
応募コーナー 館内各所

上記イベントに関するお問合せは 下関商業開発（株）☎083-232-1118まで!　※都合によりイベント内容が変更になる場合がありますので、予めご了承下さい。

※実際とは若干異なる場合がございます。又各賞品はお選びにはなれません。あらかじめご了承下さいませ。
※大丸・アートネイチャー・炭旬・くいもの屋 わんのお買上げは対象外です。
＜個人情報の取り扱いについて＞お客様にご記入頂いた個人情報に関しましては、当選者の方へ
賞品又は当選通知を発送する事の他、シーモールのセールやイベントのご案内をさせて頂く場合がございます。

＜シーモール駐車場ご利用の方＞駐車場レシートサービスご希望の方は駐車場出口にてレシートが必要です。
本応募企画にも応募希望の場合は、一度応募用紙とレシートをお持ち帰りいただき、郵送又は期間中再来店時に応募箱に
ご投函下さい。 【郵送先】〒750-0025 下関市竹崎町4-4-8下関商業開発（株）

厳正なる抽選の上、賞品又は当選通知の発送をもって発表にかえさせて頂きます。当選発表

期間中応募コーナーに応募用紙を据置しております。応募用紙1枚につき、期間中の
シーモール各店でのお買上げレシート、合計1,000円以上を添付の上ご応募ください。

モンレーブ
ペアディナー券

5名様 5名様 5名様 5名様 5名様

名様

ジュース
1ケース 1ケース 30cm×50m

5本
5個入 12ロール

8個
8個入
1箱

H&M
ギフトカード

ユニクロ
ギフトカード

しまむら
商品券

図書カード
2,000

モンレーブモンレーブ
ペアディナー券ペアディナー券

5名様 5名様 5名様 5名様 5名様

名様

ジュースジュース
スケース1ケースススス1ケース1ケース スケース1ケ スススス1ケース1ケース 050×530c30cm×5×0 003 m 5 m× mmm×50m30 00330cm×50m

本本5本本本5本本5本本5本5本
5個入入5個入5個入 12ロール12ロール

8個8個
8個入入8個入8個入
1箱1箱

H&MH&M
ギフトカードギフトカード

ユニクロユニクロ
ギフトカードギフトカード

しまむらしまむら
商品券商品券

図書カード図書カード
2,0002,000

※お一人様1個場 所

時 間
1F コンコース
10：00～なくなり次第終了

場 所

時 間
シーモール各店でのお買上
げレシート合計1,000円以
上ご提示で1名様参加可。

参加無料
場 所

時 間
1F 正面玄関
9：45～

（水・祝）

321

2F サンパティオ
10：00～17：00

シーモールシーモール
リニューアルオープン

紙を据置しております 応募用紙1枚につき 期間中の

リニュ アルオ プン

場 所
時 間

4F シーモールホール
①13：00～ ②16：00～

（土）

324
出演／「平野ノラ」「ノボせもん」「とんこっちゃん・ふじ子」

■全席自由の為、3月24日当日は入場整理券を招待券1枚ご提示につき1枚
　お配りします。代表者の方が取りに来られてもOKです。
■入場整理券は当日午前9：30よりシーモール1Fコンコースにて配付致します。
■整理券の順番にご入場頂きます。会場内は全席自由です。
■整理券がなくてもご入場できます。
■立ち見の場合もございます。

※当日は立ち見の場合もございます。※招待券は3歳以上～必要です。
2歳以下のお子様でもお席が必要な場合は招待券をお持ち下さい。

シーモールリニューアルオープン記念イベント
平野ノラお笑いライブ

シーモールにてお買上げやお食事された合計1,000
円以上のレシートを専門店街1Fインフォメーションカ
ウンターにご持参頂くと先着各回450名様に招待券
をペアでプレゼント。
※招待券がなくなり次第終了です。

平野ノラ平野ノラ

ノボせもんノボせもん

とんこっちゃん・ふじ子とんこっちゃん・ふじ子

全席自由・要招待券

（日）

325
カモンFM「アニメ関門文化学園」20周年記念
公開録音「影山ヒロノブ トークショー」 観覧

無料

観覧
無料

※開場1時間前予定
（混雑時は早めます）

■主催／シーモール■後援／COME ON！FM

アニソン界のプリンスがシーモールのテーマ曲を歌う！

影山ヒロノブワイワイワールド
シーモール!!

場 所 2F サンパティオ 時 間 13：00～

カモンFM「アニメ関門文化学園」20周年記念
「影山ヒロノブ スペシャルライブ」

場 所 4F シーモールホール
時 間 15：30～

影山ヒロノブ影山ヒロノブ

各会場で物販を購入すると、
抽選でステキな
賞品が当たる！！

上記イベントに関するお問合せは 下関商業開発（株）☎083 232 1118まで! ※都合によりイベント内容が変更になる場合がありますので 予めご了承下さい

シーモール各店でのお買上げレシート合計1,000円以上ご提示
で1名様参加可。

場 所

時 間
2F セントラルコート
10：00～16：00

参加無料（日）

325
（土）

331
（日）

4 1

場 所
時 間

2F サンパティオ

みんなで一緒に、「映画プリ
キュアスーパースターズ！」
のオリジナルぬりえを楽し
もう！なんと、当日イベント
に参加してぬりえをしてくれ
たお友だちには、特製ポス
トカードをプレゼント！

©2018 映画プリキュアスーパースターズ！製作委員会

「映画 プリキュアスーパースターズ！」
は、シネマサンシャイン下関にて

大ヒット公開中！

『映画プリキュアスーパースターズ！』公開記念！
みんなのスーパー☆ぬりえイベント

VRジャングル
アドベンチャー

VR海底さんぽ
4/1（日）3/31（土）

各日10：00～17：00
（数に限りがございますので、なくなり次第
終了となります。ご了承ください。）

VR体験会

（日）

4 1
場 所

時 間

4F シーモール
      ホール
①11：00～
②14：00～

各回ショー終了後
写真撮影会・
握手会を開催！

是非カメラをご持参下さい。

観覧無料

■主催／シーモール■後援／COME ON！FM

場 所 時 間

DANCE STAGE～
一緒にしもるん体操を踊ろう

特別企画
「SLH展」SHARE LOCK HOMES LIVE

※開場1時間前予定（混雑時は早めます）
    オールスタンディング・物販有り

SLHの魅力が
ぎゅっとつまったパネル展

2F セントラルコート 13：00～

場 所 時 間4F シーモールホール 場 所 2F ピアモール15：30～

観覧
無料

（土）

4 7
観覧無料

観覧無料

（日）

4 1
（土）

4 7

（水・祝）

321
（日）

48

（土）

324
（日）

325

シーモールオリジナル
「巌流焼」プレゼント

小学生から大人まで楽しめる近未来の乗物
「インモーション」試乗体験会

※一部対象外※一部対象外

場 所
時 間

2F セントラルコート

期間中シーモールでのお買
物・お食事レシート（いくらで
も可）をご提示ください。
※お一人様1枚まで。

※写真はイメージです。
3/24（土）はこちら! 3/25（日）はこちら!

10：00～なくなり次第終了

はこ

お買
らで

コート

※写真はイメージ※写真はイメ
3/24（土）はこちら! 3/25 日（日）は

り次第
ト

3/24（土）はこちら! 3/25（日）は

第終第終了

ボクも欲しいるん♪
絶対ゲットだるん♪

・獺祭樽酒 鏡開き
・振舞酒（なくなり次第終了）

ご来場者様
無料プレゼント

※未成年又は運転手の方へは提供で
きません。予めご了承下さい。

テープカットテープカット

野々村彩乃野々村彩乃
14：00～2Fセントラルコートにて
ミニコンサートを開催

ゲスト

観覧無料


