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カラオケバトル
会場：1階イベント広場　時間：13：00～15：00　※観覧無料

お名前ホルダー・ペタペタ焼き（7/6～7/7）
会場：2階フードコート前特設会場　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

Nail it!! でロディを作ろう
会場：1階イベント広場　時間：①11：00～　②13：00～　③14：30～
※各回20名さま　※製作時間：約60分　対象：小学生以上　料金：300円（税込）

缶つみつみチャレンジ
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税込500円以上（合算可）のご提示　※お1人さま・1回

消防サマーフェスタ
会場：東側駐車場特設エリア・1階イベント広場　時間：10：00～16：00
※雨天時は内容が変更になる場合があります　※観覧・参加無料　※主催：成田消防署

7/14は「ゼリーの日」ゼリー千本釣り大会
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
参加費：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　※お1人さま・1回

ふわふわ遊具（7/27～7/28）
会場：1階イベント広場　時間：10：00～17：00（最終受付）
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
又はLINE＠お友だち限定クーポンのご提示で1回ご参加

北の味覚市（7/25～8/6）
会場：1階ペットショップワンラブ横　時間：10：00～20：00　※最終日は16：00まで

グルメ抽選会（7/27～7/28）
会場：2階フードコート　時間：11：00～15：00　※各日750本　本数に達し次第終了
飲食店舗・食品店舗での税込1,000円以上（合算可）のお買上レシートで1回抽選　
   ※マックスバリュのレシートは対象外　※お1人さま10回まで

フォネオリゾーン
会場：1階イベント広場　時間：①13：00～　②15：00～　※観覧無料

パンドラハウス「花火モチーフのつまみ細工」
会場：2階フードコート前特設会場　時間：①10：30～12：00　②14：00～15：30
料金：おひとつ500円（税込）　主催：パンドラハウス

成田祇園祭　東町屋台入場
会場：正面駐車場及び1階イベント広場　時間：10：00～（約30分）
※天候、運行上の都合により変更となる場合がございます。　※観覧無料

ナリトミデー「そうめん」プレゼント
会場：1階正面入口　時間：13：00～　※景品が無くなり次第終了　※先着80名さま　
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

BOYS END SWING GIRLSインストアライブ
会場：1階イベント広場　時間：①14：00～　②16：00～　※観覧無料

芋貞子ミニライブ
会場：1階イベント広場　時間：①13：00～　②15：00～　※観覧無料

キッチンカー「ミニたい焼き・リッチバー販売」（7/5～7/7）
会場：1階正面入口　時間：10：00～20：00

成田祇園祭・うなり君うちわプレゼント（7/5～7/7）
会場：1階正面入口　時間：11：00～12：00　※無くなり次第終了
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
又はLINE＠お友だち限定クーポンのご提示　※お1人さま・おひとつ　各日250本

お客さま感謝デー

サマーバルーン抽選会
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税込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

あそびの学校「きみもマジシャン！
と～ってもふしぎなびっくり筒つくり」
会場：2階フードコート前特設会場　時間：13：30～15：30（13：00～会場にて受付）
対象：4歳～小学6年生　※参加無料　※先着50名さま

お客さま感謝デー

毎月10日はありが10デー
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※詳しくはHPをご覧ください

観覧無料
※詳しくはHPをご覧ください

観覧無料
※詳しくはHPをご覧ください

赤：小倉一郎　　　　黄：仲雅美　
 シルバー：江藤潤 　　青：三ツ木清隆

※天候、運行上の都合により
　変更となる場合がございます。

■場所 1階イベント広場
■時間 ①13：00～　②15：00～

■場所 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

【昨年の開催の様子です】

イオンタウン成田富里に東町屋台が入場致します。館内では東町の
皆さまによる踊りもご観覧いただけます。重厚で威厳ある東町屋台を
是非ご覧ください。

■時間 13：30～15：30（13：00～会場にて受付） ■時間 11：00～15：00
■場所 2階フードコート

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

スペシャル火曜市特別企画
粗品プレゼント

お1人さま１回限り

お1人さま１回限り

景品が無くなり次第終了 お1人さま１回限り景品が無くなり次第終了

景品が無くなり次第終了

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
ご提示で缶つみつみチャレンジにご参加いただけます。チャレンジに成功でペットボトル
飲料(大)を1本プレゼント♡
つみつみチャレンジに失敗してもペットボトル飲料(中)を1本をプレゼント♡

各日先着750本 お1人さま最大１0回まで本数に達し次第終了

飲食店舗・食品店舗でのお買上げレシート税込1,000円以上（合算可）のご提示でご参加
いただけます。（マックスバリュ対象外）

当日のお買上レシート税込み500円以上（合算可）のご提示
又はLINE＠お友だち限定クーポンのご提示でおひとつプレゼント！

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
ご参加いただけます。

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
ご参加いただけます。
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参加無料対象：4歳～小学6年生

対象：小学生以下のお子さま

先着50名さま

先着80名さま

［日］
77/ 成田祇園祭
東町屋台入場［土］

67/ カラオケバトル

［土］
137/ 缶つみつみチャレンジ

［土］
207/ サマーバルーン抽選会
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景品が無くなり次第終了

景品が無くなり次第終了

LINEクーポンのご提示 お1人さまおひとつ

※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：7/27（土）～ 7/28（日）

1等…イオンタウンお食事券   5,000円分
2等…イオンタウンお食事券      1,000円分
3等…イオンタウンお食事券       100円分
特別賞…選べる食品プレゼント
末等…ポケットティッシュ

4本
20本
800本
100本
576本

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
ご提示いただくと・・・
今月は「そうめん」をお1人さまおひとつ
プレゼント！

制限時間：2０秒

【積上げる缶の数】
大人の方:5個・お子さま:4個

予選では2コーラスを歌唱し点数を競います。
点数の高い上位5名が決勝に進みます。
決勝ではフルコーラスを歌い順位を決定します。
採点はLIVEDAM  STADIUMの精密採点DX－Gを使用します。

「いつまでも色褪せない音楽を」
千葉県成田市発、小学校からの幼馴染であるVo.冨塚とBa.白澤を中心に2010年に結成。
2012年にGt.鍔本、翌年にDr.飯村が加入し、本格的に活動を開始する。
10代の頃からRO69JACKやHOTLINE、HARENOVAなど数々のコンテストで入賞し、注目を集め、
2016年9月に自主レーベル「NazcaRecords」より1st Mini Album「KEEP ON ROLLING」をリリース。
2017年より88Music ‒ Village Again Associationと契約し、2nd Mini Album『TRANCE』、
3rd Mini Album『CLOCK』をリリース。またテレビ朝日EX THATER TV主催「ROAD TO EX 2017」で優勝し、
初代チャンピオンとなる。
Vo.冨塚の”透き通りながらも力強い歌声”を武器に、地元千葉県成田市から果ては世界を目指して活動中。

青森県出身
10年前のある日突然,､小さい頃に歌うことが大好きだった記憶がよみがえり､歌の世界へ。
オリジナルCDデビュー曲『「もう会わない」と言えなくて…』と『横浜・パノラマ・恋気分』では、初めて作詞に挑戦。
作曲は、秋元順子さんの大ヒット曲「愛のままで…」の作詞・作曲・編曲者の花岡優平先生。
カラオケJOYSOUNDで配信中！
テレビ埼玉 : 浅草公会堂での公開収録『夢劇場音楽堂(毎水曜・朝5時30分～)』出演中！
BS12 : 『小田純平と音楽仲間(毎日曜・朝4時30分～)』公開収録8月12日市川市文化会館と10月22日埼玉会館、
第1部:「小田純平全国縦断カラオケグランプリ大会」の司会。第2部:「歌謡ショー」にも出演予定。

未確認惑星”KOSHIKI星”からやってきた！？
地球年齢平均67歳＆
全員主役級俳優の音楽ユニット
全員合計267歳！芸能生活合計220光年‼

人は幾つになっても「やる気」｢遊び心｣を
忘れなければどんなことでも成し遂げる！を
体現する新しいユニットの形

質問やお問い合わせは下記連絡先まで
株式会社ジーライツ  堀川【Horikawa＠alfred-ent.jp】

ひもを引っ張って景品をゲットしよう！

当日のイオンタウン成田富里の専門店のお買上げレシート税込500円以上（合算可）の
ご提示で「ゼリー千本釣り大会」にご参加いただけます。
ひもを引っ張って景品のゼリーをゲットしよう！

各日250本


