
5.1（水・祝）-3（金・祝）

のすぽキッズ未来計画のすぽキッズ未来計画
第1弾 「ボールトラック」で遊ぼう！

2019年度のすぽキッズクラブカードは5.1（水・祝）から配布スタート！※詳しくは「ボールトラック」実施会場またはインフォメーションまで。

2F センターコート会 場11：00～17：00（各回45分程度）時 間

小学生以下の親子対 象
※未就学のお子様には保護者のご同伴が必須となります。

※参加条件など詳細は、ノースポート・モールHPをご確認ください。

各日先着126名様(各回21名様)定 員

 NEW OPEN

先着100名様に
オリジナル

クリップマグネット
プレゼント

4.26（金）～5.6（月・振休）の
期間中、￥5,000（税込）以上

お買上で
オリジナルワークグローブ

プレゼント

ホットウィールをはじめ、マテル社の様 な々
おもちゃで遊ぼう！

5.5（日・祝）・6（月・振休）
ホットウィール体験会ホットウィール体験会

2F センターコート会 場

無料参加費

10：00～18：00時 間

長年親しまれている人気オフロードシリーズ「Gドライブ」の体験会を行います。

5.4（土・祝）
オフロードシリーズ「Gドライブ」体験会オフロードシリーズ「Gドライブ」体験会

※一度に体験できるのは最大４名様までと
　なります。お一人様約３分です。
※混雑時はお待ちいただく場合がございます。
　ご了承ください。

2F センターコート会 場

無料参加費

13：00～17：00時 間

4.29（月・祝）
シルバニアファミリーとあそぼう！
わくわくステージショー
シルバニアファミリーとあそぼう！
わくわくステージショー

2F センターコート会 場

無料参加費

１回 ￥500
〈イベント会場限定〉

スピードくじ

①11：00～ ②14：00～ ③16：00～時 間

EVENT誕生祭期間中の

4.17（水） 4.26（金）

始動！

こどもは地域で育てるタカラモノ。
人は地域の中で育ち地域は人とともに育つ。
そんな想いから東京学芸大こども未来研究所と
タッグを組み、様 な々ワークショップや
イベントの開催を予定しています。

12年目の春がやってきた。
こころが動くきっかけを。

※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。

4.27（土）
-5.6（月・振休）

期間中、のすぽ de タッチご利用の
方は来店ポイントが通常１pointの
ところ、２point 貯まります。
※ポイント加算は１日１タッチまでとなります。

のすぽ de タッチ
来店ポイント2倍!
のすぽ de タッチ
来店ポイント2倍!

期間中のロピア ノースポート・モール店の
お買上レシートをご提示いただくだけで
館内対象店舗にて
お得な特典をご利用いただけます。
※対象店舗はノースポート・モールHPまたは期間中館内に
　設置の掲出物にてご確認ください。

4.27（土）
GUとプチプラのあやさん
ファッショントークショー
GUとプチプラのあやさん
ファッショントークショー
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2F センターコート
会 場

特別シート：先着30名様
定 員

14：00～15：30
時 間

【参加条件】特別シートにご着席をご希望の場合は、4.20（土）～4.27（土）の
期間中、GUにて¥2,000（税込）以上お買上のレシートをご持参ください。
※特別シート以外での観覧は無料です。ただし、混雑時は入場を制限させていただく場合が
ございます。※整理券の配布はありません。10：00～13：30までで会場にお並びいただいた
方で先着30名様のみ。※席とり厳禁。お待ち合わせは最後尾にお並びいただきます。

特別シートご観覧の方から抽選で3名様に
「プチプラのあやさん厳選のトータルコーディネート」プレゼント！

4.20（土）
-26（金）

ロピアレシート
キャンペーン
ロピアレシート
キャンペーン

さらに



名探偵コナン 紺青の拳
©2019青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

映画クレヨンしんちゃん
新婚旅行ハリケーン～失われたひろし～
©臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2019

4.19（金）公開絶賛公開中

※掲載期間は2019年4月15日（月）～5月6日（月・振休）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。

Ray-Ban
WAYFARER
RB2140F
¥15,870

肩の負担を軽減する
ショルダーパッドを
開発しました。
ＰＣを収納できる
ポケットもあります。

肩の負担を軽くする
撥水リュックサック
¥2,990

強力な紫外線をブロック。
スプレータイプの
日焼け止め。
マリークヮント
サンプロテクト
スプレー（数量限定）
¥2,700

大人かわいい定番もの
から珍しいモデルまで
取り揃えております。

※4.12（金）～5.7（火）

CONVERSE
POP UP

爽やかなレモン柄の
ランチ・レジャーアイテム。
レモンランチ・
レジャーシリーズ
各¥324

後ろ首元までしっかり
ガードしてくれる
日除けフラップ付き。
フラップはつば下に
畳んでしまえます！

日除け付
テンガロンハット
¥1,609

4.20（土）・21（日）限定
¥972以上お買上で
ノベルティプレゼント

スモールダブル
〈通常￥520の品〉
￥390
※4.26（金）～
　5.6（月・振休）

※3D作品などは追加料金が必要となります。

〈GW特別企画〉 
パンプス・サンダル
まとめ買いで

〈20%OFF〉
※4.26（金）～5.6（月・振休）

絹糸から
木綿糸まで
簡単に糸が
通せます。
らくらく糸通し
¥1,836

¥1,000ギフト
チケット6枚＆ギフト用
メッセージカード1枚
母の日ギフト
チケットセット
¥6,000

人気の水彩画の
デザインで、春らしい
華やかなデザインは
ギフトにもオススメです。
プリマーレ
フルエプロン
¥3,800

※4.21（日）～無くなり次第終了

90%以上がSK-Ⅱ
独自の成分ピテラで
できた化粧水をお試し
いただけます。
SK-Ⅱ ピテラ
エッセンスセット
スプリングリミテッド
エディション ¥9,720

Zucchero
①リュック
　 ¥17,280
② 2way
　トートバッグ
　 ¥14,040

CUBE SUGAR定番の
ボトル入りのTシャツ。
プレゼントに◎
ボトルTシャツ
¥2,916

今年のトレンドカラーで
おしゃれ！さらにUVカット
機能もついたお得感
満載なカーディガンです。

UVカット
ウォッシャブル
Vネック
カーディガン（長袖）
¥1,490（税抜）

〈期間限定〉
おやこセット ¥1,200

定番醤油らーめんのミニチャーハンセットと
お子様セットのお得なダブルセットです。

テイクアウト全品
〈12%OFF〉

〈本チラシをご持参の方〉
デラックスランチ食べ放題、
デラックスコース食べ放題

〈12%OFF〉

期間中レゴⓇスクールレッスン内体験を受講の方、
〈限定12名様〉レゴエデュケーションノベルティグッズプレゼント
体験受講料 ￥3,672（要予約）

遊んで学べるレゴⓇスクールへようこそ。

〈12周年記念〉
メガネ+レンズセット（120本限定）
①￥3,980（税抜） ②￥4,980（税抜）
③￥5,980（税抜）

フレーム+レンズ（薄型非球面）付きセット

ガールズ￥1,200（税抜）均一
（ワンピース、パーカー、レインポンチョ等）
￥1,296

店内一部商品を￥1,200（税抜）に！！ 電子ピアノお買上で
ヘッドホンプレゼント

（期間中先着12名様限定）

〈お菓子のつかみどり〉
12才以下限定 無料

〈店内〉
12周年記念セール
実施中！！

子どもの骨盤矯正
通常 ¥3,240のところ

〈¥1,200 OFF〉
¥2,040

¥7,560以上お買上で、
各日先着12名様に
オリジナルバスソルト
プレゼント

¥10,800以上
お買上で
¥2,000クーポン
プレゼント

ハッピーバッグ
¥1,200

2点以上お買上で
〈12%OFF〉

〈先着120名様限定！〉 ¥5,400（税込）以上お買上で
¥1,200分のクーポン券プレゼント
※4.27（土）～5.6（月・振休）
※クーポン券ご利用可能期間：5.7（火）～7.31（水）
※クーポン券は¥5,400（税込）以上のお会計でご利用いただけます。

〈数量限定〉
レディース 目玉商品ご用意
¥1,200（税抜）
※4.27（土）～5.6（月・振休）

※4.20（土）～5.6（月・振休）の
　土日祝のみ
※各日16：30～
※小学生以下限定

〈数量限定〉
期間限定商品！¥1,200（税抜）
※4.27（土）～5.6（月・振休）

※4.27（土）～5.6（月・振休） ※4.24（水）～5.6（月・振休）

※一部除外品有

4.29（月・祝）・30（火・祝）・5.1（水・祝）の3日連続

大人気の定番モデル。

※4.17（水）～5.31（金） ※HPよりご予約ください。

①

②

〈鶏がら醤油らーめん・
ミニチャーハンセット、お子様セット〉

（らーめん、ジュース、おもちゃ付き）

映画みなさま ￥1,100！
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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）

営業時間 10：00 ～ 21：00

●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。

提携
駐車場
入口

3.15（金）よりセンター北駅前駐車場もご利用いただけます。

B2F プリーズ

2F シャツプラザ

2F トリンプ 2F ピーエックス ストア2F キューブ シュガー

3F サンカンシオン3F グローブ

3F オンデーズ

3F 越後秘蔵麺 無尽蔵

3F マザウェイズ 4F 銀座 山野楽器4F スポーツショップ
ギャラリー・2

5F 回転寿司 寿司鷹5F 七輪焼肉 安安

6F ザ・サードプラネット

4F レゴ®教室

2F オプティック
パリ ミキ 2F 無印良品 2F マリークヮント 2F シャルロットバイ

エービーシーマート 2F クゥクゥ 3F マザウェイズ B1F サーティワン
アイスクリーム

B2F マーノクレアールB2F てもみん 2F フランフラン 2F グランサックス2F キューブ シュガー 4F ジーユー2F ミュゼ ド ポゥ

7F イオンシネマ

ご家庭で洗える上質なコットンを使用。
〈限定12枚〉
西川のブランド綿毛布
通常￥8,640 → ￥4,298

3F ピロースタンド
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