EXPOCITYpress

2018.1 City Life Hokusetsu WEST

大

掃除

で 慌て

もこれ

14

ない
！

大変な大掃除をサポートしてくれる優秀グッズをご紹介します。
これでお部屋も心もスッキリしよう！

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

バルバラ特製ミックスベリーの
苺ショートケーキ（842円）

詳細はコチラ

乳酸カビナイトNeo

（500ｍｌ/1,058円）、
詰め替え用（400ml/756円）
塩素の代わりに発酵乳酸がカビ菌や湯垢
を分解。手にも環境にも優しく、消臭効果も
あり生ゴミのにおいも防いでくれる洗剤。

バスクリーナー（フレッシュバジル
（734円）
＆レモンの香り）

2018年
2月下旬まで

ＰＯＰで可愛いオリジナルの自家製ショートケ
ーキ！

呂の水垢やカビを撃退！
お風

シンプルな
デザインでオシャレさも
兼ね備えています

独自処方のもっちり泡が浴槽にぴったり
と張り付き、
しつこい汚れを剥がし取り
ます。
また、除菌・消臭効果もあり、バジ
ルの清々しいスパイシーな香りと、
トップ
ノートのレモンの苦みを含んだフレッシ
ュな香りが、爽やかで澄んだ空間を演出
します。

BARBARA EXPO RESTAURANT
〈バルバラ エキスポ レストラン〉
EXPO KITCHEN 2F

茂木和哉（200ml 2,036円）、
茂木和哉 バスタブ用（150ml/2,036円）

COLONY2139

鏡や蛇口の固い水垢を瞬時に落とせる水
垢洗剤。バスタブ用は樹脂製に使えるよ
う改良されたもので、皮脂汚れが原因の
黒ずみやシミまでも洗浄が可能に。

汚れが落ちる
のに傷がつきにくい
クレンザー

〈コロニー トゥーワンスリーナイン〉
ららぽーとEXPOCITY 2F

206-6155-7914

ロフト
ららぽーとEXPOCITY 1F

206-4864-6210

いちご
〈ジュース、
スムージー〉
（390円）

果肉をゴロっと使ったいちごジュースと果肉
と氷を合わせたいちごスムージーです。

フルーツバーAOKI〈フルーツバーアオキ〉
ららぽーとEXPOCITY 3F フードパビリオン

れやぬめりを撃
な油汚
退！
頑固

5色入りなので
色ごとに使い分ける
のもいいね！

OXOキッチンミニブラシセット

2018年
3月中旬まで

ストライプふきん5SET（324円）

センレックトムヤム
〈トムヤムヌードル〉
（980円）

マンゴツリーカフェ

スポンジ6Pセット
（324円）

抗菌性にすぐれた銀イオンを使用した
高品質スポンジ。
「Do」
はさらに持ちやす
さと耐久性にこだわり、
「銅」
の微粒子を
使った優れた抗菌作用が特徴。

ボルシチ＆ピロシキ（1,490円）

通年販売

1970年の大阪万博で提供されたボルシチ
＆ピロシキです。当時のレシピを元に、現在
の味付けを加えて、提供させていただいてま
す。
ソ連館で長蛇の列ができたこの商品を当
店で味わってください。

ららぽーとEXPOCITY 1F

通年販売

「大阪住之江 割烹好
近」認証。
こだわりの本
わさび醤油をくぐった
赤身まぐろを、温 泉 玉
子と絡めてご一緒にそ
の味をご堪能ください。

絶品ローストビーフ丼（1,058円）

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

「東京銀座 肉の宝山」認証。柔らか
いビーフを丁寧に重ねました。
オリジ
ナルマヨソースとすりおろし玉ねぎが
たっぷり入った特製シャリアピンソ
ースとの相性が抜群の当店No.1人
気メニューです。

（108円）

E

OC

ITYpress持

「EXPOCITYpress1月号」
ご提示での1月の引換対象日は

1/9（火）
・16

（火） 10：00〜21：00 ※1/23（火）は休館日

ららぽーとEXPOCITY 1F 光の広場
ポイントカード申込受付ポスト前

営業時間

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）
※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

2018/1/23（火）は休館日とさせていただきます。

ららぽーとEXPOCITY 1F

206-4864-8438

いよいよ
「ららぽーとバーゲン」
を皮切りに、
アイテムをおトクにgetできる期間がスタートします！人気ブランドがららぽーとEXPOCITY1F
光の広場に集合する
「冬物売り尽くしマーケット」
や
「URBAN RESERCH SPECIAL SALE」
で賢く冬物アイテムをゲットしちゃおう！

ららぽーとバーゲン
期 間
12/29（金）〜
1/8（月・祝）

チェック欄

詳細はコチラ
※12/26
（火）
公開予定

冬物売り尽くしマーケット
期 間
1/5（金）〜8（月・祝）、1/13（土）〜16（火）
場

所

ららぽーとEXPOCITY 1F

光の広場

URBAN RESERCH SPECIAL SALE
期 間
1/25（木）〜28（日）
場

所

ららぽーとEXPOCITY 1F

光の広場

詳細はコチラ

年末年始の営業時間のお知らせ
●

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。

ららぽーとEXPOCITY

無印良品

ザ・ダイソーの
人気窓掃除グッズ
2アイテム！

バーゲン、売りつくしセール、催事… 賢くアイテムをgetするチャンス！

「EXPOCITYpress」をご提示いただくと、1/9（火）〜3/27（火）の期間中の毎週
火曜日、各日先着200名様に3,000円以上（税込）のご利用で使える500円券を
プレゼントします！ ※本紙1枚につき1回まで ※お1人様1回まで ※なくなり次第終了

吹田市千里万博公園2-1

目地や溝のよごれもきれいに落とせるブラシ。V
字カットされたブラシの先が窓のサッシなどの溝
にフィットし、細かい部分のお掃除にオススメ。

参
で

火曜限定クーポンプレゼント

EXPOCITY

タイル目地ブラシ（250円）

窓ガラスや鏡などに使え
るおそうじシート。拭きス
ジが残りにくいのが特徴。

ザ・ダイソー

ポールは
最大116cmまで伸び、
ワンタッチで簡単に
ヘッド交換が
できるので便利！

スポンジ部分で洗い、ヘラ部分
で水を切る
「スキージー」
は、水
をしっかり取りたい壁やガラ
ス、鏡などの掃除に大活躍。別
売りのアルミ伸縮式ポールと
組み合わせて。

落ち落ちV
窓用おそうじシート
15枚入（108円）

206-4864-8107

XP

掃除用品システム
スキージー（550円）、
アルミ伸縮式ポール（390円）

ミルキーカラー
ウインドーワイパー

ららぽーとEXPOCITY 3F

期間中、
毎週火曜日
先着200名様
限定！

206-4864-8118

きにくい場所もピカピカ
が届
！
手

大掃除にも大活躍の窓掃
除用ワイパー。窓をスッキ
リ綺麗に！

本わさび醤油
漬まぐろ丼（1,004円）

ららぽーとEXPOCITY 1F

創業110年にもなる
「亀の子束子」
の
スポンジ

206-6170-7186

EXPO KITCHEN 1F

通年販売

212 KITCHEN STORE

〈トゥーワントゥーキッチンストア〉

ASOKO〈アソコ〉

万博食堂〈バンパクショクドウ〉

引換場所

亀の子スポンジ（324円）、
亀の子スポンジDo（248円）

様々なフルーツの形をした、
お掃除
が楽しくなるようなポップでかわい
いスポンジ。
ストラップ付きなので、
引っ掛けて干したり収納が可能。

通年販売

ららぽーとEXPOCITY 1F

ミキサーの刃、
シンク回り、
フィルタ、
ガス
レンジ台など、キッチン回りの隙間や届
きにくい場所のお掃除に便利な2本セッ
ト。2種類のヘラはこびりついたコゲやサ
ビ落としに便利。

キッチン回りをはじめ、電化製品など
幅広く使える、人気のマイクロファイ
バータオル。細かい繊維が汚れを取っ
てくれるので拭き掃除にもってこい。

オリジナル生米麺を使った本格トムヤムヌードル。
海老の風味をしっかり効かせたスープに、
お好みで
ライムを絞って召し上がってください。

引換日時

（1,296円）

1/1（元日）〜3（水）の駐車料金サービスは
日曜・祝日料金となります。
問合せ先

06-6170-5590

（代表/10：00〜18：00）

最新情報はHPを
ご覧ください

http://mitsui-shopping-park.
com/lalaport/expocity/

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

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。

毎月第1・3火曜日配信中！ http://expocity.comepass.jp
●1/ 9号 「占い師に聞く！2018年のラッキーアイテム」
●1/23号 「今年のバレンタインは誰にあげる！？チョコ＆雑貨のギフト2018」

詳細は
コチラを
チェック！

アプリ会員様限定

1/ 9（火）

「春をまねく山野草と
球根の苔盆栽」

1/30（火）

詳細はコチラ

「レザーで作るペアカップホルダー」

火曜日
開催！

