
FOOD

202
0.10.1   10.31THU SAT

   大
人も子

どもも楽
しめる！

ハロ
ウィン

キャンペ
ーン開催中！

仮装
して楽

しもう

は

爽快ウォッシャブル加工料

※別途クリーニング代がかかります。

店頭にて試し履きをされたお子様に、
ハロウィンオリジナルえんぴつを
プレゼント。

秋 開催中
わくわく
まつり

限定6本

EVENT

HALLOWEEN CAMPAIGN

ストリートピアノ「ラブピアノ」

ハロウィンフォトスポット

誰でも自由に弾ける“LovePiano”が「有明ガーデン」に登場！
今回は４号機がやってきます。皆さんの演奏をお聞かせください。

ハロウィンフォトスポットが登場！
仮装やメイクで変身して撮影しよう！

ドリームアートワールド

ディズニー公認作家たちが創作する、
夢と冒険のアートを一堂に！

※掲載の画像はイメージです。※商品の一部を予告なく変更・終了することがありますので予めご了承ください。

チュールを好きな長さにカットして、バンド
に結ぶだけで、ふわっと広がるチュール
スカートのできあがり！ 色の組み合わせ
で魔女やプリンセスに大変身。おうち
仮装パーティにおすすめです！

モール 4F／
ミチュールフォトスタジオ

ハロウィン姿もお子様の成長の1枚に残しませんか？ 
衣装は各自のお持込になります★ 皆さまの愉快な
仮装姿を楽しみにお待ちしております♪

¥21,780（税込）

モール 4F／
手芸センタードリーム

チュールリボン ¥660（税込）
チュールバンド ¥528（税込）

モール 2F／
アクシーズファム

人気のケープ風コートを今年らしくマントのようなロング丈に
落とし込みました。W釦やバックル付のベルトでクラシカルな
印象に◎。中は腕を通せるタイプなのでずれてくる心配も少
ないです。ポケット付きで利便性◎です。ヘリンボーンライク
な柄と無地2色の3色展開です。

ナポレオンマント風
コート
¥8,900（税抜）

モール 4F／
ベベ プチポワヴェール

ラクでオシャレなレイヤード風ワンピース。
スカート部分がお花のようなスカラップ調
でとってもcute！普段使いにもちょっとした
お出掛けにもぴったりな1枚です。

ラメボーダーワンピース
¥3,740（税込）

モール 2F／
ユニバーサル ドライブ

¥4,290（税込）
キッズベスト

レディースガウン

¥3,080（税込）
キッズポンチョ ¥3,520（税込）

モール 3F／
ライトオン

ハロウィンの仮装にぴったりななりきりドレスです。
今回は美女と野獣をモチーフにしたワンピースでポシェットは付属
で付いているのでこれ１つで完璧です！！お値段も4000円＋税と
お買い得です！！ 

美女と野獣／ワンピース
¥4,000（税抜）

40カットプラン

コスプレして
かわいい
写真を残そう

アニマルモコ

● 撮影データ40カット
　（DVDとLINE両方お渡し）
● 持込衣装「コスプレ」
● レンタル衣装

毎年ご好評いただいているルームウエア、アニマルモコシリーズ。ウサギ・
ヒョウ・パンダ・キョウリュウの４種類の動物になりきっておうちで楽しく
リラックスタイム！ ハロウィンなどのイベントにもぴったりなアイテムです。

モール＆スパ 1F／
ダイソー

色んな仮装でハロウィンを
もっと楽しく♪

ハロウィン衣装
¥110（税込）～

モール 4F／
エンジェリーベ

女の子が大好きなキャラ
クターになれちゃうベビー
ワンピース♪

なりきりワンピース
（80cm）

¥2,900( 税抜 )

¥6,490（税込）

モール 2F／
ドクターベリー

ハロウィンのカボチャの織り
柄のネクタイ。ハロウィンイベ
ントに合わせてビジネスファッ
ションを楽しめます。(日本製)
6本しか作らない少量生産の
ネクタイです。

ハロウィンネクタイ

※協力：ヤマハミュージックジャパン

※なくなり次第
終了いたします

¥3,850（税込）

モール 4F／
ブリーズ

きょうりゅうとうさぎの
ボアマントです。かわ
いく、あたたかく仮装
するのにぴったり。

アニマルボアマント

#Love Piano Yamaha

住友不動産 ショッピングシティ「有明ガーデン」・「羽田エ
アポートガーデン」の店舗（一部対象店舗有り）でのカード
ご利用累積50,000円（税込）ごとに

〈駐車場ご利用特典〉カード会員様はカードご提示で
駐車場ご利用1時間無料！

会員募集中！
住友不動産

ショッピングシティイオンカード

INFORMATION イオンカードからのお知らせ

お申込みは
こちら

※1.　お買物お食事券ご利用はイオンスタイルなど一部対象外店舗がございます。前月11日～当月10日までの対象店舗での利用金額を当月27日頃に集計いたします。ご利用金額が累計50,000円（税込）を超えた月の翌月10日頃に「お買物・お食事
券」を送付いたします。繰越金額の有効期限は会員さまの誕生月11日～翌々年10日までの2年間となります。（初回の有効期限のみ2年～最大2年11ヶ月となります。）詳細については「お買物・お食事券」の裏面をご確認ください。
※2.　繁忙期には、一定の条件に満たない場合、特別固定料金がかかる場合がございます。　※カード発行には所定の審査がございます。

※1

※2

約100㎝

約80㎝

ハロウィンらしく
合言葉

「WEB見たよ」
とお伝えください。

ホテル ヴィラフォンテーヌ
グランド 東京有明

オールデイダイニング グランドエール

ランチ&デ
ィナーブッ

フェ

ランチブッフェ

ディナーブッフェ

¥2,500（税込）
¥4,500（税込）

ハロウィン限定メニュー
～ホテルレストランとスパのレストランにカボチャを使った期間限定料理が登場！～

泉天空の湯 有明ガーデン

泉天空の湯内「有明キッチン」

11:30～14:00

17:30～22:00
（ラストオーダーは営業終了の30分前）

11:30～22:00
（ラストオーダー 21:30）モール&スパ 5F

ポテトのニョッキ
パンプキンソース

¥1,430（税込）

ホテル 2F（ロビー階）

限定24個
※なくなり次第
終了いたします

ふわふわのココアのスポンジで、かぼちゃのカスタードクリームと
ホイップクリームをサンドした季節限定のかぼちゃのショートケーキです。

モール 1F／
ベーカリーズ キッチン オハナ

ガイコツメロンパン
¥ 280（税込）

カボチャショート
¥ 540（税込）

モール 2F／
ピネード

フライデーズ ファミリーセット ¥ 4,169（税込）
モール 5F／
TGIフライデーズ

びっくりゴースト
イースト生地をホワイトチョコで
コーティングしてココナツを
トッピング。チョコの目が自慢なんだ。

黒ねこフレンチ

テイクアウト  ¥162（税込）
イートイン      ¥165（税込）

テイクアウト  ¥162（税込）
イートイン      ¥165（税込）

テイクアウト  ¥799（税込）

イートイン      ¥814（税込）

テイクアウト  ¥162（税込）
イートイン      ¥165（税込）

フレンチクルーラーにチョコレート
をコーティング。チョコの目と耳が
チャームポイントなのよ。

ばたばたコウモリ
チョコレート生地を紫いも
グレーズでコーティング。
チョコの目と羽がお気に入りさ。

ホテル 2F／
ミスタードーナツ カフェ

モール 5F／
ホブソンズ アイスクリームパーラー

秋盛りだくさんパフェ
¥ 1,600（税込）

いつも金曜日のような『 In Here, It’s Always Friday!』のワクワク感、アメリカン
な『WOW!』を体験していただく15種類のメニューをピックアップ！その中から、
お好きな 「アぺタイザー1皿」＋「メイン2皿」＋「キッズメニュー1皿」＋「キッズ
ドリンク（お替わり自由）」をお選びください。お子さまから大人までお楽しみいた
だけるファミリーセットをご用意しました。

1日30食
限定

●店内でご飲食のお客様対象
●12歳以下のお子さま限定

10/15　  ～31 　まで木 土

仮装と合言葉
『Trick or FRIDAYS !』で、

キッズバーガープレゼント！
期 間

パストラミサンドにハロウィンカラーを取り入れた、
野菜たっぷりのサンドイッチ。

モール 5F／
ブリッジ

ハロウィン限定
パストラミサンドイッチ
¥1,000（税込）

秋の旬なフルーツを使用したパフェに、
ハロウィンチョコオブジェを乗せた
メニューです。

ブラックココアを練り込んだ生地に
クッキーをかぶせて、ちょっぴりビター
でかわいいガイコツの顔をしたメロンパン。

モール 2F／
エーピー バイ アメリカンファーマシー

ヤコブセン
ハロウィンバター
クッキーティン
¥ 540（税込）
かわいいハロウィン柄の缶に入った
デンマークバタークッキー。

モール 2F／
ナチュラル
クレープ

ハロウィンを盛り上げるカボチャ
のクレープ。

ハロウィン
かぼちゃクレープ

¥ 700（税抜）

モール 5F／
牛たん炭焼利久

かぼちゃドリア、かぼちゃ
スープ、かぼちゃとキノコの
サラダ、かぼちゃプリンと、
定番牛たん焼のセットです。

かぼちゃづくしの
ハロウィンセット
¥1,800（税抜）

モール 5F／
ピッツァアンドワイン カヤバール 

根菜のシーザー
サラダ

南瓜と
クリームチーズ
のタルト
¥ 480（税抜）

南瓜とニョッキの
グラタン
南瓜とニョッキの
グラタン
¥ 680（税抜）

キッズプレートを
頼まれたお客様限定で

ミニタルトを

100円にて提供

モール 5F／
グロウ ジュース スタンド

glow juice standからハロウィン
限定の竹炭を使った美容スムー
ジーが登場しました！ PinkとBlack、
お好みの味でお楽しみください。

ハロウィン限定スムージー
¥590（税込）

モール 5F／
モミアンドトイズ

紫色が鮮やかな沖縄県産紫芋クリームを使用しモ
ンブランに仕上げました。カリカリとした食感のチョコ
レートクランチもトッピング。紫芋に栗と秋の食材を
使用したクレープで秋の訪れを感じてみませんか。 

紫芋のモンブラン

●販売時間／10：00～19：30

¥ 980（税抜）

南瓜とベーコンの
クリームソースの
ピッツァ

¥580（税抜）

¥780（税抜）

S

M

パリパリ揚げたて鶏モモの唐揚げと、鉄板で焼いた南瓜を特製中華風甘辛
ソースで和えて仕上げました。大人からお子様までお楽しみ頂ける一品です。

モール 5F／
トウホウコウ テーブル

鶏肉と南瓜のピリ辛酢和え
¥ 300（税抜）

ラムネ、キャンディが入った
ハロウィンモチーフのハウス缶です。

モール 2F／
キタノエース

ハロウィン ハウス缶
¥ 584（税込）
※なくなり次第終了いたします。

※なくなり次第終了いたします。

モール5F／
ウマミバーガー

バニラベースのシェイクに、揚げた
スイートポテトとクッキー、ハロウィンを
イメージしたスプリンクルをあしらった
期間限定シェイクです。

スイートポテトシェイク

モール 2F／
鎌倉ねこサロン

カラフルチョークで描いたり消したり！
ハロウィンパーティーのウェルカム
ボードにしてみませんか！
※なくなり次第終了いたします。

DECOLE concombre
ハロウィンシリーズ
¥ 462~¥1,078（税込）

ハロウィンにぴったりなミニフィギュアは
いかがでしょうか？
10/31までの限定販売です。

※なくなり次第終了いたします。

※なくなり次第終了いたします。

※一部パーツが異なる場合がございます

おうち装飾

CAMPAIGN

モール 2F／
カレンド

ハロウィンブーケ
¥ 1,100（税込）
秋のお花をふんだんに使ったブーケ
です。お家に少し飾るだけで気軽に
ハロウィン気分を楽しめます！

モール 4F／
えほん＋えほん

絵本ナビ限定15周年記念

ねないこだれだ 
ループ付おはなしタオル

めがねうさぎ バスタオル

3種セット ¥ 1,980（税込）

¥ 2,000（税抜）

オンラインサイト「絵本ナビ」でしか買え
なかった商品が、「えほん＋えほん」で
買えます。大人も子どもも知っているこ
わいけど読んじゃう「ねないこだれだ」の
ループ付タオル3枚セット。

めがねうさぎの世界観がバスタオルになりました！
身長が測れるデザイン♬（～１００ｃｍ）
お子さまのお昼寝の時に使っても丁度良い
大きさです。

モール 3F／
レゴ®ストア

ミニフィギュア 3体セット
¥ 1,650（税込）

モール 2F／
セピカ
キャリング刺繍

ラウンドケース¥ 1,200（税抜）
キャリング刺繍

ミラー付ACCケース ¥ 1,300（税抜）
使う度癒されるアニマル刺繍がポイントのケースです。
アクセサリーや薬、クリップなど使い方自由！鞄の中に
入れても邪魔にならない大きさで一つあると便利です。
ちょっとしたプレゼントにもピッタリです。是非一度見に
いらして下さい！

つい集めたくなっちゃう！ concombreから「HALLOWEEN」シリー
ズが登場です。お部屋をマスコットたちで、可愛く飾ってハロウィンの
世界を作れます。日本の情緒漂うハロウィン、モンスターならぬ「モン
スニャー」など新キャラの登場です。

モール 2F／
プレーゴ

ベネチアより直接仕入れた
インパクト絶大なカーニバルマスク！
壁に飾っても意外とオシャレなんですよ。

ベネチアン
カーニバルマスク
¥ 17,500（税込）

※なくなり次第終了いたします。

モール 4F／
ニキティキ コレクション

柔らかく光を通す半透明の工作色紙。
風船にデンプン糊で貼り付けると、
かぼちゃのランタンの出来上がり‼

¥ 330（税込）

モール 3F／
まくらぼ

まくらぼ一番人気のプレミアムオー
ダー枕。ご購入頂き枕カバーを購
入頂くと同じ価格のピロケースをも
うひとつ洗い替えでプレゼント！大
変お得なセットとなっております。

秋の夜長の快眠オーダー枕
ハロウィーン限定セット

¥ 38,500（税込）
＋ピロケース

モール 1F／
国際クリーニング

ドライクリーニングだけでは落ち
ない汗汚れ。
爽快ウォッシャブルで汗汚れを
落として、衣替えのお洋服ケアを！ 

LEGO and the LEGO logo are trademarks
of the LEGO Group. ©2020 The LEGO

お店での足の計測サービスも実施中！
足の計測をしてIFMEのシューズをお試しください♪
※なくなり次第終了いたします。

大きなネコの
置き物も
あるよ！

モール 2F
マジックミシン／リアット！

10%OFF

50%OFF

10%OFF
マジックミシン
ハロウィンの仮装で着る衣装を作成したい方

モール 4F／
ママガク

モール 4F
イフミー

モール 2F／中央吹抜広場

モール 2F／
アリコレ＋

モール 3F／みんなのテラス

実施期間

実施期間

実施期間

9/29　 ～10/14 　まで火 水

#ありハロ2020

入場無料／展示販売会開催

オリジナルワークショップやダンスステージ、みんなで巡る
楽しいパレードなど、ハロウィンも有明ガーデンで楽しもう！

今年の秋は、スポーツでENJOY!
気軽に楽しめるアトラクションが
盛りだくさん！！

モール 4F／
リトルツリー

つみき黒板 ¥ 1,870（税込）

モール 2F／
中央吹抜広場

トランスパレント紙

フライデーズ
キッズハロウイン！

¥680（税抜）

● Trick or Black
● Trick or Pink

Trick or
PinkTrick or

Black

リアット！ 靴修理
紳士、婦人リフト交換

実施期間

実施期間

有明ガーデンパーク

10:00～20:00

10/24    ・25 　土 日

9/18    ～10/18　金 日

10/1   ～31 　木 土

10/16　 ～10/19 　まで金 月

ハロウィン衣装
作成に限り

Image Photo

期 間 まで10/1   ～31 　木 土

ハロウィンカラーを使用したリベラル
アーツプログラムを無料体験します。

ハロウィンの衣装を着てきてもらい、
畳の上でハイハイレースを実施します。

0~1歳
ハロウィンハイハイレース
参加費無料 対象者

1~6歳
ハロウィンリベラルアーツ
参加費無料 対象者

※1回8組限定(7回実施)

※1回8組限定(7回実施)

※数量限定。なくなり次第終了いたします。

17:00まで限定

300円（税抜）にて
前菜&ドリンクセット

ご用意

＋

開催10/18   日
※事前予約制、
詳しくはママガクまで。

期 間

 まで
10/1   
  ～31 　

木

土

※別途クリーニング代がかかります。

（税抜）

有明ガーデン街区マップ

※掲載の地図は一部道路・施設等を抜粋して表記しています。

※お席に限りがございますので、ご予約をお勧めします。
予約受付：03-6426-0505


