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ANNIVERSARY EVENT

3/16 ㊋ 〜 5/9 ㊐

せいせき35周年記念

もっと、
つながる
メモリアルムービー
3５周年を記念してせいせき
スタッフと地元の方から
メッセージを頂きました。
詳しい情報は、
せいせき
HPをご覧ください。

3/11㊍〜4/11㊐

春のキッズ
お絵描き展示

会場：AB館７階連絡ブリッジ
近隣の幼稚園・保育園の園児
たちの桜をテーマにしたかわ
いいお絵描きを展示します！

3/1㊊〜5/9㊐

せいせき35周年記念
投稿キャンペーン

＃つながるせいせき
せいせきの街の「思い出」や「35
周年の記念」投稿をinstagramで
大募集！instagramで「＃つながる
せいせき」をつけて投稿してくださ
い。投稿いただいた方の中から抽
選で35名様に、せいせきギフトカ
ード5千円相当をプレゼント！みん
なでせいせきの魅力を再発見！

3/20 土・祝 〜5/9㊐

せいせき35周年記念

参加
無料

アニバーサリーパーティーと

迷子の妖精

会場：京王聖蹟桜ヶ丘ショッピングセン
ター、聖蹟桜ヶ丘オーパ、ザ・スクエア聖
蹟桜ヶ丘
せいせき館内や聖蹟桜ヶ丘の街に散りば
められた謎スポットを巡って正解を探り当
てる謎解きラリーを開催。難易度は初級
コース、上級コースの２種類。
見事正解を
導き出した方の中から抽選で豪華賞品を
プレゼントします。
賞 初級クリア／京王のギフトカード･･･････ 1万円相当 35名様 他
品 初級＆上級クリア／京王のギフトカード･･･ 3万5千円相当 30名様 他

3/25 ㊍ 〜28 ㊐

アニバーサリー記念ノベルティプレゼント
配布場所：B館５階 ライトオン前
時間：10：00〜17：00 ※なくなり次第終了
数量：各日350個 対象店舗：せいせき専門店、
せいせきダイニング［クー！］
、
丘のうえキッチン、
京王百貨店 聖蹟桜ヶ丘店、
京王ストア 桜ヶ丘店、京王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店

※ビックカメラ、クラウン街・高架下、さくらゲート、一部専門店は対象外。

受取当日の対象店舗にてお買い上げ税込1,0 0 0円（合算可）以上のレシート
ご提示で「桜ぽるぼろん（５個入り）」プレゼント！
桜のまち・多摩市で生まれた「桜ぽるぼろん」。市内産の桜の塩漬けをトッピン
グした、塩味と生地の甘さのハーモニーが不思議な美味しさのスイーツです。

3/25 ㊍〜31㊌

ポイント５倍
キャンペーン

対象店舗：せいせき専門店、
せいせきダイニング［クー！］、丘のうえ
キッチン、さくらゲート2 階ウインザーラ
ケットショップ、
京王ストア 桜ヶ丘店、
京
王アートマン 聖蹟桜ヶ丘店 ※3/28㊐まで
※京王百貨店、ビックカメラ、クラウン街・高架下、さく

らゲート、一部専門店は対象外。

3 5周年を記念して日数拡大して開催！ 期間中京王パスポートカードご
利用のお買い上げ、ご飲食についてお買い上げポイントが通常の５倍に！

せいせき35周年アニバーサリー特設サイトへG O

3/27㊏・28㊐

せいせき ツナガル マルシェ

会場：B館２階センターコート
時間：各日10：00〜17：00
出店店舗：和菓子処 花鳥風月／こだま堂漢方薬
局／スイートアロハ／ウブリア―コ／cafe sakura
／D-Park／グループTOMO（焼菓子TOMO）／ぐ
りーんぴ ーす工 房＆多 摩うどん ぽん ぽこ／
HUGSY DOUGHNUT ※3/27 ㊏ のみ
聖蹟桜ヶ丘周辺の人気ショップがセンターコートに大集
合！

4/17㊏・18㊐

観覧
無料

せいせきミュージックフェス
会場：A館６階アウラホール
参加団体： 4/17（土） ヤマハ音楽教室 スガナミ楽
器桜ヶ丘センター（エレクトーン他）／多摩太皷愛好
会（和太鼓）／多摩演劇フェスティバル 不等辺さん
かく劇団（朗読）／多摩演劇フェスティバル 劇団つく
しんぼ（時代劇アクションショー）／des ailes26（多摩
市ご当地アイドル）
4 /18
（日） 多摩ファミリーシンガーズ（児童合唱）／
LOICX（キッズチア）／和太鼓せいせき鼓桜（和太鼓）
／舞華（よさこい）／clover26（ダンスパフォーマンス）

3/27 ㊏ 〜4/11㊐

4/10 ㊏・11㊐

せいせき
つながるアート展

せいせき街歩き
スタンプラリー

会場：A館6階アウラホール
時間：10：00〜17：00
（最終入場16：30まで）

「せいせき」
「 つながる」をテーマに応募い
ただいた小・中学生の作品や、聖蹟桜ヶ丘
近隣で活動する団体の作品を展示します。
※作品持込期間 3/24
（水）
〜26
（金）
各日10：00〜18：00
※募集要項詳細についてはHPをご確認ください。

参加
無料

受付場所：A館1階京王ストア 西側入口前
受付時間：各日10：00〜15：00
（特典配布16：30まで）
聖蹟桜ヶ丘散策を楽しむ街歩きスタンプラリ
ー。マップを手に聖蹟桜ヶ丘の魅力を再発見！
ゴールした方にせいせきグルメチケット500円
相当プレゼント！
（各日先着200名様）

4/25 ㊐

参加
無料

東京ヴェルディサッカー教室

会場：Ａ館６階アウラホール
時間：
［トークショー］11：00〜12：00
［サッカー教室］年中・年長クラス 13：30〜14：30
小１〜小３クラス 15：30〜16：30

※４月からの学年のクラスにお申込みください。

参加条件：事前応募制／トークショー 50組100名様
サッカー教室 各回12名様
応募方法：3/23
（火）
〜4/12
（月）
せいせき イベント詳細・
ご応募はコチラ▶
ＨＰ応募フォームよりご応募ください。
東京ヴェルディサッカースクール講師を迎えたサッカー教室や、
スペシャルゲスト北澤豪氏によるトークショーを開催！

多摩を中心に活動する団体の歌やダンスをお楽しみく
ださい。

4/2 3（金）

B館6 F リニューアル

NEW SHOP OPEN!

せいせきに、注目のNEW SHOPが続々OPEN! 新しいライフスタイルを彩り豊かに。

NEW SHOP OPEN!
ちょっと服を変えるだけで、気分は変わる。前向きな
自分、
なりたかった自分、
見たことのない自分。誰だっ
て、まいにち新しい自分に出会える。旬で、心地よい
服を。いまの気分で、もっと自由に。GUは、自由。

◆オープン特典

1. 4/ 23（ 金 ）〜 4/27（火）
特別価格が、盛りだくさん！
2. 4/ 23（ 金 ）〜 4/25（日）
豪 華景品が当たる！
GUスクラッチくじ

「だんぜん！ダイソー」

全国に 170 店以上を展開している音楽教 室と楽 器
専門店です。ピアノ・ギター・電子ドラムや楽 譜など
を豊富に揃え、おうち時間を音楽とともに楽しみた
い皆さんを専門スタッフがサポートいたします。

高品質な商品・豊富な品揃え・アイデアに溢れた商
品で「みなさまの生活をアップデートしていく」を
目標に、楽しいお店を創り続け、世界中のお客さま
に笑 顔と豊かな生活を届けてまいります。

◆オープン特典

＜季節のオススメ＞

4/23（金）〜 5/ 31（月）
期間中、音楽教室の入会金が 0 円に！

シンプルデザインから個性派デザインまで、あえて見
せたいトレンド柄が勢揃い。
うれしい抗菌タイプもラ
インアップしています。※各種 110 円 〜 330 円

■ 表示価格には、消費税が含まれております。

せいせきレストラン・カフェのテイクアウトメニューの人気投票を開催します。
期間 中、LINEで投票していただいた方へ参加店舗でテイクアウト商品をお買い上げの
際に使える100 円割引クーポンを抽 選で合 計
30 0 名様へプレゼントします。
友だち登録はこちらから！
対象店：B 館８階せいせきダイニング［クー！］
・
C 館２階丘のうえキッチン・専門店内カフェ

グラン
メニュ プリの
ー
数量限は後日、
お得な 定で
価
ご提 供 格で
！！

＠seiseki

www.keio-sc.jp
〒206-0011 東京都多摩市関戸1-10 -1
TEL：042-337-2000（代）

※100 円割 引クーポンとの併用不可。
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