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千里中央の６施設で実施する共通イベント
主催：千里中央エリア活性化プログラム連絡協議会

後援：北大阪急行電鉄株式会社／大阪モノレール

協力：FM千里83.7MHz／J:COM 北大阪／豊中市千里文化センター「コラボ」／特定非営利活動法人ママトリエ

千里中央エリア活性化プログラム連絡協議会

千里中央を中心とした商業コミュニティ・エリアの地域貢献に寄与することを目的とした活動を行っております。

せん
ちゅ
うだい

すきキャンペーン第9弾

新型コロナウイルス感染症拡大防止への取り組みとお願いについて
●ご来場の際には、咳エチケットや手洗い、マスク着用等感染症拡大防止にご協力ください。●各会場に手指用消毒をご用意しておりますのでご使用く
ださい。●発熱や咳等の症状のある方は体調を最優先し、ご来場をお控えいただきます様お願いいたします。●会場では、大阪コロナ追跡システムを導入
いたしております。ご来場の際はご登録のご協力をお願いいたします。●ソーシャルディスタンスの確保等、感染症拡大防止にご協力をお願いいたします。
●感染症拡大防止のため、全スタッフがマスクを着用し対応いたします。予めご了承ください。●感染リスクが高い状況と主催者が判断した場合は、安
全を考慮し、イベントを中断もしくは中止する場合がございます。予めご了承ください。

※掲載内容は予告なく変更または中止となる場合がございます。予めご了承ください。※画像・イラストはいずれもイメージです。

ママ・マルシェ  
手作りの雑貨やアクセサリーなどこだわりのお店と、

ワークショップがせんちゅうパル 2F 中央エリアに大集合！

せんちゅうパルのお店も出店！

自分だけのお気に入りをみつけたり、

ワークショップで世界で1つだけの作品を作りませんか。

せんちゅうでわくわくする時間をお過ごしください。

10月29日（土）・30日（日） 
各日10:00～17:00

せんちゅうパル 2F 中央エリア

開催日時

開催場所

無料入場料

特定非営利活動法人ママトリエ協力

※雨天決行・荒天中止

※出店内容、出店数は予告なく変更になる場合がございます。 
※出店募集はすでに終了しております。

総勢
約30組が
大集合！

同時開催！

ここにひもを通してね▶

期間中
「せんちゅうだいすき

ハロウィン撮影隊」が登場！
開催時間 各日10:15~16:45

開催場所 各施設内スポット
（イオンSENRITO専門館、オトカリテ、
阪急百貨店 千里阪急、千里阪急ホテル、阪急オアシス）
プロカメラマンが撮影キャラバン隊として5施設を巡回し、

ハロウィンの扮装をしたお子さまを撮影します。

千里中央エリア活性化プログラム連絡協議会事務局 株式会社アド・ウォーク
メールアドレス：senchu_info@adwalk.co.jp／担当：岸田（慎）・岩永

千里中央エリア
活性化プログラム連絡協議会とは
千里中央を中心としたエリア全体の活性化を目指し、周辺の商業施設及び
企業が協力し、地域の皆様が使いやすい環境を作る事を目的として活動を
行っております。また、千里中央を1つのコミュニティ・エリアと見立てて全体を
より良い環境にする事により公益性を高めた活動を行ってまいります。
また、その一環として1年を通じて「せんちゅうだいすきキャンペーン」と称して
せんちゅうフェスタなどの地域連携イベントを開催しております。

詳しくは千里中央エリア活性化プログラム連絡協議会HP（https://senchu-daisuki.jp/）をチェック▶

2019年10月 ［せんちゅうフェスタ］
せんちゅうだいすきマーケット・
ハロウィンなりきりパーティー・
オリジナルキャンドルロード

問合せ

※参加募集はすでに終了しております。



EVENT INFORM ATION 各施設イベント情報

イオンSENRITO専門館

公式LINEお友だち限定

日 時

500円お買物券プレゼントキャンペーン 

フォトスポット ～Halloween BOOK～

10月29日（土）・30日（日） 10:00~19:00

レシート対象期間中のイオンSENRITO専門館の専門店※１でのお買い上げレシート
5,000円（税込・合算可）ごとに500円のお買物券をプレゼント！ ※お1組様最大2枚まで ※１スーパーマーケットKOHYOは対象外。

500円お買物券をGETした方に、ダブルチャンス!! 

100円お買物券を追加でプレゼント！

※お買物券がなくなり次第、早期終了の可能性がございます。※詳細はHPをご確認ください。

※詳細は公式LINEをご確認ください。

定 員 各日最大500名様

場 所 2F 無印良品前スペース

期間 : 10月31日（月）まで  場所 : SENRITOよみうり2F YOMIURI PLAZA

ハロウィーン装飾
日時 : 10月29日（土）・30日（日）10:00～17:00  場所 : 1F ゴールドプラザ横特設スペース

レシート
対象期間　 10月24日（月）～30日（日）

オトカリテ

日 時

オトカリテのハロウィンカーニバル
10月29日（土）・30日（日） 10:00～17:00

かぼちゃやおばけのキャンディーバッグを作ったり、ゴーストキャッチで遊んだり、
最大1,000円分のお買物券が当たる抽選会に参加したり！オトカリテで遊びつくそう!!

定 員 各日最大200名様

場 所 1F ゴールドプラザ横 特設スペース
イベント当日オトカリテ1F～3Fの当日お買上げレシートご持参 or 
オトカリテ公式インスタグラムフォローの方 1回無料参加条件 1回100円（税込）

10月31日（月）から使える
オトクなクーポン配信予定！

せんちゅうパル

探して答えよう！パルのクイズラリー
期間中、せんちゅうパル館内設置の応募用紙に、クイズの回答と期間中の
せんちゅうパルでのお買い上げレシート3,000円以上（税込・合算可）を添付して
応募BOXに投函いただくと、抽選で人気の電化製品など豪華賞品が当たるチャンス！
せんちゅうパル金券が当たるWチャンスもございます。ぜひご参加下さい！

バルミューダ 
BALMUDA The Toaster

［ 賞品の一例 ］

期 間 11月5日（土）～27日（日）
場 所 せんちゅうパル館内

阪急百貨店 千里阪急

日 時

千里阪急ポイントカード新規入会キャンペーン
せんちゅうフェスタ参加者様限定！

クラブ・エフカード搭載電子マネーお支払いで

ハロウィーン フォトスポット

10月29日（土）～31日（月） 10:00～17:00

本誌をご提示のうえ、千里阪急ポイントカード新規入会でSポイント100ポイントをプレゼント!
さらに、千里阪急公式LINEのお友だち登録でプラス100ポイント!

※対象は千里阪急ポイントカード、公式LINEともに、新規登録の方のみとなります。詳しくは売場係員におたずねください。

定 員 先着150名様

場 所 5F こども服売場カウンター

期間 : 10月31日（月）まで  場所 : 2F 正面入口横

千里阪急ホテル

日 時

アフタヌーンティー 
～森のハロウィンパーティー～

10月31日（月）まで 12:00～17:00（L.O.16:00）

ゆったりくつろげるソファ席のある店内で、季節ごとにテーマの変わるアフタヌーンティーを
お楽しみいただけます。※くわしくはHPをご確認ください。

場 所 東館2F メインラウンジ「さくららうんじ」
料 金 1名様 3,000円（税・サ込）

1日限定
20食
［要予約］

阪急オアシス

期 間

電子マネーご利用ポイント3倍デー
10月29日（土）・30日（日）

クラブ・エフカード搭載の
Litta・楽天Edyカードでの
お支払いでご利用ポイントが
3倍に！

オトクなクーポンや
最新情報を随時配信中!!

hautequalite_senrichuo

イベント情報配信中!

senri_hankyu_hotel_

最新情報を
配信中！
お友だち募集中！

自分らしく
センスのある
暮らしをご提案

こども服売場の
魅力を発信!

ファッションからフードまで
暮らしに寄り添う
多彩な情報をお知らせ

情報がいっぱい! 
更にポイントカード連携で
お得に!!

最新情報を
配信中！
フォローしてね！



キッズたちのハロウィン戦記Ⅲ!
～天空のSENRI神王と冒険のともだち“黒い 王冠の魔女”最終決戦ファイナル・シーズン～

キッズたちのハロウィン戦記Ⅲ!
～天空のSENRI神王と冒険のともだち“黒い 王冠の魔女”最終決戦ファイナル・シーズン～

最終決戦!! "黒い王冠の魔女"との決戦 

集めたともだちの証（スタンプ）の数だけボールがもらえるよ。

そのボールを使って、ミニゲームで黒い王冠の魔女をやっつけよう！

ごうかなお宝やおかしが当たるチャンス！

※最終決戦のご参加はお一人様1回までとなります

Nintendo Switchのロゴ・ 
Nintendo Switchは任天堂の商標です。

冒険の書

各施設内にあるこのマークの

お店をさがそう。「おかし」がもらえるよ！
※おひとりさま１０コまで。

ただし、１カ所につき1コのお渡しとなります。

その2 せんちゅうパル 2F 南広場 18:00まで（最終受付17:45）

ミニゲームに
チャレンジ！！

黒い王冠の魔女をやっつけると

宝箱ガラポンにチャレンジできるよ！

①ミニゲーム

②宝箱ガラポンに挑戦！

サブクエスト トリック オア トリート

この他にも

ステキな賞品が
あるよ！

"天空のともだち"に会い、「ともだちの証」（スタンプ）を集めよう！
ともだちの証（スタンプ）を集めよう！ともだちの証（スタン  プ）は全部で、7カ所にあるよ！

■イオンSENRITO専門館 4F JTB前休憩スペース   ■豊中市千里文化センター「コラボ」 2F  多目的スペース

■せんちゅうパル 3F マジックミシン前  ■阪急百貨店 千里阪急 5F こども服売場

■千里阪急ホテル 1F ロビー フロント横  ■阪急オアシス キッチンスタジオ  ■オトカリテ 1F ゴ  ールドプラザ横 特設スペース

その１ 各会場 10:00～17:00

Nintendo Switch 賞

2名さま
めい

2名さま
めい

しょう はんきゅうひゃっかてん

きせつ くだものつめあわ

そうとう

せんりはんきゅう しょう

阪急百貨店 千里阪急 賞

「季節の果物詰合せ

（3,000円相当）」
※入荷状況により内容が異なります。

●イオンSENRITO専門館 賞

　お買物券500円分

●オトカリテ 賞 

　お買物券500円分 

●せんちゅうパル 賞

　お買物券1,000円分

●阪急オアシス 賞

　人気食品詰合せ 

しょう

しょう

しょう

かいものけん

にんきしょくひんつめあ

えんぶん めい

めい

めい

めい

かいものけん

かいものけん

えんぶん

はんきゅう しょう

せんもんかん

100名さま

100名さま

10名さま

8名さま

  ここは"天空のSENRI王国"。 今日は、みんなが 楽しみにしていたハロウィンパーティーだったのに、

今年もパワーアップした"黒い王 冠の魔女"が邪魔をしています。

あなたは天空のSENRI神王と会い、「この地にいる 天空のともだちを探し出してほしい」とたのまれた。

天空のSENRI王国にいる７人の"天空のともだち"に会い、「ともだちの証」（スタンプ）を集め、パワーアップした"黒い王冠の魔女"に戦いを挑もう！

決戦の地では、集めた「ともだちの証」（スタンプ）があなたの力に なってくれるでしょう。 さぁ、"天空のともだち"に会いに旅立とう!!

てんくう

ことし

てんくう

おうこくてんくう

けっせん ち あつ あかし ちから てんくう あ たびだ

てんくう あ あかし あつ くろ おうかん まじょ たたか いど

しんおう あ ち てんくう さが だ

くろ おう かん まじょ じゃま

おうこく きょう たの

※画像はイメージです。

てんくう しんおう ぼうけん くろ おうかん まじょ さいしゅうけっせん

ぼうけん

せんき
しょ

さいしゅうけっせん くろ

くろ

たからばこ

おうかん まじょ

おうかん まじょ けっせん

あつ

つか くろ おうかん まじょ

あかし かず

たから あ

ほか

しょうひん

みせ

かくしせつない

しょ わた

みなみひろば さいしゅううけつけ

たからばこ ちょうせん

てんくう

あかし

せんもんかん

せんりはんきゅう よこ はんきゅう よこ とくせつ

まえ せんりはんきゅう ふくうりばはんきゅうひゃっかてん

まえきゅうけい たもくてきとよなかしせんりぶんか

あかし ぜんぶ しょあつかくかいじょう

あ あかし あつ



※最終決戦のご参加はお一人様1回までとなります
阪急オアシス

優しさのともだちの神

ともだちの 証  M A P
阪急百貨店 千里阪急 

愛のともだちの神

勇気のともだちの神

千里阪急ホテル

1F ロビー フロント横

強さのともだちの神

オトカリテ

ガラポンの数

個

スタンプの数

スタッフ記入欄

個

キッチンスタジオ

心のともだちの神

豊中市千里文化センター「コラボ」
2F 多目的スペース

1F ゴールドプラザ横 特設スペース

知恵のともだちの神

イオンSENRITO専門館

4F JTB前休憩スペース

5F こども服売場

力のともだちの神

せんちゅうパル

3F マジックミシン前

サブ
クエスト

2F 南広場

せんちゅうパル
みなみひろば

最終決戦
さいしゅうけっせん

ともだちの証
（スタンプ）を
集めたら、
ここに来てね

あかし

あつ

き

MAP の■部分に「とも だちの証」（スタンプ）を

押してね。「おかし」が もらえるお店もあるので

探して みよう !

MAP の■部分に「とも だちの証」（スタンプ）を

押してね。「おかし」が もらえるお店もあるので

探して みよう !

ぶぶん あかし

さが

お みせ

やさ

はんきゅう

かみ あかし

あい かみ

はんきゅうひゃっかてん せんりはんきゅう

ふくうりば

ゆうき かみ

せんりはんきゅう

よこ

つよ かみ ちえ かみ

とくせつよこ

せんもんかん

まえきゅうけい

こころ かみ

とよなかしせんりぶんか

たもくてき

ちから かみ

まえ


