2022 年 1 月 14 日

【参加者募集】
「初めてのうどん職人体験イベント」開催！
開催日時：2022 年 2 月 23 日（祝）
株式会社トリドールホールディングス（東京都渋谷区、代表取締役社長 兼 CEO 粟田
貴也、以下、トリドール HD）は、子ども向け無料オンラインスクール『こどハピ』を運
営する株式会社シンシアージュ（本社：東京都渋谷区、代表取締役： 久木田敬志）、三
井ショッピングパークららぽーとなどを運営する三井不動産商業マネジメント株式会社
(本社：東京都中央区、代表取締役：大林修) と連携の上、2022 年 2 月 23 日（祝）に、
三井ショッピングパーク キッズクラブ会員の子ども達に対して「初めてのうどん職人体
験イベント」を開催いたします。

授業では、丸亀製麺のプロの職人が直接子ども達に、生地のこね方や、切り方、盛り
付け方など職人ならではのコツを伝授します。当日は、子ども達とご家族が力を合わせ
て美味しい手打ちうどんを完成させ、最後は参加者みんなで完成した手打ちうどんを一
緒に食します。
10 時からはオンラインでイベントが開催され、子ども達並びにご家族は全て無料で参
加する事ができます。16 時からは「ららぽーと沼津 3F ららスタジオキッチンスペース」
にて対面で開催され、子ども達並びにご家族は参加費 1,000 円/人で参加できます。
今回の企画『ららぽーと沼津 限定企画！～丸亀製麺「初めてのうどん職人体験」～』
はトリドール HD の「子ども達の好奇心を育み、食の尊さや親への感謝の気持ちを感じて
もらえるような食育活動を届けていきたい」という思いから始まりました。うどん作り
を通して、料理することの大変さや大事さを知りながら、親子で力を合わせて一からう
どんを作る事で、親子間 のコミュニケーションの活性化にも繋がればと考えております。
本企画は、ららぽーと沼津館内に掲載しているポスター又 はららぽーと沼津ホームペ
ージから応募することができます。
＜お問い合わせ先＞
株式会社トリドールホールディングス サステナブル推進室 木村・川上
TEL:03-4221-8900

E-mail udon_de_egao@toridoll.com

https://www.toridoll.com/csr/

＊ 冬季特別企画『丸亀製麺「手打ちうどん教室」 in ららぽーと沼津』の概要
■オンライン開催： 2022 年 2 月 23 日（水・祝）10 時～12 時 30 分
企画内容
ららスタジオ沼津キッチンスペースから配信されるオンラインイベントで
す。親子で力を合わせて一からうどんを作る教室です。うどん作りを通し
て、料理することの大変さや大事さを知りながら、最後には親子で美味しく
楽しく完成したうどんを食べることができます‼️。
自宅にある道具で簡単に手作りうどんを作ることができます。
開催日
2022 年 2 月 23 日（水・祝）10 時～12 時 30 分
対象、
三井ショッピングパーク キッズクラブ会員の 5 歳～12 歳のお子様がおられる
参加条件
ご家族様（親子でご参加いただける方）
参加費
無料
応募方法
事前応募が必要となります。ららぽーと沼津館内に掲載しているポスターの
QR コード又は、下記 URL より、応募フォームへアクセスし、必要事項を明
記の上、ご応募くださいませ。応募者多数の場合、抽選となります。抽選結
果につきましては、後日メールにてご連絡させて頂きますのでご了承頂けま
すようお願い致します。
応募フォーム https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/numazu/event/2065957.html
URL
場所
オンラインイベントとなります。ZOOM を使用します。
必要物
-オンライン対応可能なデバイス（スマートフォン・PC）
※通信料はご負担いただきます。Wi-Fi 環境がある場所を推奨いたします。
-食材(１人前分)
小麦粉(中力粉)100g、水 44g、塩 5g、片栗粉、めんつゆ、薬味(ねぎ・生姜な
どお好みで）
-備品
ボール、ざる、菜箸、計量カップ、はかり、割り箸、ごみ袋、めん棒（ラッ
プの芯でも可）、ラップ、まな板、包丁、3L 以上の大きめな鍋

■対面（リアル）開催： 2022 年 2 月 23 日（水・祝）16 時～18 時 30 分
場所：ららぽーと沼津 3F ららスタジオ
企画内容
ららぽーと沼津 3F ららスタジオ内で開催される対面（リアル）イベントで
す。親子で力を合わせて一からうどんを作る教室です。うどん作りを通して、
料理することの大変さや大事さを知りながら、最後には親子で美味しく楽しく
完成したうどんを食べることができます‼️。当日の必要物はこちらで用意致し
ます。
開催日
2022 年 2 月 23 日（水・祝）16 時～18 時 30 分
参加費
1,000 円/人 食材費用等イベントに関わる費用はすべて参加費に含まれており
ます。
対 象 、 参 加 三井ショッピングパーク キッズクラブ会員の 5 歳～12 歳のお子様がおられる
条件
ご家族様（親子でご参加いただける方）
応募方法
事前応募が必要となります。ららぽーと沼津館内に掲載しているポスターの
QR コード又は、下記 URL より、応募フォームへアクセスし、必要事項を明記
の上、ご応募くださいませ。応募者多数の場合、抽選となります。抽選結果に
つきましては、後日メールにてご連絡させて頂きますのでご了承頂けますよう
お願い致します。
応 募 フ ォ ー https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/numazu/event/2065957.html
ム URL
場所
対面（リアル）開催となります。 場所：ららぽーと沼津 3F ららスタジオ内
必要物
三角巾、エプロン、マスク
※応募者多数の場合は 2 月 6 日（日）締め切り（予定）

＊ 三井ショッピングパーク キッズクラブについて
｢三井ショッピングパーク キッズクラブ」とは、小学生以下のお子さまや、ママのお腹
にいる出生前のお子さまを対象としたショッピングクラブです。保護者が『三井ショッ
ピングパークポイント』会員の方に限りご入会いただけます。なお、キッズクラブに入
会すると、いろいろな特典が受けられます。
※ご入会に際し､三井ショッピングパークアプリのダウンロードが必要になります｡ 入会
金・年会費は無料です。

＊ 三井ショッピングパーク ららぽーと沼津 3F ららスタジオについて
三井ショッピングパーク ららぽーと沼津 3F に併設されているイベントスペースです。

＊ 丸亀製麺のうどんについて
「おいしいうどん」は、徹底的に鮮度にこだわりぬいた「生きている」状態で提供され
て初めて実現できる、と丸亀製麺は信じています。丸亀製麺がお届けするうどんは、国
内 800 を超えるすべての店で一軒、一軒、手間を惜しまず、毎日、100%国産の小麦粉
から打っています。打ち立てのうどんにこだわり、その場で切って、茹でて、作りたて
をお客さまに提供しているからこそ、もちもちでおいしい独自の“丸亀食感”をお届けで
きています。
今回の「手打ちうどんスクール」では、お子様に小麦粉と塩と水だけを使って手打ちで
うどんづくりを体験してもらい、自分たちで作った“手づくり・できたて”のうどんを
食べてもらいたいと思っています。

＊ 子ども向け無料オンラインスクール『こどハピ』とは
こどハピでは日々、全国の子ども達向けに様々なオンラインイベントを開催しています。
イベントの種類は、企業・団体様による特別スクールもあれば、こどハピ講師による
「お絵かき教室・展示会イベント」や、「綺麗な文字教室」、「話し方教室」など多岐
にわたるジャンルのイベントを催しております。
こどハピを通じて、企業・団体様と、全国の子ども達・保護者のみなさんが繋がること
が出来れば幸いです。
https://kodohapi.com/

＊ こどハピの特徴

授業は講師が画面越しに
進める対話方式♪

オンラインのため全国の
子ども達が利用できる♪

授業ジャンルの豊富さ♪

【三井ショッピングパーク ららぽーと沼津】
三井ショッピングパーク ららぽーと沼津は「LIVE MALL NUMAZU」をコンセプトに、
ショッピングから食まで生活をより豊かで快適にする多彩な 217 店舗が集結した、静岡
県東部最大級のショッピングセンターです。充実したコミュニティ・キッズスペースな
ど、ららぽーとでしか体感出来ない“モノ・コト・ヒト”を提供いたします。
名称
三井ショッピングパーク ららぽーと沼津
所在地
静岡県沼津市東椎路字東荒 301 番地 3
TEL
055-929-9000(代表) 受付時間 10:00～18:00
オープン 2019 年 10 月 4 日(金)
日
店舗数
217 店舗
駐車台数 約 3,600 台
交通
JR 東海道線「沼津駅」約 2.5km JR 東海道線「片浜駅」約 2.0km
営業時間 物販・サービス・フードコート
10：00～20：00
レストラン
11：00～21：00
URL
https://mitsui-shopping-park.com/lalaport/numazu/
【株式会社トリドールホールディングス 会社概要】
■所在地：東京都渋谷区道玄坂 1-21-1 渋谷ソラスタ 19 階
■代表取締役社長 兼 CEO：粟田貴也
■HP：https://www.toridoll.com/
【株式会社シンシアージュ 会社概要】
■代表取締役社長：久木田敬志
■事業内容：子ども向け無料オンラインスクール『こどハピ』の運営
■HP：https://kodohapi.com/
■所在地：東京都渋谷区渋谷 2-24-12 渋谷スクランブルスクエア 39F
■お問合せ：https://kodohapi.com/contact-kodohapi/

