
感謝祭キャンペーン

※2F ユニクロ 港北ノースポート・モール店内引き換え所にてレシートご提示で、
ノースポート・モールお買い物・お食事券¥500分プレゼント。 ※無くなり次第終了

ユニクロ 港北ノースポート・モール店の
期間中当日のお買上レシートご提示で特典をご用意!

各日先着50名様¥500
キャッシュバック

ユニクロ 港北
ノースポート・モール店にて
¥5,000（税抜）以上
お買上で

詳しくは→

などグルメ 雑貨 サービスファッション

計46店でお得な特典を受けられます！

※イベントの内容・企画は予告なく変更になる場合がございます。 ※画像はイメージとなります。
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クリスマスが待ち遠しい。
こころが動くきっかけを。

（金）
（日）

11 /29    > 12 /1

BLACKFRIDAY

買わなきゃ損する3日間



横浜市営地下鉄
「センター北駅」
歴博通り沿い
神奈川県横浜市都筑区
中川中央1丁目25番1号
　 045-913-8000（代表）

●イオンシネマ（7F）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9：00～24：30 
　　　　　 　　　　　 ※上映作品により営業時間が変更になる場合がございます
●ザ・サードプラネット（6F） 平日 10：00～23：00 ／土日祝 9：00～24：00 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※営業時間が変更になる場合がございます
●レストラン（5F）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11：00～23：00 
　　　　　　　　　　　　　　　　　     ※ラストオーダーは各店により異なります
●フードコート（3F）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10：00～21：00（L.O.20：30）
●BOOKOFF SUPER BAZAAR（1F）・・・・・・・・・・・・・・・10：00～22：00
※他にも営業時間が異なる店舗がございます。

※一部除外店舗・商品がございます。

駐車場1時間無料
いつでも 2倍！

診療時間 10：00-20：00

5F アクアポート歯科
お子様も大人も安心して通えます。

診療時間
最終受付

休診日

10：00-18：00
内科・皮膚科／17：45
心療内科／（再診）17：30
　　　　　（初診）17：00
水・土・日・祝

5F おひさまクリニック
5F 駐車場連絡口すぐ。

Northportカードセゾン
新規ご入会キャンペーン 
セゾン入会カウンター

お買物の合間にも！
館内クリニックが
便利です

会 場 3F サービスカウンター横

11.30（土）・12.1（日）・日程
21（土）・22（日）

※ご入会いただいた方にノースポート・モール
お買物券¥50０分をプレゼント。
※お買物券はお手続き完了時にお渡しします。

営業時間 10：00～21：00

横浜歴史博物館 遺跡公園
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会 場 2F センターアベニュー
日程 12.7（土）・8（日）

※掲載期間は2019年11月22日（金）～12月25日（水）となります。※価格は（税抜）の表記が無いものは全て税込です。※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。※一部除外品がある場合がございます。※サービス、商品、セールについての詳細は各店舗へお問い合わせください。※企画の内容は予告なく変更になる場合がございます。※画像は全てイメージとなります。

※12.25（水）～12.29（日）

※商品の一例です。

※11.30（土）～

オイルフット、骨盤矯正、姿勢矯正、
もみほぐしのスペシャルコース
クリスマス限定
スペシャルボディケア
¥12,100

枕用ギフトチケット
¥10,780～

電子ピアノお買上で
先着10名様に
ヘッドホンプレゼント

クリスマス限定アイスケーキ。
お友達やご家族と
ご一緒にどうぞ。
クリスマスケーキ
¥3,300～¥4,700

ホリデーシーズンを盛り上げる、
華やかなデザインが登場！
25周年モデル
「天使のブラ スリムライン」
ブラジャー ¥6,490
ショーツ ¥2,640～

冬のお出掛けが楽しくなりそうな
明るいチェックがポイント！
ショルダーバッグとしても
使える便利な2wayです。
起毛チェック
2wayショルダー
¥6,490

華やかなアップリケと
プリーツが優雅な
ランジェリー。
ホリデーシーズン！
トリンプの
「プレミアムデザイン」
ブラジャー ¥8,580
ショーツ ¥3,410～
キャミソール ¥9,680

5リットルの大容量タンクで
長時間うるおしてくれる
2WAY加湿器。
多機能で操作もカンタン！
シレーヌ2WAY
超音波式加湿器
¥8,800

昨年大好評の中綿アウターに
コクーンシルエットが登場！
撥水、保温効果も兼ね備えて
寒い季節にも大活躍。
女性らしさ引き立つ
ニューシルエットアウターです。

ツリー・オーナメントなど全てが
セットになったツリースターター
セット。サイズが豊富で、
価格もお買い得！
クリスマスツリー
スターターセット
¥7,000～¥18,000

ギフトにおすすめ
カシミヤブレンド
シリーズ

¥8,000(税込)以上
お買上の方
ノベルティプレゼント

初夢フェア開催

※無くなり次第終了

店内商品
当店通常価格より
冬物最大60％OFF

売るのも買うのも子どもだけ！
MOTTAINAI キッズフリーマーケット

12.15（日）

11.22（金）公開

13：30～15：00時間 2F センターコート会場
2F センターコート会場

12.21（土）・22（日） 12.21（土） 12.22（日）

10：00～21：00時間小学3年生～
6年生のみ

出店対象

1ブース ¥300出店料

25ブース
（先着予約順）

出店数

12.9（月） 10：00～予約開始 4F ノジマ前会場
12.14（土）～22（日）レシート対象期間

① 12：00～
② 14：00～
③ 16：00～ 

時間 ① 11：00～② 14：00～
③ 17：00～ 

時間4F ノジマ前会場
各回先着30名様定員

各回先着60組定員一人で歩けるお子様が対象です。
衣装は100cm～120cmを
貸出します。

対象

お一人様につき、
館内当日レシート
¥500（税込）以上を
ご提示ください。

参加条件

©2019 Disney. All Rights Reserved.

アナと雪の女王2
12.20（金）公開

©2019 ILM and Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

スター・ウォーズ／
スカイウォーカーの夜明け

1.24（金）公開

©2019 Universal Pictures. All Rights Reserved.

キャッツ

レゴ®ブロック教材で遊びながら
「プログラミング的思考＝
論理的思考」を身につけよう！

冬の特別講座
¥4,180 LEGO and the LEGO logo are 

trademarks of the LEGO Group.
© 2019 The LEGO Group.

キッズサンタパレード

※当日10：00より会場にて整理券を配布。

※当日10：00より会場にて整理券を配布。

サンタさんになりきったキッズたちが、
みんなで楽しく館内をパレードします！
キッズサンタは当日大募集。

のすぽにサンタさんが
やってくる！
サンタさんと一緒に写真を撮ろう！
グリーティングと撮影会を開催。

※デジタルカメラやスマートフォン等をご用意ください。

お買い物できるのは、小学生以下の子どもだけ。
保護者の方は専用スペースよりお子様を見守っていただく
ことができます。キッズフリマの場内は、
お子様のみ入場・参加できます。

後援：文部科学省・環境省・金融庁・横浜市教育委員会

期間中ノースポート・モール館内の抽選会対象店舗で
お買上のレシートまたは領収書税込¥5,000以上ごとに
１回引けるガラポン抽選会を開催！

冬の大抽選会

【1等】 JTBトラベルギフト ¥50,000分/ 2本
【2等】 選べる家電/6本 他

12.14（土）～22（日）のレシートで参加できる！〈カードのご提示でもう1回！〉

〈キッズフリマに出店してみよう！〉
“はずれでもチャレンジ券がもらえる！”
はずれ1回につき1枚進呈。3枚で1回抽選ができます！

Northportカードセゾン会員様特典

対象カード：Northportカードセゾン
およびセゾン・アメリカン・
エキスプレス®・カードで
税込¥5,000以上お買上の
抽選会参加レシートをご提示ください。

〈特典は当日ご入会も対象！〉
入会カウンター 12.21（土）-22（日）
10：30-18：00　3F サービスカウンター横

※期間中合算・複数店舗合算可 ※12.14（土）-22（日）お買上のレシートが対象となります。 ※お一人様最大20回までとなります。 ※一度参加され
た（押印済）レシートはご使用いただけません。※下記店舗のお買上レシート・領収書は対象外となります。 ※下記以外にも、その他催事や期間限定
店舗、一部店舗でも対象外に変更となる場合がございます。※対象外店舗 〈4F〉保険見直し本舗〈5F〉九州麺・本格餃子 清正、おひさまクリニック、
ほけんの窓口、アクアポート歯科、つづきMYプラザ※「アメリカン・エキスプレス」は、アメリカン・エキスプレスの登録商標です。
（株）クレディセゾンは、アメリカン・エキスプレスのライセンスに基づき使用しています。（K191102）

※レシート合算可※定員に達し次第、締切とさせていただきます。

予約お問い合わせ先

https://kidsfm.trx.jp/
NPO法人キッズフリマ

B2F プリーズ B1F サーティワンアイスクリーム 2F トリンプ

2F アーノルドパーマー
タイムレス 2F フランフラン

3F ピロースタンド 4F ジーユー

7F イオンシネマ

ジーンズメイト4F

2F キューブ シュガー2F グローバルワーク

レゴ®教室4F4F 銀座 山野楽器

2F エイチ・アイ・エス

Christmas Present CollectionChristmas Present CollectionChristmas Present CollectionChristmas Present Collection

Christmas EventChristmas EventChristmas EventChristmas Event

Winter CinemaWinter CinemaWinter CinemaWinter Cinema


