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２０１８年８月８日
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社

９月７日（金）全国ロードショー『映画 おかあさんといっしょ はじめての大冒険』公開記念

「デックス東京ビーチで遊ぼう！わくわくキッズフェア」開催
実施期間：２０１８年８月１４日（火）～９月２１日（金）
東急不動産ＳＣマネジメント株式会社（本社：東京都港区、社長：粟辻稔泰）が運営管理する東京・お台場の商業施
設「デックス東京ビーチ」（東京都港区台場１－６－１）は、国民的人気番組「おかあさんといっしょ」初の映画化となる
『映画 おかあさんといっしょ はじめての大冒険』の公開を記念して、タイアップキャンペーン「デックス東京ビーチで遊
ぼう！わくわくキッズフェア」を２０１８年８月１４日（火）～９月２１日（金）まで実施します。
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「デックス東京ビーチで遊ぼう！わくわくキッズフェア」では、映画に登場するお兄さん、お姉さん、チョロミ―たちのパ
ネルの前で一緒に写真を撮れるフォトスポットや無料で楽しめる迷路、そして映画観賞券や「ガラピコぷ～」グッズが当
たるガラポン抽選会、さらにプレゼントキャンペーンなど、お子さまに楽しんでいただける様々な催し物をご提供しま
す。
＜開催概要＞
・名
称： デックス東京ビーチで遊ぼう！わくわくキッズフェア
・期
間： ２０１８年８月１４日（火）～９月２１日（金）
・場
所： デックス東京ビーチ内
・内
容：
１．わくわく広場
期間：２０１８年８月１４日（火）～９月２１日（金）
『映画 おかあさんといっしょ はじめての大冒険』の世界に触れよう！映画に登場するお兄さん、お姉さん、チョ
ロミ―たちのパネルの前で一緒に写真を撮れるフォトスポットを設置。他にも、踏むと音が鳴る“わくわくピアノ”
など、無料で楽しめます。

２．巨大！わくわくガラポン

開催日：２０１８年８月２５日（土）・２６日（日）、９月１５日（土）・１６日（日）・１７日（月・祝）

巨大ガラポンにチャレンジ！映画鑑賞券や「ガラピコぷ～」グッズがその場で当たる抽選会を実施します。
３．わくわくプレゼントキャンペーン
期間：２０１８年８月１４日（火）～９月２１日（金）
デックス東京ビーチへ来館した方が無料で参加できる応募キャンペーン。抽選で「ガラピコぷ～」キッズ用傘や
映画オリジナルマスキングテープ等が当たります。
４．巨大！わくわく迷路
開催日：２０１８年９月１日（土）・２日（日）
デックス広場に巨大なエアー迷路が登場！無料で楽しむことができます。

＜イベント詳細＞

１．わくわく広場
『映画 おかあさんといっしょ はじめての大冒険』の世界に触れよう！映画
に登場するお兄さん、お姉さん、チョロミ―たちのパネルの前で一緒に写真
を撮れるフォトスポットを設置。他にも、踏むと音が鳴る“わくわくピアノ” な
ど、無料で楽しめます。
・期
間：２０１８年８月１４日（火）～９月２１日（金）
・時
間：１１：００～２１：００
・場
所：シーサイドモール３Ｆ デックス広場
・参 加 費 用：無料

わくわく広場
※イメージ画像

２．巨大！わくわくガラポン
巨大ガラポンにチャレンジ！映画鑑賞券や「ガラピコぷ～」グッズがその場
で当たる抽選会を実施します。
・開 催 日：２０１８年８月２５日（土）・２６日（日）
２０１８年９月１５日（土）・１６日（日）・１７日（月・祝）
・時
間：１２：００～１８：００
・場
所：シーサイドモール５F レストラン広場
・参 加 方 法：当日館内のお買い上げでレシート２,０００円（税込／合算可）
ごとに１回参加。※お一人様最大３回まで
※賞品がなくなり次第終了
・賞
品：
＜８月２５日（土）・２６日（日）＞
・映画観賞券（ムビチケ） 親子ペア券
・ぬいぐるみ M（チョロミ―、ガラピコ、ムームー）
・ピクチュアパズル１０ピース
・B5 ぬりえ ガラピコぷ～

映画観賞券
（ムビチケ）

ぬいぐるみ M
（チョロミ―、ガラピコ、ムームー）

巨大！わくわくガラポン
※イメージ画像

＜９月１５日（土）・１６日（日）・１７日（月・祝）＞
・パペットぬいぐるみ（チョロミ―、ガラピコ、ムームー）
・わくわくシールバッグ ガラピコぷ～
・ピクチュアパズル１５ピース
・じゆうちょう ガラピコぷ～

B5 ぬりえ
ガラピコぷ～

ピクチュアパズル
１０ピース

パペットぬいぐるみ
（チョロミ―、ガラピコ、ムームー）

３．わくわくプレゼントキャンペーン
デックス東京ビーチへ来館した方が無料で参加できる応募キャンペーン。
抽選で「ガラピコぷ～」キッズ用傘や映画オリジナルマスキングテープが当
たります。
・期
間：２０１８年８月１４日（火）～９月２１日（金）
・場
所：シーサイドモール３Ｆ デックス広場
※応募箱と応募用紙を設置
・参 加 費 用：無料
・賞
品：「ガラピコぷ～」キッズ用傘
マスキングテープ
（チョロミ―、ガラピコ、ムームー）
マスキングテープ３種セット
デックス東京ビーチ「お買物券」５００円分

「ガラピコぷ～」キッズ用傘
（チョロミ―、ガラピコ、ムームー）

４．巨大！わくわく迷路
デックス広場に巨大なエアー迷路が登場！無料で楽しむことができます。
・開 催 日：２０１８年９月１日（土）・２日（日）
・時
間：１１：００～１８：００
・場
所：シーサイドモール３F デックス広場
・参 加 費 用：無料
わくわく迷路
※イメージ画像

『映画 おかあさんといっしょ はじめての大冒険』
２０１８年９月７日（金） 全国ロードショー
１９５９年に放送が開始され、時代とともに何世代もの間親しまれてきた“超”長寿番組「おか
あさんといっしょ」が、この秋 『映画 おかあさんといっしょ はじめての大冒険』のタイトルで
初の映画化、９月７日（金）より全国ロードショーとなります。本作は、ゆういちろうお兄さん、
あつこお姉さん、よしお兄さん、りさお姉さんがテレビの枠を越えて様々なことにチャレンジ！
歌って踊って楽しめるスペシャルな内容になっています。また番組でおなじみの人形劇「ガラ
ピコぷ～」は待望のアニメ化。チョロミー、ムームー、ガラピコの宇宙での大冒険が活き活き
と描かれます。全編にわたって、みんなで楽しめるコーナーが盛りだくさんの約７０分！お子
さまの人生で初めての映画館体験となる“ファーストムービー”としてお楽しみ頂けます！
出

演： 花田ゆういちろう 小野あつこ 小林よしひさ 上原りさ チョロミー ムームー
ガラピコ スキッパー
声の出演 ： 吉田仁美 冨田泰代 川島得愛 西川貴教 横山だいすけ 関根麻里
配
給： 日活／ライブ・ビューイング・ジャパン
公 式 Ｈ P： http://eiga-okaasan.jp
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＜施設概要＞
施 設 名
所 在
店 舗
営 業 時

称
地
数
間

デックス東京ビーチ （デックストウキョウビーチ）
〒１３５－００９１東京都港区台場１－６－１
９２店舗（２０１８年８月８日現在）
路面店舗 レストラン、カフェ、物販、サービス、その他ショップ
３Ｆ～５Ｆ レストラン、カフェ、物販、東京トリックアート迷宮館
３Ｆ
東京ジョイポリス
３Ｆ
マダム・タッソー東京（入口）
３Ｆ

施設代表ＴＥＬ
公 式 Ｈ Ｐ
ア ク セ ス

レゴランド・ディスカバリー・センター東京（入口）

５Ｆ
レストラン
６Ｆ
レストラン
０３－３５９９－６５００
ｈｔｔｐ://ｗｗｗ.ｏｄａｉｂａ-ｄｅｃｋｓ.ｃｏｍ/
電車
ゆりかもめ「お台場海浜公園」駅から徒歩２分
りんかい線「東京テレポート」駅から徒歩５分
車
首都高速１１号台場線「台場ランプ」から約３分
首都高速湾岸線「有明/臨海副都心ランプ」から約４分

各店により異なる
１１：００～２１：００
１０：００～２２：００ （最終入場２１：１５）
平日 １１：００～２０：００ （最終入場１９：００）
土日祝 １０：００～２０：００ （最終入場１９：００）
平日 １０：００～２０：００ （最終入場１８：００）
土日祝 １０：００～２１：００ （最終入場１９：００）
１１：００～２３：００
１１：００～２４：００

＜夏季営業時間変更について＞

※路面店、５・６Ｆレストラン・カフェ、３Ｆレゴランドは、営業時間に変更なし
◇３Ｆ～５Ｆ：物販、東京トリックアート迷宮館 ※たこ焼ミュージアム以外
２０１８年７月１４日（土）～９月２日（日） ※８月１１日（土・祝）～８月１５日（水）は除く
平日
１１：００～２１：００ （通常営業）
土日祝
１０：３０～２１：３０ ※９月２日（日）は２１：００閉店
２０１８年８月１１日（土・祝）～８月１５日（水）
１０：３０～２２：００
◇４Ｆ：たこ焼ミュージアム
２０１８年７月１４日（土）～９月２日（日） ※８月１１日（土・祝）～８月１５日（水）は除く
平日
１１：００～２２：００ （通常営業）
土日祝
１０：３０～２２：００
２０１８年８月１１日（土・祝）～８月１５日（水）
１０：３０～２２：００

読者・視聴者からのお問合せ先

Ｔｅｌ：０３－３５９９－６５００

