0

２０１７年７月７日

京急グループの京急百貨店（所在地：横浜市港南区，社長：上野 賢了）では，2017 年７月
13 日（木）から８月 16 日（水）まで，「上大岡フェスティバル２０１７」を開催いたします。
『夏休みは上大岡で遊ぼう！』をテーマとし，初企画！若手社員による『縁日』を開催。入
社２～３年目の若手社員自らアイデアを出し，富士山の地下伏流水を使用した「かき氷専門店」
や「クレープ移動販売」のほか，夜の部では「大人の縁日」と，お子さまから大人まで家族三世
代で楽しめる『縁日』を開催します。
５階子ども服売場では，本年のサンリオキャラクター大賞で１位を獲得した『シナモロール
15 周年フェア』を開催。また『シルバニアファミリーわくわくフェスタ in 上大岡京急』では，
シルバニアクリズラリー，シルバニアファミリーステージショーを行います。
そのほか，地元小・中学生によるダンスや音楽の祭典，『上大岡サマーコンサート２０１７』
を８月 11 日（金）に開催。さらに『音楽と砂絵のファンタジック・コンサート』応募ご招待い
たします。サマータイムサービスといたしまして，各日午後５時よりお得な特典サービスをご用
意，ゆかた着用またはお買上げのお客様や近隣映画館鑑賞チケットをご提示のお客様に「サマー
クーポン」プレゼントなど，全館様々な企画をご用意いたしております。
詳細は別紙のとおりです。

『シナモロール』
『シルバニアファミリーステージショー』『コリラックマ』撮影会など
様々なイベントが盛りだくさん♪
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◆◆◆◆◆上大岡フェスティバル 2017 について◆◆◆◆◆
間：７月 13 日（木）～８月 16 日（水）

１．若手社員による『縁日』開催 ♪
期
間：７月 29 日（土）～30 日（日）
場
所：１階京急線改札口前特設会場
（鎌倉街道沿い広場）
【昼の部 10：00～12：00】
■『やさいの詰め放題』
【夜の部 17：00～20：00】

※なくなり次第終了

■『大人の縁日』
各日 17：00～20：00

富士山の地下伏流水を使用した『富士山天然水』＆
静岡県・山梨県のご当地産果汁入り高級シロップ

■氷屋【bebe】
■クレープショップ【ＳＡＲＵ】

『富士蜜』使用のかき氷専門店。

※こちらは各日 11:00～20：00 となります。
２.人気のキャラクターが京急百貨店に大集合！
（１）シルバニアファミリー わくわくフェスタ
会
期：７月 13 日（木）～26 日（水）
場
所：５階特設会場

in 上大岡京急

■シルバニアファミリーグリーティング
開 催 日:７月 17 日（月・祝）くるみリスの男の子
７月 22 日（土）
ショコラウサギのお姉さん
開催時間：各日 11：00～，13：00～，15：00～（各回約 30 分）
■シルバニアクイズラリー
開 催 日：７月 13 日（木）～26 日（水）
５階子ども服フロアの３ヶ所に設置されたクイズコーナーにて
回答いただき，全問正解した方には，「オリジナルシール」を
プレゼント。
ⓒＥＰＯＣＨ

■アクアビーズで作る！シルバニアファミリー
開 催 日:７月 15 日（土）・16 日（日）・22 日（土）
参 加 費：お一人様 500 円（税込）
水でくっつく不思議なビーズでシルバニアファミリーの仲間たちをデザインしていただけます。
■シルバニアファミリーステージショー
開 催 日：７月 23 日（日）11：00～，13：00～，15：00～（各回 30 分）

（２）夏のリラックマキャラバン
会
期：７月 20 日（木）～26 日（水）
場

所：７階文具事務用品売場

■コリラックマとの撮影会
開 催 日：７月 22 日（土），23 日（日）
開催時間：各日 14：00～，16：00～（各回約 30 分）
当日，開店より各日先着 20 名様に「撮影券」をお配り
させていただきます。
■リラックマのワークショップ
開 催 日：７月 22 日（土），23 日（日）
開催時間：各日 11：00～17：00（約 60 分）※随時受付
参 加 費：お一人様 1,640 円（税込）より
かわいいリラックマが入ったキャンドルをお作り
いただけます。
■リラックマキャラバン限定
あつめてぬいぐるみ 2,160 円（税込）
会場限定のぬいぐるみを数量限定で販売！

（３）シナモロール１５周年アニバーサリーフェア
会
期：７月 27 日（木）～８月９日（水）
場
所：５階特設会場
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１５周年スペシャルバージョンで登場！！

■クラフト工作教室
開 催 日：７月 29 日（土）
開催時間：11：00～13：00，14：30～16：00
参 加 費：お一人様 500 円（税込）より
■シナモロールグリーティング
開 催 日：８月６日（日）
開催時間：11：00～，12：30～，14：30～，16：00～
（各回約 30 分）
※各回先着 30 名様
■お買上げプレゼント
期間中，1,080 円（税込）以上お買上げの方，先着 500 名様に
「オリジナルステッカー」をプレゼント。

ⓒ01,‘17 SANRIO(E)

３.その他イベント
（１）音楽と砂絵のファンタジック・コンサート
『Ｇａｓｐａｒｏ（ガスパロ）‐時の砂-』観賞ご招待
開 催 日:８月 10 日（木）13：00 開場 14：00 開演
会
場：港南区民文化センター「ひまわりの郷」
募
集：150 組 300 名様 ※中学生以下のお子さまと
その保護者
※お二人で 500 円（税込）
出 演 者:音楽/ウミネコ楽団，砂絵/田村祐子氏 他
応募期間：７月６日（木）～23 日（日）
応募方法：京急百貨店３階連絡通路または，５階子ども服売場に設置してあります応募用紙をご
持参いただきお買物いただくと応募用紙にお買上げスタンプを押印。必要事項をご記入の上応募
箱に投函ください。
（２）『上大岡サマーコンサート２０１７～キッズダンス＆音楽の祭典～』
地元小中学生による，ダンスや音楽の祭典を開催いたします。
開 催 日:８月 11 日（金） 13：00 開場 14：00 開演
会
場：港南区民文化センター「ひまわりの郷」
定
員：300 名様
※入場無料
出 演 者：横浜市立金沢中学校 弦楽部
ＭＹ fit dance!
アグリ上大岡 ＳＫＹ ＰＡＮＴＨＥＲＳ

他

４.『上大岡フェスティバル２０１７』限定サービス
（１）ゆかた着用＆ゆかた購入サービス
期
間：７月 13 日（木）～８月 16 日（水）
３階インフォメーションにて，ゆかた（甚平）を着用，またはゆかた購入のレシートを
ご提示で京急百貨店にてご利用いただける「サマークーポン」をプレゼント。
（２）【ＴＯＨＯシネマズ 上大岡】映画鑑賞チケットご提示サービス
３階インフォメーションにて【ＴＯＨＯシネマズ 上大岡】映画鑑賞チケットをご提示で
京急百貨店にてご利用いただける「サマークーポン」をプレゼント。
期
間：７月 13 日（木）～８月 16 日（水）
場
所：各階各売場
（３）サマータイムサービス
期
間：７月 20 日（木）～８月 16 日（水）
場
所：各階各売場
各日 17：00 からのお得な特典サービスをご用意いたしております。
５．お客さまのお問合せ先
京急百貨店
TEL. 045-848-1111（代表）

【受付時間

営業時間内】
以

上

