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平成 23 年 10 月 21 日 

報道関係各位  

三井不動産株式会社 

ららぽーとマネジメント株式会社 

三井不動産グループ商業施設における社会貢献活動 

『笑顔をここから！～復興支援プロジェクト～ おかしの家をとどけよう！』 

全国の 28 商業施設にて 11 月 12 日（土）より実施！ 

■ 三井不動産グループは、『笑顔をここから！～復興支援プロジェクト～ おかしの家をとどけ

よう！』を、当社グループが運営する全国の 28 商業施設にて、11 月 12 日(土)より順次実施

いたします。 

■ 本プロジェクトは、「おかしの家」づくりワークショップ（1口 500 円以上の募金）、もしくは

募金（1口 100 円以上）にお客さまに参加いただき、参加口数に応じて、当社グループと本プ

ロジェクトに賛同いただいた森永製菓株式会社より、東日本大震災により被災した地域の子

どもたちへ「おかしの家」づくりキットをプレゼントするものです。また、参加されたお客

さまに記入いただいたメッセージをプレゼントに添えます。本プロジェクトでお客さまから

お預かりした募金は、すべて社会福祉法人中央共同募金会に寄付するほか、各会場での運営

は、当社グループ社員がボランティアで行います。 

■ お客さまの参加口数に応じてご提供する「おかしの家」づくりキットは、岩手県宮古市立山

口小学校、三井アウトレットパーク 仙台港（宮城県仙台市）、三井ショッピングパーク ララ

ガーデン長町（宮城県仙台市）、三井ショッピングパーク LALA ガーデンつくば（茨城県つく

ば市）にて実施する、「おかしの家」づくりワークショップ（無料）にて、子どもたちへ届け

られます。 

■ 当社グループの商業施設では、ご家族や仲間で楽しく環境推進活動ならびに社会貢献活動を

体験できる場ときっかけを提供する CSR 活動「          」を展開しております。

東日本大震災という未曽有の災害に見舞われた今年度においては、この活動の一環として

「            ～復興支援プロジェクト～」を立ち上げ、さまざまな復興支援

施策を実施しています。 

■ 当社グループと森永製菓株式会社は、本年春、「エンゼル・スマイル・プロジェクト supported 

by ららぽーと キョロちゃんと届けよう！みんなの“きもち”」を実施し、被災した地域の

子どもたちに 5,128 個のお菓子をお届けしました。 

 

 

 

 

 

 

 

  

「おかし」の家 イメージ 
「エンゼル・スマイル・プロジェクト supported by ららぽーと 
 キョロちゃんと届けよう！みんなの“きもち”」実施時の様子 
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『笑顔をここから！～復興支援プロジェクト～ おかしの家をとどけよう！』概要 

○実施日および施設（予定） 

月 日 曜日

ららぽーとTOKYO-BAY
（千葉県船橋市）

ららぽーと横浜
（神奈川県横浜市）

1F/　東の広場 2F/　特選ダイニングFOURSYUN横

三井アウトレットパーク 入間
（埼玉県入間市）

三井アウトレットパーク 幕張
（千葉県千葉市）

1F/　インフォメーション前 1F/　パークサイド

三井アウトレットパーク
多摩南大沢（東京都八王子市）

ララガーデン春日部
（埼玉県春日部市）

アーバンドック ららぽーと豊洲
（東京都江東区）

Ａ街区　中庭 2F/　コミュニティルーム 1F/　センターポート

ステラタウン
（埼玉県さいたま市）

アルカキット錦糸町
（東京都墨田区）

三井アウトレットパーク
横浜ベイサイド（神奈川県横浜市）

2F/　センターコート 11F/　エスカレーターホール 1F/　くじら噴水前ステージ周辺

ららぽーと新三郷
（埼玉県三郷市）

ララガーデン川口
（埼玉県川口市）

トレアージュ白旗
（神奈川県藤沢市）

1F/　新星堂前 1F/　プラザ前 1F/　イベントステージ

ララスクエア宇都宮
（栃木県宇都宮市）

ららぽーと磐田
（静岡県磐田市）

1F/　アトリウム 1Ｆ/　東広場

三井アウトレットパーク
ジャズドリーム長島（三重県桑名市）

三井アウトレットパーク
札幌北広島（北海道北広島市）

1F/　フレンチコート 1F/　エルフィンコート

アルパーク（広島県広島市）
三井アウトレットパーク
滋賀竜王（滋賀県蒲生郡）

ラブラ万代（新潟県新潟市）

東棟2F/　時計の広場 1F/　センターステージ 3F/　特設会場

三井アウトレットパーク
大阪鶴見（大阪府大阪市）

ららぽーと甲子園
（兵庫県西宮市）

三井アウトレットパーク
マリンピア神戸（兵庫県神戸市）

3F/　宝くじ売り場横 1F/　ピンウィールコート 1F/　船の広場前

ラゾーナ川崎プラザ
（神奈川県川崎市）

2F/　ロフト前

ららぽーと柏の葉
（千葉県柏市）

2F/　クリスタルコート

実施施設（所在地）

12

3 土

4 日

10 土

11 日

11

12 土

13 日

水
・
祝

19 土

20 日

23

26 土

27 日

○受付時間…10：30～16：30（ワークショップの最終受付は 15：30） 

○主  催…三井不動産株式会社・ららぽーとマネジメント株式会社 

○協  力…森永製菓株式会社 

○内  容 

 参加方法 

「おかしの家」づくりワークショップ（1口 500 円

以上の募金）、もしくは募金（1口 100 円以上）か

ら選択いただきます。ワークショップでは、森永

製菓株式会社提供のお菓子をつかって、「おかしの

家」をつくります。 

出来あがった「おかしの家」はお持ち帰りいただ

けます。 

会場にて、プレゼントに添えるメッセージカード

を記入いただきます。 
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 「おかしの家」づくりキットのプレゼント 

お客さまに参加いただいた口数に応じて、当社グループと森永製菓株式会社より、「おかしの

家」づくりキットをご提供し、岩手県宮古市立山口小学校と下記施設にて実施する「おかし

の家」づくりワークショップ（無料）にて、子どもたちへ届けられます。 

11/23（水・祝） LALA ガーデンつくば（茨城県つくば市） 1F/ B 棟共用部通路 

11/26（土） 三井アウトレットパーク 仙台港（宮城県仙台市） 1F/ イベントステージ 

11/27（日） 
三井アウトレットパーク 仙台港（宮城県仙台市） 1F/ イベントステージ 

ララガーデン長町（宮城県仙台市） 1F/ 南エントランス 

○受付時間…10：30～15：30 

※岩手県宮古市立山口小学校での実施日は調整中です。また、同校は、本年春に実施した「子

どもたちに本と希望を送ろう！～友情のライブラリープロジェクト～」で書籍を寄贈して

います。 

 

 

■ 三井不動産グループ商業施設の CSR 活動「           」詳細は、こちらをご参照

ください。http://www.mitsuifudosan.co.jp/ecohello/ 

 

 

以  上  
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＜添付資料 1＞「            ～復興支援プロジェクト～」実績（抜粋） 

■ エンゼル・スマイル・プロジェクト supported by ららぽーと 

キョロちゃんと届けよう！みんなの“きもち” 

メッセージカードと森永製菓のお菓子をセットにして、被災した地域の小学校や幼稚園など

にお届けしました。 

＜実施施設＞ 全国の三井ショッピングパーク ららぽーとの内 6施設 

＜実施期間＞ 平成 23 年 4 月 29 日(金)～5月 8日(日) 

＜参 加 数＞ 5,128 個 

＜募 金 額＞ 612,147 円（国際 NGO 団体プラン・ジャパンへ寄付） 

 

■ 子どもたちに本と希望を送ろう！～友情のライブラリープロジェクト～ 

認定 NPO 法人 国境なき子どもたち（KnK）主催の「友情のライブラリープロジェクト」に協

力して集めた本に、応援メッセージを付けて岩手県宮古市立山口小学校に寄贈しました。 

＜実施施設＞ ららぽーと 7施設、ラゾーナ川崎プラザ、アルパーク 

＜実施期間＞ 平成 23 年 4 月 29 日(金)～5月 8日(日) 

＜参 加 数＞ 1,031 名、3,766 冊 

＜募 金 額＞ 88,015 円（認定 NPO 法人 国境なき子どもたちへ寄付） 

 

■ 七夕に願いをこめて ～みんなの応援メッセージ募集～ 

チャリティ短冊へ応援メッセージを記入していただき、三井アウト

レットパーク 仙台港に展示しました。 

＜実施施設＞ 三井アウトレットパーク 全 9施設 

＜実施期間＞ 平成 23 年 5 月 3日(火)～8日(日) 

＜参 加 数＞ 約 3,700 名 

＜募 金 額＞ 228,062 円（社会福祉法人中央共同募金会へ寄付） 

 

■ 折り鶴で愛を届けよう 

メッセージ入りの鶴を折っていただき、三井アウトレットパーク 仙

台港に展示しました。 

＜実施施設＞ 三井アウトレットパーク 全 9施設 

＜実施期間＞ 平成 23 年 6 月 11 日(土)・12 日(日) 

＜参 加 数＞ 約 4,800 名、5,573 羽 

 

 

 

 

 

 

 

※「            ～復興支援プロジェクト～」の実績や今後の取り組みは、こちら

をご参照ください。http://www.mitsuifudosan.co.jp/ecohello/reconstruction 

 3 月 14 日（月）～5 月 8 日（日）まで、三井不動産グループの商業施設に募金箱を設置

し、お客さまのご協力により 8,899,834 円の寄付金が集まりました（9月末現在・継続施設

分合計 11,280,737 円）。 

 お預かりした寄付金に加え、その同額の施設収益を社会福祉法人中央募金会に寄付いた

しました。皆様のあたたかいご支援・ご協力、誠にありがとうございます。 


