F

Yogibo Store

ららぽーとEXPOCITY 2F

TOMMY HILFIGER 
〈トミー ヒルフィガー〉

はん・印刷 大谷 
〈ハン・インサツ オオタニ〉

ららぽーとEXPOCITY 1F

トマトソースのクラムチャウダー
パスタ（918円）
トマトとチーズをふんだんに使用し暖
かみある、クラムチャウダーソースと
お召し上がりください。

RHC CAFE 
〈アールエイチシー カフェ〉

RHC 2F

フルーツの甘みを感じるテリヤキソース
に、とろ～りとろけるチェダーチーズの濃
厚さとコクが合わさったバーガーです！

全国ご当地丼ぶり屋台

ららぽーとEXPOCITY 3F 
フードパビリオン

かにといくらの三色丼（1,080円）
「懐石松島表禅房 おりこ乃」認証。ズ
ワイガニ、大粒いくら、とろサーモンの
海鮮三色をあわせました。色鮮やかな
海の幸を一度にお楽しみいただける
一品です。

詳細はコチラ

QUIKSILVER STORE POP UP STORE
QUIKSILVER/ROXY/DCが期間限定STOREを
OPEN!!最新冬物アイテムからスノーボードウェアまで豊
富な商品。催事特別価格商品も多数ご用意しています。

期間 12/8（金）～2018年2/25（日） 
ららぽーとEXPOCITY営業時間に準ずる
ららぽーとEXPOCITY3F INGNI前場所　

マリオカートアーケードグランプリDX
ファミリー無料体験会！！

期間 12/9（土）・10（日） 
11:00～18:00
ららぽーとEXPOCITY 1F 光の広場場所

EXPO fun!fun! Workshop

期　　間 12/2（土） 11:00～（20名様）、
13:00～（15名様）、15:00～（15名様）
ららぽーとEXPOCITY2F ケイト・スペード ニューヨーク前場　　所

参加方法

サンタさん、レゴ®ください！
～EXPOCITYにレゴ®サンタさんがやってくる！～

期間 12/16（土）・17（日） 

寒さを吹き飛ばすような心踊るイベントや、クリスマスを楽しむためのワークショップ、
冬レジャーの準備にピッタリな催事を開催します。冬の寒さに負けない楽しい時間を過ごそう！

● 10:00からご希望時間の整理券を配布いたします。「キッズクラブメン
　バーズカード」をご提示ください。※必ずお子様と保護者の方が揃った状態で
　整理券の受け取りにお越しください。※各回定員に達し次第受付終了いたします。
● 「整理券」を持って、各回のスタート時間に合わせてお越しください。
● 「アンケート」に必ずご記入ください。

詳細はコチラ

クリスマスムードでワクワク♪
スノードームを作ろう！
クリスマスムードでワクワク♪

　　　　三井ショッピングパークアプリのクーポン
ご提示でその場でもらえる嬉しい特典GET！
詳しくはスタッフまでお問合せください。

さらに！
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！
※100円OFFとならない回もございます。

子どもから大人まで大人気の「マリ
オカート」！ハンドルを回し、アクセ
ル全開を体感できる「アーケード
版」を無料でお楽しみいただけます。
抜きつ抜かれつの白熱のレースを、
お子様にも簡単に体感いただけま
す。お楽しみいただいた方にはゲー
ム内容を保存できるバナパスポート
カードのプレゼントもございます。ぜ
ひご家族ご一緒にお越しください！

レゴ®サンタさんと一緒に写真が撮れるフ
ォトスポットが登場！さらに、クリスマスオ
ーナメントづくりのワークショップも同時
開催。みんなでクリスマスを楽しもう！
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©Nintendo  Licensed by Nintendo

● レゴ®サンタさんグリーティング　
　11:00～、12：00～、13：00～、14：45～、15：45～、16：45～
　各日1日6回実施　先着順で順次ご案内します。
　誰でも参加可。カメラのご用意、撮影はお客様ご自身でお願いします。
● クリスマスオーナメントづくりワークショップ
　11：30～、12：30～、13：30～、14：15～、15：15～、16：15～
　各日1日6回実施　定員各回7名

※OPEN時期は変更となる場合がございます。最新情報はHPにてご確認ください。

ハワイアングルメバーガー
クア・アイナ

ららぽーとEXPOCITY 3F
フードパビリオン

ハッシュタグを付けてInstagramで投稿してね！！
＃EXPO冬グルメ　＃EXPOレッドグルメ

オリジナルクリスマスケーキ
〈4号〉（4,600円） ※要予約
キャラメル風味のスポンジにベリーと
グリーンをのせ、仕上げにはベリーソー
ス。飾らない雰囲気に“らしさ”が漂う。

蟹肉と白キクラゲの石焼あん
かけチャーハンと小籠包の
SET（1,350円）
紅ズワイガニ入りのあんかけチャ
ーハンを石焼で。最後まで熱々で寒
い冬には身も心も暖まる一品です。

Béchamel Café 〈ベシャメルカフェ〉

ららぽーとEXPOCITY 1F

参加無料・
当日入会も

OK！

EXPOCITYpress読者限定プレゼント！

12/1（金）～10（日）の10日間限定期　間

引換場所 ららぽーとEXPOCITY 1F　無印良品

EXPOCITYpress12月号をご提示のうえ、ご来館当日に無印良品
ららぽーとEXPOCITY店でお買い上げいただくと（金額不問）、限定
1,200名様に、無印良品ぽち菓子をおひとり様2つプレゼント！
※アレルギー表示はお召し上がりの前に商品をご確認下さい。
※種類はお選び頂けません。

チェック欄

平日：各日先着100名様、土日：各日先着150名様

参加無料・
当日入会も

OK！

好評につき
第2弾

詳細はコチラ
詳細は
コチラ

2018/
1/31（水）まで

2017/12/1（金）～
2018/2/28（水）
平日14:30～

平日限定

2018/
1/9（火）まで

予約期間 12/21（木）まで

浪漫路 KITCHEN 〈ローマンルー キッチン〉

EXPO KITCHEN 2F

マリオカートアーケード　で検索

テリヤキ厚切りチェダーバーガー（1,274円）

場所 ららぽーとEXPOCITY3F グローバルワーク前

参加条件：キッズクラブ会員(当日入会可)かつ4歳以上のお子さま限定。保護
者同伴必須。※必ずお子様と保護者の方が揃った状態で整理券の受け取りにお越し
ください。
参加方法：ららぽーとEXPOCITY グリーンサイドエントランス前（オービィ大
阪前付近）にて各日9:30より全回分の整理券を配布します。「キッズクラブメ
ンバーズカード」をご提示下さい。（10:00以降は3Fグローバルワーク前にて
配布いたします。整理券がなくなり次第受付終了。）
※参加時間の指定はできません。（先着順で配布いたします）

火曜日
開催！

※予約予定数に達し
　次第受付終了

※画像はイメージです。※画像はイメージです。

その他にもイベントや特典が盛りだくさん！！詳しくはこちら




