EVENT CALENDAR5月
5/ 1［水］

EVENT INFORMATION 〜 楽しいイベントがいっぱいです！〜

バルーンパフォーマー「syan」和装演舞
会場：1階イベント広場

時間：①13：00〜

②15：00〜

※観覧無料

スプリングバルーン抽選会

会場：2階フードコート前特設会場 時間：14：00〜 ※景品が無くなり次第終了 ※先着100名さま
当日の専門店でのお買上げレシート500円以上（合算可）のご提示 ※小学生以下のお子さま・お1人さま１回

2

［木］

バルーンパフォーマー
1
［水・祝］
「syan」和装演舞
5/

時間：①13：00〜

②15：00〜

当日のイオンタウン成田富里の専門店でのお買上げレシート税込500円以上（合算可）の
ご呈示でバルーン抽選会にご参加いただけます。くじを引いていただき、等数に応じた

まねだ聖子ものまねショー
会場：１階イベント広場

スプリングバルーン
1
［水・祝］
抽選会
5/

バルーンをプレゼント！色々な種類のバルーンがあるよ♡どんなのが当たるかな？

※観覧無料

NICOPA「バスケット大会」

会場：2階フードコート前特設会場 時間：14：00〜14：30
※お1人さま3投まで・ゴールに入った数で景品ゲット！ ※参加費無料

3

［金］

恐竜体験ワールド（5/3〜5/5）
会場：１階イベント広場

時間：10：00〜17：00

※参加費無料

NICOPA「景品重さ当て大会」

※画像はイメージです。

会場：2階フードコート前特設会場 時間：14：00〜14：20シンキングタイム / 14：20〜14：30答え合わせ
※当たりで景品プレゼント ニアピン賞あり ハズレでも無料で遊べるゲームチケットプレゼント
※参加費無料

4

［土］

ゴーヤの苗プレゼント
会場：1階正面入口

時間：11：00〜

※無くなり次第終了

※先着200名さま

※お1人さま1鉢限り

NICOPA「小学生以下限定ビンゴ大会」
会場：2階フードコート前特設会場 時間：14：00〜 ※景品が無くなり次第終了
※小学生以下のお子さま・先着50名さま ※参加費無料

5

［日］

お客さまわくわくデー
GW抽選会（5/5〜5/6）

［月］

先着100名さま お1人さまお１回限り

対象：小学生以下のお子さま

■時間 ①13：00〜 ②15：00〜
■場所 1階イベント広場

※詳しくはHPをご覧ください

観覧無料

まねだ聖子
2
［木・祝］
ものまねショー
5/

懐かしいアイドル時代から現代までの 松田聖子のコンサートを再現!

会場：2階中央エスカレーター横（保険クリニック前） 時間：10：00〜18：00 ※景品が無くなり次第終了
※各日先着2,500本 ※お1人さま最大10回まで ※3,000円（税込）毎のマックスバリュを除く専門店での
お買上レシートご提示で１回 ※レシート対象期間：2019年5月1日〜5月6日

6
7
8
9
10
11

景品が無くなり次第終了

■時間 14：00〜景品が無くなり次第終了
■場所 2階フードコート前特設会場
5/

5/

3

［金・祝］

5

［日］

恐竜体験ワールド

骨格標本や模型の展示、遊具など、恐竜に関する楽しい体験ワールドです。
ぜひ、ご参加下さい。

魅惑の聖子ステージをお楽しみください。

鈴木杏奈GWスペシャルライブ
会場：１階イベント広場

時間：①13：00〜

②15：00〜

※観覧無料

［火］
［水］
［木］

［金］

［土］

毎月10日はありが10デー

■時間 ①13：00〜 ②15：00〜
■場所 1階イベント広場

母の日工作

会場：2階フードコート前特設会場 時間：13：30〜15：30（受付は15：00まで）
当日の専門店でのお買上げレシート500円以上（合算可）のご提示

12

［日］

13
14
15

ナリトミデー「マグカップ」プレゼント
会場：2階フードコート前特設会場 時間：13：30〜 ※景品が無くなり次第終了
当日の専門店でのお買上げレシート500円以上（合算可）のご提示

5/

※詳しくはHPをご覧ください

観覧無料

4 ゴーヤの苗プレゼント

［土］

懐メロからアニソンまで歌いこなします！

お客さまわくわくデー
G.G感謝デー
松阪ゆうき「令和夢追い太鼓」発売記念ミニライブ
②15：00〜 ※観覧無料

バスケットビンゴ

3等…イオンタウンお買物券

②15：00〜

※観覧無料

あそびの学校「あそべる・飾れる・収納できる/
オリジナルジグソーパズル」

景品が無くなり次第終了

お客さま感謝デー
ベビーサイン体験教室

会場：１階イベント広場 時間：①11：00〜11：30 ②13：00〜13：30 ③14：00〜14：30 ※参加費無料（要予約）

さつきの会春季展（5/24〜5/26）
会場：1階イベント広場

時間：9：00〜21：00

※観覧無料

お客さまわくわくデー
わなげ大会

サイコロチャンス

会場：2階フードコート前特設会場 時間：13：30〜 ※景品が無くなり次第終了
当日の専門店でのお買上げレシート500円以上（合算可）のご提示 ※お1人さま１回限り

日頃のご愛顧に感謝を込めて、イオンタウン成田富里から皆さまにプレゼントを

250本

お贈りする日、それが「♡ナリトミデー♡」
当日のイオンタウン成田富里の専門店でのお買上げレシート税込500円以上（合算可）を

300本

ご提示いただくと…今月は「スプーン付フラワーマグカップ」をプレゼントいたします。

末等…ポケットティッシュ
※景品は変更になる場合がございますので、ご了承ください。

レシート対象期間：5/1（水・祝）〜 5/ 6（月・祝）
イオンタウン成田富里専門店のお買上げレシート3,000円以上
（合算可）の
ご提示で1回ご参加いただけます。
※マックスバリュ、一部専門店のレシートは対象外となります。

景品が無くなり次第終了 各日先着2500本 お1人さま最大１0回まで

スペシャル火曜市特別企画
粗品プレゼント

場所：1階イベント広場 時間：①11：00〜12：00 ②16：00〜17：00
当日の専門店でのお買上げレシート1,000円以上（合算可）のご提示（マックスバリュのレシートは対象外）
※各回先着100名さま ※無くなり次第終了

［金］

ご参加いただけます。 お1人さまお１つ限り

景品が無くなり次第終了

■時間 10：00〜18：00
■時間 13：30〜景品が無くなり次第終了
■場所 2階中央エスカレーター横（保険クリニック前） ■場所 2階フードコート前特設会場

5/
あそびの学校
松阪ゆうき
「令和夢追い太鼓」
15
19
［水］
［日］
「あそべる・飾れる・収納できる/
発売記念ミニライブ
オリジナルジグソーパズル」

5/

その名も「令和夢追い太鼓」。
新時代の幕開けから突っ走ります。
松阪ゆうきの原点である民謡テイストを
盛り込んだ新曲を生の歌唱でお楽しみください。
5/22発売の新曲を一足先に披露いたします。
※画像はイメージです。

ご予約された方は特典会にもご参加いただけます。

■時間 ①13：00〜

②15：00〜

会場CD販売予定時間：12：30〜予定

対象：4歳〜小学6年生
※詳しくはHPをご覧ください

■場所 1階イベント広場

観覧無料

先着40名さま

参加無料

■時間 13：30〜15：30（13：00〜会場にて受付）
■場所 1階イベント広場

5/
LINE＠お友だち限定企画
19
20 ベビーサイン体験教室
［日］
［月］
「キットカットつみつみチャレンジ」

5/

キットカットつみつみチャレンジにご参加いただけます。
チャレンジで積んだ分だけキットカットをプレゼント♡
チャレンジに失敗しても、キットカット3個プレゼント♡

制限時間：1０秒

赤ちゃんってどうして泣いているの？
何かつたえたそうだけど？
話したいことがわかればいいな。
そんなママの疑問をすっきり解決できる
まだ話せない赤ちゃんとお手てを使って
手話やジェスチャーをベースに
コミュニケーションを取る育児方法。

［水］
［木］

当日の専門店でのお買上げレシート税込500円以上（合算可）のご提示で

LINE＠の配信クーポンをご提示で

［月］

29
30
31

［日］

そして令和リリース第一弾シングルは

会場：2階中央エスカレーター横（保険クリニック前） 時間：10:00〜17：00（最終日は16：30まで）
参加費：648円（税込）お1人さま・1枚 所要時間：20〜30分

［火］

ナリトミデー
12
「マグカップ」プレゼント

5/

松阪ゆうきの徳間ジャパン移籍第二弾シングル

お名前ホルダー・ペタペタ焼き（〜5/26）

27
28

4等…選べる生活雑貨（3種）

観覧無料

“民謡育ち、音大卒のイケメン歌手”

会場：2階フードコート前特設会場 時間：13：30〜 ※景品が無くなり次第終了
当日の専門店でのお買上げレシート500円以上（合算可）のご提示 ※お1人さま１回限り

26

500円分

※詳しくはHPをご覧ください

※参加無料

［木］

［日］

GW抽選会
20本

時間：①13：00〜

［水］

［土］

［月・祝］

2等…イオンタウンお買物券 3,000円分

会場：１階イベント広場

［火］

25

6

10本

会場：2階フードコート前特設会場 時間：14：00〜
LINEクーポンのご提示 ※お1人さま１回限り

［金］

5

5/

■時間 ①13：00〜 ②15：00〜
■場所 1階イベント広場

1等…イオンタウンお買物券 10,000円分

LINE＠お友だち限定企画
「キットカットつみつみチャレンジ」

21
22
23
24

■時間 11：00〜無くなり次第終了
■場所 1階正面入口

イダセイコインストアライブ

会場：1階イベント広場 時間：13：30〜15：30（13：00〜会場にて受付）
対象：4歳〜小学6年生 ※先着40名さま

［月］

景品が無くなり次第終了 先着200名さま お1人さま１鉢限り

［日］

会場：2階フードコート前特設会場 時間：14：00〜 ※景品が無くなり次第終了
当日の専門店でのお買上げレシート500円以上（合算可）のご提示 ※お1人さま１回限り

20

100点連発の歌声お聞きください！

5/

［金］

［日］

GWスペシャルライブ

TOP7＆U-18四天王として活躍中！

［木］

19

［月・祝］

「テレビ東京系「THEカラオケ☆バトル」

会場：１階イベント広場 時間：①13：00〜

［土］

参加費無料

6 鈴木杏奈

夏の暑さ対策に、
「緑のカーテン」をお家に作ってみましょう！

［火］

16
17
18

5/

5月4日
（土・祝）みどりの日、ご来店のお客さまにゴーヤの苗をプレゼント！

［月］

［水］

■時間 10：00〜17：00
■場所 1階イベント広場

それがベビーサイン

お客さま感謝デー

LINEクーポンのご提示 景品が無くなり次第終了 お1人さま１回限り

■時間 14：00〜景品が無くなり次第終了
■場所 2階フードコート前特設会場

事前予約・お問い合わせは
https://www.babysigns.jp/aeon/
にて、お願い致します。

対象：生後すぐから２歳くらいまでのお子様と保護者

参加費無料

■時間 ①11：00〜11：30 ②13：00〜13：30 ③14：00〜14：30
※要予約
■場所 １階イベント広場

