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プライムツリー赤池・ららぽーと名古屋みなとアクルス 

たのしさ２倍！家族のあそび場「FAMILY FESTIVAL！」開催 

～地域の皆様がもっとたのしめる場所を目指して初のコラボレーション～ 

 
 
 
 

  
 

 
株式会社セブン＆アイ・ホールディングス傘下の株式会社セブン＆アイ・クリエイトリンク（本社：東京都千代田

区代表取締役社長：近藤悦啓）が運営する「プライムツリー赤池」は、三井不動産商業マネジメント株式会社（本

社：東京都中央区 代表取締役社長：青柳雄久）が運営する「三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなと

アクルス」と、2019年3月15日（金）～31日（日）に初のコラボレーション企画として、たのしさ2倍！家族のあそ

び場 「FAMILY FESTIVAL！」を開催します。 

両施設は、両社において東海3県初出店のショッピングモールであり、地域の一員となり皆様に選ばれる施設

を目指しております。地域とのつながりを重視した考え方や施設特長に共通項も多く、共にこの春休み期間を地

域の皆様に楽しんでいただきたいとの思いから、企業の壁を越えてコラボレーションすることとなりました。ご家族

で楽しめるスポットや、共通出店店舗による連携イベント、地域団体や地元企業による交流イベント等、楽しさ溢

れるコンテンツ盛りだくさんで、皆様のご来店を心よりお待ちしております。 
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<イベント> 

① ファミリー参加型交流イベント 
② 吹奏楽コンサート交流会 

③ テナント連携イベント 
④ 企業体験交流イベント 

 

<キャンペーン> 

① お買上げ5,000円（税込・合算可）以上のレシートで、 

   お買物券1,000円分プレゼント！！ 

② 交通系ICカード専用端末機ポイント2倍プレゼント！ 

③ プライムツリー赤池アプリご提示で、三井ショッピング   

   パークカード《セゾン》入会時にお買物券プレゼント！ 

 

 

【開催期間】 2019年 3月 15日（金）～3月 31日（日）  

【開催場所】 プライムツリー赤池、ららぽーと名古屋みなとアクルス  

【実施内容】  

 

 

 

 

 

 

 

※イベント・キャンペーン内容は予告なく変更となる場合がございます。 

 

 
avex artist academy NAGOYA presents  
avex Challenge Stage -Special Edition- 
エイベックス・アーティストアカデミー名古屋校に所属する受講生によるパフォーマンス

や、現役モデルや受講生による店舗とのコラボファッションショーを行います。 

また気軽に参加できる企画として、皆が知っているエイベックスのあの楽曲で 

公開ダンスレッスンも開催します 

 

〈開催コンテンツ〉 

① ダンス・ヴォーカルパフォーマンス 

エイベックス・アーティストアカデミー受講生によるパフォーマンス 

ステージを開催。 

② 公開ダンスレッスン 

エイベックスで活躍するプロダンサーによる公開レッスンを 

開催。お子様やご家族で参加いただき、あのヒット曲を楽しく 

踊るコツをわかりやすくレッスンします。 

③ コラボファッションショー 

ファッション店舗とコラボして、モデル受講生や 

ゲストモデルによるトークショーやファッションショーを開催。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たのしさ 2倍！家族のあそび場 「FAMILY FESTIVAL！」 実施概要 

① ファミリー参加型交流イベント
ナント連携フェア 

■プライムツリー赤池 

【開催日】 3月16日（土） 

【開催時間】 14：00～15：25 

【開催場所】 1Fプライムホール 

■ららぽーと名古屋みなとアクルス 

【開催日】 3月31日（日） 

【開催時間】 14：00～15：25 

【開催場所】 屋外イベントスペース 

 「デカゴン」 

 

 

<ららぽーと> 
h ib ik i  

(lo l-ｴﾙｵｰｴﾙ-) 

<プライムツリー> 
古田愛理 

【コラボファッションショー：ゲストモデル】 
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「日進市立日進中学校」「日進市立日進西中学校」はプライムツリー赤池、「愛知工業大学名電高

等学校」はららぽーと名古屋みなとアクルスにおいて地域交流イベントとして演奏経験があります。 

今回吹奏楽コンクールでも活躍する名門校がコラボして、両施設においてご家族で楽しめる楽曲を中

心に夢の交流会を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

愛知工業大学 

名電高等学校吹奏楽部 

創部 63年。現在部員は 180名(男子 30名・女

子150名)。「音楽的センス」と「技術」を共に 

磨きあい、年間 100曲以上の音楽を演奏して  

おり、全日本吹奏楽コンクール全国大会（出場41

回全国最多）文部科学大臣賞、金賞など数々の

賞を獲得。地域イベント、学校招待演奏等、年間

約60回ものコンサートを行っております。 

■プライムツリー赤池 

【開催日】 3月24日（日） 

【演奏時間】  

日進中学校 10：30～11：00 

日進西中学校 1１：15～11：45 

愛知工業大学名電高等学校 13：00～13：30 

【開催場所】 1Fプライムホール 

■ららぽーと名古屋みなとアクルス 

【開催日】 3月24日（日） 

【演奏時間】  

日進中学校 14：00～14：30 

日進西中学校 14：45～15：15 

愛知工業大学名電高等学校 15：45～16：15 

【開催場所】 屋外イベントスペース「デカゴン」 

日進市立 

日進中学校吹奏楽部 

私達は 1年生 33名、2年生28名、総勢 61

名で活動しています。今年度は「響華」を部訓

とし、自分たちも聞いている人も感動できるよう

な音楽を作れるよう、日々練習しています。新

体制での活動でまだまだ至らないところが多く

あると思いますが、楽しんで聞いていただけた

らと思います。 

日進市立 

日進西中学校吹奏楽部 

今年のスローガン「運命響同体」のもと、「互い

を思いやりながら共に音楽を愛し、聴く人に愛 

される演奏ができる吹奏楽部」を目指して活 

動に取り組んでいます。今年度は2・3年生で編

成されている A 編成で四年連続して東海大会

金賞をいただき、全日本吹奏楽コンクールに出

場を果たしました。 

② 吹奏楽コンサート交流会 
③ ナント連携フェア 
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「プライムツリー赤池」、「ららぽーと名古屋みなとアクルス」との両施設に出店している共通店舗がご家

族で楽しめるイベントやワークショップを開催します。また、各施設の人気店舗による交換出張 PR など、

コラボレーション企画も開催します。 

◆共通テナント連携イベント 

アカチャンホンポ「ハイハイレース」 

ハイハイができる未歩行の赤ちゃんを対象に、各レース 5人 

ずつでレースを行います。ご家族やお友達も一緒に応援を楽しんでください♪ 

■プライムツリー赤池 

【開催日】 3月28日（木） 

【開催時間】 10：30～12：30  

【開催場所】 １Fプライムホール 

■ららぽーと名古屋みなとアクルス      

【開催日】 3月29日（金） 

【開催時間】 ①10：30～11：30 ②12:30～13:30 

【開催場所】 1Fセンターコート 

 

Francfranc「ウォールペーパーでオリジナルノートを作ろう」 

Francfrancオリジナルの壁紙を使って、 

オリジナルノート作成の体験ができます。 

■プライムツリー赤池 

【開催日】 3月23日（土） 

【開催時間】 ①13：00 ②13：30 ③14：00 ④14：30 ⑤15：00 ⑥15：30  

（各回約30分 先着 6名）  

【開催場所】 １Fプライムホール 

■ららぽーと名古屋みなとアクルス 

【開催日】 3月30日（土） 

【開催時間】 ①13：00 ②13：30 ③14：00 ④14：30 ⑤15：00 ⑥15：30 

（各回約 30分 先着 6名） 

【開催場所】 1Fセンターコート 

 

TABiALL 「ハワイアンリボンレイクラフト体験」 

ハワイの伝統工芸品「リボンレイ」のお子様向け 

ストラップ作り体験ができます。 

■プライムツリー赤池 

【開催日】 3月23日（土） 

【開催時間】 ①11：00 ②13：00 ③15：00（各回約20分 先着15名） 

【開催場所】 １Fプライムホール 

■ららぽーと名古屋みなとアクルス 

【開催日】 3月30日（土） 

【開催時間】 ①11：00 ②13：00 ③15：00（各回約20分 先着15名）  

【開催場所】 1Fセンターコート

③ 店舗連携イベント 

※店頭・お電話での予約はお受けしておりません。両施設で、3/14(木) 

10：00よりアカチャンホンポ HPにて予約開始となります。会場場所等、不

明点がございましたら各施設のアカチャンホンポサービスカウンターにお問

い合わせくださいませ。レースは受付順ではございませんので、お時間にな

りましたら会場へお越しくださいませ。 
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◆人気店舗お出かけ出張 

「プライムツリー赤池」のみ、「ららぽーと名古屋みなとアクルス」のみに出店している人気店舗が、お互

いの施設に出張してワークショップの実施や、キャラクターによる撮影会で店舗の魅力を PR します。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プライムツリー赤池 ららぽーと名古屋みなとアクルス 

■ららぽーと名古屋みなとアクルス 

「ひつじのショーン Farm Cafe」 

 撮影会&店舗 PR 

【開催日】 3月21日(木・祝) 

【開催時間】 ①11：00   ②13：00  ③15：00 

【開催場所】 3Fららプラザ前 

 ■プライムツリー赤池 

「Style Factory」ワークショップ 

①タイルコースター 

②紙ひこうき鉄砲 

③アクアドーム 

【開催日】 3月21日(木・祝) 

【開催時間】 11：00～17：00  

【参加費】 各600円（税込） 

【開催場所】 １Fプライムホール 

「レゴ  ストア」ワークショップ  

マンスリーミニビルド 

【開催日】 3月21日(木・祝) 

【開催時間】 11：00～17：00  

【開催場所】 1Fプライムホール 

【参加費】 無料 ※対象:小学生 

プライムツリー赤池で出張 PR ららぽーと名古屋みなとアクルスで出張 PR 

® 

LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. c2019 The LEGO Group. 
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愛知県下に本社や支社を置く各企業ともコラボレーションします。 お子様やご家族で参加できる学ぶ

ワークショップや体験展示を通して、楽しみながら企業の様々な取組みを知ることができます。 

 

東邦ガス「地球の環境と天然ガス～超低温の世界を体験～」 

地球温暖化の現状とクリーンエネルギーについて 

学びます。液体窒素を使った冷熱実験で LNG 

（液化天然ガス）の世界を体験します。 

■プライムツリー赤池 

【開催日】 3月25日（月） 

【開催時間】 ① 11：00 ② 13：30（各回約60分 先着30名※小学生限定） 

【開催場所】 1Fプライムホール 

■ららぽーと名古屋みなとアクルス 

【開催日】 3月27日（水） 

【開催時間】 ① 11：00 ② 13：30（各回約60分 先着30名※小学生限定） 

【開催場所】 3Fららスタジオ 

 

TOTO「水栓金具塗り絵・分解体験」 

小学校でよく見かける蛇口（単水栓）の分解と組み 

立てが体験できます。また蛇口の「ぬり絵」を通じて、 

蛇口のしくみもわかりやすく学べます。 

■プライムツリー赤池 

【開催日】 3月25日（月） 

【開催時間】 ①11:00 ②13:30 ③15：00（各回約50分 先着6組※小学生+保護者） 

【開催場所】 1Fプライムホール 

■ららぽーと名古屋みなとアクルス 

【開催日】 3月27日（水） 

【開催時間】 ①15：30 ②16：30 （各回約50分 先着6組※小学生+保護者） 

【開催場所】 3Fららスタジオ 

 

報徳情報技術「スマホでグルック」 

商品写真の 360度表示を可能にできるアプリを体験。 

自分の写真もなんと 360度に！ 

■プライムツリー赤池 

【開催日】 3月25日(月)  

【開催時間】 11：00～17:00 

【開催場所】 1Fプライムホール 

■ららぽーと名古屋みなとアクルス 

【開催日】 3月27日(水)  

【開催時間】 11：00～17:00 

【開催場所】 3Fグローバルワーク前 

 

④企業体験交流イベント 
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期間中両施設共通キャンペーンとして、お買物や来館するだけでトクするキャンペーンを開催します。 

 

お買上げ 5,000円（税込・合算可）以上のレシートで 

お買物券 1,000円分プレゼント！ 

期間中、「プライムツリー赤池」と 

 「ららぽーと名古屋みなとアクルス」それぞれでお買上げ 

5,000円(税込・合算可)以上のレシートをご提示いただくと、 

各施設で各日先着 200名様に対象施設で使えるお買物券 

1,000円分をプレゼントします。 

【開催期間】 3月 15日(金)～17日(日) 

【先着人数】 各施設 各日200名様 

【引換場所】 プライムツリー赤池：1Fインフォメーション前                          

ららぽーと名古屋みなとアクルス：1Fセンターコート                        ※一部対象外店舗あり  

 

公共交通機関ご利用で 

交通系 ICカード専用端末機 ポイント 2倍プレゼント！ 

期間中、両施設へ交通系 ICカードを使って地下鉄・バスで 

ご来館いただき館内設置の ICカード専用端末機にタッチすると 

通常の 2倍のポイントをプレゼントします。ポイントが貯まると、 

それぞれの施設で特典に交換できます。 

【開催期間】 3月15日(金)～31日(日) 

【設置場所】プライムツリー赤池：1Fグランドゲート横 

ららぽーと名古屋みなとアクルス：1Fカードデスク・総合案内所、 

ららぽーと名古屋みなとアクルス：2F メインエントランス 

タジマ工業「デジタルステッチワークショップ」 

自分で描いた絵をトートバッグにして残しませんか？ 

自由にイラストを描くだけで、あとは最新の 

プロフェッショナルミシンにおまかせ。 

自動で絵や文字がみるみる刺しゅうに！  

■プライムツリー赤池 
【開催日】 3月25日(月) 
【開催時間】 ①11:00〜13:00 ②14:00〜17:00 ※各定員50名 

【参加費】 （小）1,500円・（大）2,000円 

（※ペア割：2名同時参加で総額から 500円割引） 
【開催場所】 1Fプライムホール        

■ららぽーと名古屋みなとアクルス 
【開催日】 3月27日(水) 
【開催時間】 ①10:00〜13:00 ②14:00〜17:00 ※各定員50名 

【参加費】 （小）1,500円・（大）2,000円 

（※ペア割：2名同時参加で総額から 500円割引） 

【開催場所】 2F メインエントランス前           

 施設共通キャンペーン 
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〈大原櫻子ミ二ライブ開催〉                    

大原櫻子 デビュー5周年記念ベストアルバム            

「CAM ON！～5th Anniversary Best～」 

発売記念フリーライブ＆特典会 

【開催日時】 

日程：2019年3月 17日(日) 

①13：00～ ②15：30～ 

場所：プライムツリー赤池 １Fプライムホール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈nanacoポイント 5倍〉 

いつものお買い物で、お得にポイントも GET！ 

【開催期間】 

2019年3月30日（土）・3月31日（日） 

nanacoでのお支払いまたは、セブンカード・プラ

スでのクレジット払いについては nanacoポイント

が通常の 5倍になります。 

※イトーヨーカドー、一部専門店は対象外となります。 

プライムツリー赤池単独イベント 
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 正式名称 ： PRIMETREE AKAIKE （プライムツリー赤池） 

所在地 愛知県日進市赤池町箕ノ手１番 

（地下鉄鶴舞線・名鉄豊田線「赤池駅」から徒歩 4分） 

代表者 プライムツリー赤池  支配人：石渡 誠 

核店舗 イトーヨーカドー赤池店  店長：古川 裕崇 

事業者 株式会社イトーヨーカ堂 

株式会社セブン＆アイ・クリエイトリンク 

（セブン＆アイ・ホールディングス傘下のデベロッパー会社） 

敷地面積 約44,700㎡ 

売場面積 約43,600㎡ 

建物構造 店舗：１F～４F 駐車場：B１F、４F、RF、立体駐車場 

テナント店舗数 約180店舗 

駐車場 約2,900台  ※臨時駐車場含む 

駐輪場 約900台 

グランドオープン 2017年 11月24日（金） 

営業時間 ・1F～3F 物販・サービス 10:00～21:00 

・2F レストラン     11:00～22:00 

・3F フードラウンジ   10:00～21:00 

・1F イトーヨーカドー   9:00～21:00 

※一部テナントにより営業時間は異なります。 

店休日 年中無休 

公式 HP http://www.prime-tree.jp 

Facebook https://www.facebook.com/primetree.akaike 

※本資料における情報は 2019年 3月8日現在のものです 

施設概要 


