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NEWS LETTER

HALLOWEEN FESTA
愛犬や子供、ゾンビと一緒に参加できる賑やかなハロウィンパレードを開催！
ヴィーナスフォートでは10/16(⾦)より「ハロウィン フェスタ」がスタートいたします。館内レストラン・
カフェでは趣向をこらしたハロウィンメニューをご⽤意、各店舗でもハロウィングッズを取り揃え、特別な
サービスやイベント等を開催します。また、10/24(⼟)にキッズやワンちゃんが仮装して館内を練り歩く賑や
かなパレードを開催します 今年はヴィーナスフォートでハロウィンパーティをお楽しみください
かなパレードを開催します。今年はヴィーナスフォートでハロウィンパーティをお楽しみください。

キッズ・ワンちゃんとゾンビがコラボ！？ 10/24(⼟)に仮装パレード開催！
キッズとワンちゃんの仮装パレードを開催！とびきりの仮装をしたキッズとワンちゃんたちが館内を練り歩きます。
マイケルジャクソン「スリラー」のゾンビ仮装をしたダンサー達もコラボし、賑やかなパレードを繰り広げます。
⾒どころ1：キッズとワンちゃんのキュートな仮装！
⾒どころ2：TtMJゾンビ達の本格仮装＆フラッシュモブ！
ど
ゾ ビ達 本格仮装
ブ
⾒どころ3：パレード参加時は特別に、2Ｆもワンちゃんの
リード⼊場ＯＫ！(普段は1Ｆのみ)
【⽇程】 10⽉24⽇(⼟) 15：00〜
【場所】 1F パレットプラザからスタート → 1F → 2F 噴⽔広場
→ 2F エントランス → パレットプラザでゴール

【参加⽅法および参加条件】

10⽉22⽇(⽊)までにキッズ・ペットの対象店舗にてパレードの
エントリ シ トを受け取り その場でお申込み下さい
エントリーシートを受け取り、その場でお申込み下さい。
※定員になり次第募集終了（キッズ、ペット各30組予定）
※保護者様およびオーナー様の同伴必須
①キッズ
参加条件：0歳〜⼩学校6年⽣までで、当⽇仮装をして参加可能な⽅
参加店舗：ディアキッズパーク各店舗
②ワンちゃん
参加条件：当⽇仮装をしたワンちゃんと参加可能な⽅
参加店舗：JEWELCAKE、ジョーカーズタウン、PET PARADISE、
WANDAWAY ドッグデプト
WANDAWAY、ドッグデプト

マイケル・ジャクソンのファン
集 団 TtMJ(Tribute to Michael
Jackson)。 ハロウィン時期に世
界中でダンス・パフォーマンス
されるマイケル・ジャクソンの
代表曲「スリラー」をモチーフ
にした仮装をして、⼤⼈数でフ
ラッシュモブパフォーマンスを
⾏います！パレードが⾏われる
15：00に加え13：00からもフ
ラッシュモブを開催予定。

期間限定のハロウィンメニューが登場！
館内レストラン・カフェ 17店舗にて、10/16(⾦)〜10/31(⼟)の期間、⾒た⽬も味も楽しめる期間限定のハロウィンメニュー
をご提供します。「TRICK OR TREAT!」と唱えると素敵なプレゼントが貰えるキッズ限定の企画もご⽤意しております。

[1F] AROUND TABLE

[2F] a le Loic

[3F] MANGROVE

[1F] チロリカフェ

【本件に関するお問い合わせ】
ヴィーナスフォートＰＲ事務局（プラチナム内） 担当：⽯⾒・針⾕・千秋
TEL：03-5572-6072 FAX03-5572-6075
E-mail：venusfort@vectorinc.co.jp
※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。ご取材の際は上記にお問い合わせください。

■ NIKE FACTORY STORE ODAIBA （ナイキファクトリーストア お台場）
ハロウィンおすすめグッズが勢ぞろい！

都心初

⼤⼈も⼦供もワンちゃんも！仮装グッズやインテリアグッズでハロウィン気分を盛り上げよう。
[1F] ジョーカーズタウン

[1F] PET PARADISE

(左)ハロウィンパンプキンワンピース
¥5 300 / 変⾝帽⼦ハロウィンハッ
¥5,300
ト ¥1,200〜1,300
(右)ハロウィンデンタルロープトイ
(ゴーストフレンド) ¥680

前掛けタキシード
¥3 300〜
¥3,300〜

ワンちゃんの顔に付け
るだけ！インパクト抜群
のハロウィングッズ。

かぼちゃをイメージしたバルーン
スタイルのキラキラワンピースで
イベントの主役！ゴーストモチー
フのデンタルロープも遊び⼼満点。

[2F] コベントガーデン グランバザール

パンプキンLEDライト（S/L） ¥900 / ￥1,900
ミニハロウィンハット ￥850
サイコアイアンハウス ￥750
ハロウィンLEDキャンドル ￥1,120
ハロウィンサイン ￥2,500
オータムパンプキンリース ¥3,800

[1F] VILLAGE VANGUARD
ウイッチドレス ￥2,500
キッズコスチューム ￥1,290

かわいい魔⼥コスチュームと
キッズ⽤かぼちゃモチーフの
コスチューム。

グッズを飾ってお部屋をハロウィン仕様に！
可愛いだけじゃない本格派で⼈と差をつけて。

[1F] マザーガーデンおもちゃの森

うさもも着替ドール ￥2,500
UDマジカルウイッチドレス ￥2,800
ハロウィン限定ドールミルキィベリー ￥2,800

ハロウィン限定ドールとドレスに注⽬！
お洋服とドールの組み合わせで
特別に300円OFFいたします。
※価格は全て税抜です。

館内各ショップでもイベントやハロウィン特別サービスを実施！
各ショップでも、ハロウィンをテーマにしたワークショップや特別サービスをご提供します。
(※対応サービスは店舗ごとに異なります。実施内容の詳細はHPまたは店頭にてご確認いただけます。）

[1F] アネビートリムパーク

[1F]ジョーカーズタウン

様々なイベントを⽇替わりで開催！
・⾜形ゆらゆらおばけ⼯作（1歳以上定員15名）
・おばけ⼯作ロケット⼯作
（2歳以上 定員15名） ・・・等
※保護者の⽅の同伴が必須となります。

・ワンちゃんが仮装されてご来店＆”トリック・オア・トリート”
と唱えて頂いた⽅へ『グリニーズ⼊りおやつ』をプレゼント！
・ハロウィンパーティ(要予約) 開催⽇：10/31

[2F]フェスタリア ボヤージュ

[3F] ASOBIBA

・仮装されてご来店の⽅へ、当店ポイントカードのポイント2倍プレゼント！
・”トリック・オア・トリート”と唱えて頂いた⽅へ、
キュービックジルコニアチャームをプレゼント！

・仮装されてご来店の⽅は10％OFF。
・”トリック・オア・トリート”と唱えて頂いた⽅へ、
キャンディーをプレゼント！

[3F] アクアステージ21

[3F]セバゴ/キャット フットウェア

・仮装されてご来店の⽅は10％OFF。
・”トリック・オア・トリート”と唱えて頂いた⽅へ、お菓⼦をプレゼント！

仮装されてご来店の⽅、または”トリック・オア・
トリート”と唱えて頂いた⽅にはお菓⼦をプレゼント

[3F] BEAMS OUTLET LIMITED STORE
仮装されてご来店の⽅にはお菓⼦詰合せをプレゼント！

and more …

期間限定ハロウィンメニュー
■
NIKE FACTORY STORE ODAIBA （ナイキファクトリーストア お台場）

都心初

館内レストラン・カフェ 17店舗にてハロウィン限定メニューをご⽤意します。
【⽇程】 10⽉16⽇(⾦)〜10⽉31⽇(⼟)

[3F] インドカリーダイニング
コバラヘッタ
かぼちゃチキンカリー＆
ナンのセット ¥790(税抜)

[3F] MANGROVE
紫芋のハロウィンプリン
¥540(税込)
※⼀⽇限定15⾷

[3F] ルビーカフェ
ハロウィン ホットケーキ
〜コーヒー or 紅茶付
¥1,000(税込)

[2F] 産直鮮⿂ ⿂⽶屋
かぼちゃのサラダ
¥680(税抜)
※17：00以降⼀⽇限定10⾷

[2F] 東京李朝園
ハロウィン限定 茶菓プレー
ト ¥980(税込)

「TRICK OR TREAT」
と唱えてプレゼントを貰おう！

■[2F]ピンクベリー

ハロウィン限定トッピングを
サービス！
[2F] 紅⻁餃⼦房
海⽼と南⽠の彩り炒め
¥1,180(税抜)

[2F] ガーディナーズカフェ
ハロウィンモカフロート
¥580(税込)

[2F] a le Loic
ポティロンパーティー
¥550(税抜) ※数量限定

■[3F]炭⽕焼⾁トラジ

スパークリングワイン
1本プレゼント
(11：00〜17：00のみ。
2名様以上 お客様対象)
2名様以上のお客様対象)

■[3F]四川飯店麺荘

⼈気の「叉焼包」が10%OFF！

■[3F]豊前うどん 武膳

[1F] AROUND TABLE
ジャック・オー・ランタンの
チーズハンバーグ
キッズプレート ¥630(税抜)
※⼀⽇限定10⾷

[1F] チロリカフェ
ハロウィンかぼちゃの
パンケーキ ¥950(税込)
※⼀⽇限定10⾷

⼤⼈のお客様には「かぼちゃの
天ぷら」トッピングサービス。
⼩学⽣以下のお⼦様にはお菓⼦を
プレゼント！
and more…

[1F] 麺屋 空海
かぼちゃつけ麺
¥900(税込)

and more…

GLAY LiB CAFÉ HAPPY HALLOWEEN 2015
【⽇程】 10⽉16⽇(⾦)〜10⽉31⽇(⼟)
⼈気アーティスト「GLAY」による期間限定イベント。昨年に引き続き今年もハロ
ウィンをテーマにしたスペシャルバージョン！メインの教会広場には“洋館”が出
現！メンバープロデュースのハロウィンメニューが味わえるカフェや、グッズ販売、
アミューズメントなど様々な企画を展開いたします。また、期間中はTERUプロ
デュースの仮装⼤会「TERUキュラ HORROR SHOW」も開催！仮装写真の投稿で
スペシャルな待受をプレゼント さらに審査委員⻑TERUより最優秀仮装⼤賞も発
スペシャルな待受をプレゼント、さらに審査委員⻑TERUより最優秀仮装⼤賞も発
表！今年も⼤充実のコンテンツでお届けします。
【本件に関するお問い合わせ】
ヴィーナスフォートＰＲ事務局（プラチナム内） 担当：⽯⾒・針⾕・千秋
TEL：03-5572-6072 FAX03-5572-6075
E-mail：venusfort@vectorinc.co.jp
※掲載内容は予告なく変更となる場合がございます。ご取材の際は上記にお問い合わせください。

