
たのしい、うれしい、新しい。
ノースポート・モール

バレンタインやホワイトデーの
ギフトがいっぱい。

2.4（月）-14（木）

バレンタインフェア

会 場 2F センターコート

2.24（日）2.16（土）・17（日）

「アニア」の
アフリカ動物と
遊ぼう！

からくりダンボール迷路であそぼう♪

第7回アフリカ開発会議横浜開催推進事業

10：00-16：00時 間 会 場 2F センターコート
Ⓒ ＴＯＭＹ

Northportカードセゾン利用限定
キャッシュバックキャンペーン

入会カウンター

特別交換会！

※お買物券はお手続き完了時にお渡しします。 
※お買物券の有効期限は2019.6.30（日）までです。

※お一人様につき¥500（税込）以上の
　館内当日レシートをご提示ください。
※混雑時は入場を制限させていただく場合がございます。

期間中、永久不滅ポイント200ポイントごとに¥1,000分の
Northportカードセゾンお買物券にその場で交換いただけます。

2.9（土）-11（月・祝） 3.2（土）・3（日）

10：00～18：00時 間 会 場 2F センターアベニュー

日 程 2.9（土）-11（月・祝） 時 間 10：00～18：00

※金券が無くなり次第終了といたします。

時 間 10：00～21：00 会 場 2F センターアベニュー

会 場 2F センターアベニュー

日 程 2.23（土）・24（日） 時 間 10：30～18：00
会 場 2F センターアベニュー

【交換方法】本会員ご本人様がご自身のセゾンカードをご持参のうえご来場ください。
※家族カード会員様は交換を承れません。 ※交換されたお買物券は、ノースポート・モール内の各ショップ（レ
ストラン含む）にてご利用いただけます。（一部対象除外がございます。） ※お釣りは出ませんのでご了承くださ
い。 ※お買物券の有効期限は2019.6.30（日）までです。 ※ポイント交換には対象のセゾンカードが必要です。 
※永久不滅ポイントは、Netアンサーまたはご利用明細書でご照会いただけます。 ※お電話・Webでのポイン
ト交換のお手続きは対象外となります。

期間中、特設カウンターにてNorthportカードセゾンを
新規ご入会のお客様へ、Northportカードセゾンお買物券
¥500分をプレゼント！

※1日あたり先着200名様限定です。※お買物券の有効期限は2019.6.30（日）までです。
※ノースポート・モール内のカード利用可能店舗が対象です。（一部対象除外がございます。）

【交換方法】対象カードと対象レシートまたは領収書をお持ちください。

※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。

10：00 - 21：00時 間 会 場 2F センターコート

対 象 小学生以下

11：00 - 17：00時 間

人気のチョコレートが大集合！
本命チョコから友チョコ、
ご褒美チョコまでよりどりみどり
お選びいただけます。

ミラーの壁の仕掛けがあるダンボール迷路！
君はクリアできるかな？

写真撮影や輪投げゲームで遊ぼう！のすぽキッズクラブ
対象イベント

期間中、Northportカードセゾンで複数店舗かつレシート合算額¥10,000
（税込）以上ご利用で¥1,000分のNorthportカードセゾンお買物券を進呈！
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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）

営業時間 10：00 ～ 21：00

ノースポート・モールで駐車場をご利用いただくと、
￥1,000／税込ごとに2ポイント貯まります。
（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！

ノースポート・モールで
一緒に働きませんか。
求人情報・当館の魅力は

Northportカードセゾン 
新規ご入会受付！

〈 VISA･Mastercard ･JCB 〉

●イオンシネマ（7F ） 9：00 ～ 24：30 ※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。

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／17：45
皮膚科／12：45
心療内科／（再診）17：45
　　　　　（初診）17：30
水・土・日・祝

5F おひさまクリニック
5F 駐車場連絡口すぐ。

お買物の合間 にも！
館内クリニックが

便利です

〈ちょっとお先に、春ファッション〉

※掲載期間は2019年2月6日（水）～3月14日（木）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。

紫外線カット付き。
曇り止めレンズ使用。
花粉グラス ¥2,880

お得な選べるコーディネートセットもございます。

この春はスポーツミックスで
着こなすのがトレンド！
Wドロストフーデッド
コート ￥3,990（税抜）

リュックとトートの
2通りの持ち方ができる2wayバッグ。
収納部分は3層に分かれていて
機能性もバッチリ。

〈２way〉3層リュック ¥4,309オリジナルししゅうが
ポイントの春ブラウス。
綿麻スターベアししゅう
Tブラウス ¥7,452
リメイク風仕様がポイントのロングスカート。
10oz デニムグルカスカート ¥9,612 やわここち パンプス ¥5,397

1枚からお買い求め
いただけます。
てもみんグループ 
ギフトチケット 
¥1,000
有効期限：お買上日から半年

コスメキッチン監修。
2種類の香りの
天然由来成分で作った

「マルチバーム」。
BEAUTÉ DE
OPAQUE 
マルチバーム 〈各〉¥1,512

コンパクトボディで
気軽に楽しめるギター。
ヤマハ
ギタレレTM GL1
¥11,016

フランスの上質なチョコレート。
ボワテフルール
トリュフ 
チョコレート

（各種 ）¥538

好きなメッセージとアイコンを
50種類からお選びいただき、
組み合わせてオリジナル
マグが作れます。
オーダーマグ ¥1,069

お花の形で
発酵バターの
風味が豊かなサブレ。
プチギフトにおすすめです。
フラワーサブレ （2枚入）¥250

卒業・進級に、名入れできる
ボールペン。
ジェットストリーム プライム
多機能ペン2&1

（0.5mm、0.7mm）〈各〉¥3,240

美脚パンツのような
感覚で、スカートや
ワンピースにも相性が良く、
コーディネートの幅が広がります。
Wリブレギンスパンツ
¥ 1,990（税抜）

男女問わずペアで
ご来店されたお客様限定。

〈ペア割〉
全てコミコミ ¥5,000パック

（登録料、ジム使用料、レンタルギア）
※新規のお客様限定 

お洒落は
足元から！
メンズソックス
3点で ¥1,080

色とりどりのネクタイをどうぞ。
HAPPY ネクタイ
3本で ¥2,592
義理でもギリうれしい。
ソックス3点セット ¥1,069

混ぜて焼くだけで
本格的な
ガトーショコラの
できあがり。
自分でつくる ガトーショコラ ¥790

クッション性のある
オシャレなケース入りの
ティーボトル。
Neloa
プラスチック
ティーボトル 550 ¥1,069

コロンとした
フォルムが愛らしい
マカロン型の入浴剤。
デコラーレ
バスフィズ
マカロンフィズ 

（3個入）¥800

便利アイテム☆
ガーゼハンカチ！
嬉しい3枚セット
3枚組
ガーゼハンカチ
¥540

オン・オフで
活躍する春の
マストアイテム。
バックスリット
セットアップ
¥8,100

バストを下から
引き上げ、ふっくら
ハリ感のある胸元に。
天使のブラ 魔法のハリ感
ブラジャー ￥6,372
ショーツ ￥2,592～

2019 SPRING
COLOURS
①アイオープナー（アイシャドウ） ¥1,296
②ブラッシュベビー（チークカラー） ¥2,376
③ネイルポリッシュ（マニキュア） ¥1,620
※期間限定販売

丸ごとのいちごと濃厚な
チョコホイップとソースと削りチョコ。
チョコづくしのクレープです。
贅沢いちごの
ラブリーショコラ ¥590

①

②

③

独自の成分ピテラを90％以上配合した化粧水と
SK-Ⅱベストセラーの
美白美容液を一緒に
お試しいただけます。
SK-II ピテラ
オーラセット
¥10,692

営業時間 10：00 ～ 21：00

マグ・フォーマー
ベーシックセット
62ピース ¥12,960

世界65ヶ国で話題の数学ブロック。
正三角形、正方形、五角形のセット。
基本の形だけで
複雑で大きな構造物にまで発展します。

JTBナイスギフトは
お買物など日本中で幅広く
お使いいただける商品券です。
春のお祝いにJTBナイスギフト

H.I.S.「春～夏旅」
大好評受付中！

MOVE SPORT
スクエアバッグ M
¥9,936

2019
3.14
まで開催

T
H
U

いろんな気持ちを 　　　　　　　ギフトにしよう♪

2F オプティック パリ ミキ 4F
ジーユー

2F

ユニクロ

3F サンカンシオン

2F ミュゼ ド ポゥ

2F キューブ シュガー

グローブ3F

B2F てもみん2F オペーク ドット クリップ

4F 銀座 山野楽器

3F ケユカ 3F アカデミア

B1F クライミングバム

2F チュチュアンナ 2F オリヒカ2F 無印良品

2F フランフラン

3F マザウェイズ

2F レプシィム 2F トリンプ

2F マリークヮント

3F モミアンドトイズ

2F PXストア

ネクタイ
￥3,024～

4F スポーツショップ
ギャラリー・2 2F エイチ・アイ・エス2F オリヒカ3F キッズリパブリック

4F スーツセレクト

2F JTB PTS


