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22(月）
21(日）

英語で楽しく！ハロウィンパレード

仮装パレードをしてお菓子をもらおう！「ベネッセの英語教室 BE studio」
の先生による英語の絵本の読み聞かせ＆ステージショーもあるよ！
※詳しくはららぽーと柏の葉のHPをご覧ください。

ららぽーと柏の葉
10:30～/12:30～/14:00～/15:30～/17:00～（各回約60分）

魔女たちが色々な遊びを用意し
てパーティーをひらくみたい。
この日は皆で仮装してパー
ティーに参加しよう！

地元の隠れた名店や都内の有名
店まで、全国から美味しいパン
屋さんが大集結！気持ちのいい
秋空の下でお買い物やお食事を
お楽しみ下さい。

出店者が世界各国で買い付けに
行ったアンティークの家具や、
雑貨、食器や衣類、お花など選
りすぐりのものが集合します。
お食事や音楽もご用意 !

新米を始め野菜、青果、調味料等、
利根川水系地域のこだわりを集
めました。食育イベントや生産
者との会話を通して食の楽しさ
を学べる参加型マルシェです。

10/21（日）

ローソン

ららぽーと柏の葉

アニヴェルセル柏

つくばエクスプレス

柏の葉キャンパス駅

柏の葉 T-SITE

三井ガーデンホテル
柏の葉

柏IC方向



ジャック・オ・ランタン作り 特設フォトスポット！
2F 柏の葉ラウンジ

■10:00ー17:00（1時間に1回開催）

約20cmの本物のかぼちゃでジャック・オ・
ランタンを作って、好きなところに飾っちゃ
おう！作ったものは持ち帰るか T-SITEに飾
るかが選べます。小学生以下の方は親子で
ご参加ください。大人の方のみも大歓迎！

魔女の支度部屋が出現！
こっそり忍び込んで写真を撮っちゃおう！

＃つくる　＃HPより要予約　#予約優先　#各回 8組限定

＃遊ぶ　＃景品有り　#なくなり次第終了 ＃遊ぶ ＃遊ぶ ＃遊ぶ　#仮装

＃撮る 　#常設　#無料

西洋のハロウィン定番の遊びアップルボビ
ング！本物ではないけれど、水に浮いてい
るおもちゃのりんごをすくって遊びます！
すくえた数で、もらえる果物やマシュマロ
の数が決まるよ。もらった食べ物は、チョ
コレートファウンテンにつけて美味しく楽
しく食べましょう！

エンジョイチケット売り場 (柏の葉 蔦屋書店カウンター)

T-SITE の大きな
窓に、好きな絵を
思いっきりいっぱ
い描いちゃおう！

普段は作れない大
きいシャボン玉を
作って遊ぼう！人
が入れるような、
シャボン玉もでき
るかも ... ？

顔や好きなところ
にボディシールを
貼ってデコレー
ション！数種類ご
用意してお待ちし
ております。
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×5枚 ¥1,000円

¥800円

×8枚
×8枚

1F ギャラリーA
10/6(土)～31(水)1

■10:00ー12:00、13:00ー17:00（全6回）

① instagramで「@kashiwanohatsite」をフォロー
②「#柏の葉tsite」「#halloween」をつけて、柏の
葉T-SITEで撮った写真をinstagramに投稿！
投稿した方に抽選でプレゼントをご用意します！

ハロウィンフォトでプレゼントをもらおう！

■お写真１枚プレゼント
■対象年齢：1歳以下のお子さま

＃撮る　＃HPより要予約　#各回 3組限定

ベビーガーデン
2F どんぐりの小部屋

ハロウィン限定の寝転びフォトスポットで、
フォトスタジオ「サラハウス」による写真
撮影を行います！かわいい仮装姿を素敵な
写真で残しましょう！

8 ×8枚

■10:00ー17:00（1時間に1回開催）

＃つくる　＃HPより要予約　#予約優先　#各回5組限定

アイシングクッキー作り
1F キッチンスペース

可愛い形のクッキーをカラフルに塗って、
簡単にできるアレンジを楽しみましょう！
初めてでも大丈夫！お子さまでも簡単に出
来るよう、かためのアイシングを使用しま
す。未就学児のお子さまは保護者同伴で参
加可能です。

7 ×5枚

アップルボビングごっこ
1F ギャラリー B

2

＃遊ぶ　＃景品有り　#なくなり次第終了

魔女がなべに宝を落としちゃった！たくさ
んある中から印のついた宝を探そう。宝を
みつけると、ご褒美がもらえるよ！

魔女のなべで宝探し
２F 柏の葉ラウンジ

11いたずらペイント
1F ギャラリーD

4 マジックバブル
1F テラス

5 フェイスデコ
２F 柏の葉ラウンジ

10

¥1,600円

¥1,400円
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このパーティーでは魔女の紙幣「エンジョイチケット」を使って遊びます。お得な前売りは 10月1日（月）より販売！

○前売り、当日ともに柏の葉 蔦屋書店カウンターにてご購入いただけます。
○１枚での販売はございません。    ○返金・換金等はできません。

前売り価格当日のみ販売

（税込） （税込） （税込）

（税込） （税込）

×3枚 ¥600円

前売り価格

魔女たちがこの日色々な遊びを用意してパーティーを
ひらくみたい。人間の子どもも参加できるけど、
仮装をしないと魔女にさらわれてしまうというウワサ。
この日は皆で仮装して、パーティーに参加しよう！

イベントの詳細・ご予約は
柏の葉T-SITE 公式HPから
https://store.tsite.jp/kashiwanoha/event/

○イベントの内容は変更になる場合がございます。

○詳しくは会場またはHPよりお知らせいたします。

○仮装していなくてもお楽しみいただけます。

大変だ！魔女がTサイトを占領 !?

■10:00ー17:00（所要時間約30分）

＃つくる　＃予約不要　#30組限定　

カラフル モンスターバッグ作り
1F クラフトスペース

6 ×5枚

×2枚 ×2枚×1 ×1 ×1

自分で作ったバッグにお菓子を入れて、ハ
ロウィンをもっと楽しもう！完成品のバッ
グに、お好きな顔パーツや、ポンポンなど
をボンドで張り付けて簡単にオリジナル
バッグを作ります。未就学児のお子さまは
保護者同伴で参加可能です。

フォトブース&キャンディスティック作り

■10:00ー17:00（所要時間約30分）

＃つくる　#撮る　＃予約不要　 # なくなり次第終了

1F ギャラリーC

透明の筒状のケースに好きな味のキャン
ディを詰めたら、魔法のスティック風や、
カラフルな動物スティックにデコレーショ
ン！メキシカンハロウィンのフォトブース
では撮影のみでも楽しめます。未就学児の
お子さまは保護者同伴で参加可能です。

3 ×3枚
（撮影のみ：2枚）　
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