8/ 1［木］

EVENT CALENDAR8月
北の味覚市（〜8/6）
会場：1階ペットショップワンラブ横

EVENT INFORMATION 〜 楽しいイベントがいっぱいです！〜
7/

時間：10：00〜20：00

※最終日は16：00まで

［金］

2
3

革小物・キーホルダー販売（8/2〜8/6）

［土］

お名前ホルダー・ペタペタ焼き（〜8/4）

4

ナリトミデー「ラムネ」プレゼント

［日］

5
6
7
8
9
10

［月］

会場：2階中央エスカレーター横（保険クリニック前） 時間：9：00〜20：00（最終日は16：00まで）

25

8/

［木］

6

［火］

北の味覚市

北の海・北の大地が育んだ美味しいもの
北海道珍味・名産品等を幅広く取り揃えてお待ちしております。 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

会場：2階フードコート前特設会場 時間：11:00〜17：00（最終日は16：30まで）
参加費：648円（税込）おひとりさま・1枚 所要時間：20〜30分

（合算可）をご提示いただくと・・・
今月は「ラムネ」をお1人さまおひとつプレゼント！

会場：1階正面入口 時間：13:30〜 ※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 ※おひとりさまお１つ

お客さまわくわくデー

［火］
［水］

書家 玲泉

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

個展（8/7〜8/18）

ご参加いただけます。

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）
■場所 1階ペットショップワンラブ横

［金］

8/

毎月10日はありが10デー
P-schoolインストアライブ
会場：1階イベント広場

時間：①13：00〜

②15：00〜

12
13
14

夏休みこども縁日（8/11〜8/13）

［火］

流れ星お笑いライブ&ラップオバケミニライブ
会場：1階イベント広場 時間：①13：00〜ラップオバケ ②13：30〜流れ星
③15：00〜ラップオバケ ④15：30〜流れ星 ※観覧無料

15

［木］

※参加無料

お客さまわくわくデー
G.G感謝デー
千葉一夫・水城なつみインストアライブ
会場：1階イベント広場

時間：千葉一夫/13：00〜

水城なつみ/15：00〜

NICOPA「じゃんけん大会」
会場：2階フードコート前特設会場

16

［金］

時間：14：00〜14：30

※参加無料

※観覧無料

※小学生以下のお子さま

世界チャンピオン「Syan」バルーンパフォーマンスショー
会場：1階イベント広場

時間：①13：00〜

②15：00〜

NICOPA「ビンゴ大会」

※観覧無料

会場：2階フードコート前特設会場 時間：14：00〜14：30 ※ビンゴカード配布時間：13：45〜14：00
※参加無料 ※先着50名さま ※小学生以下のお子さま

17

［土］

書家 玲泉が教える夏休み書道教室＆
書道パフォーマンス（8/17〜8/18）

会場：1階ペットショップワンラブ横 時間：①書道教室11：00〜12：00（定員20名さま）
②書道パフォーマンス13：30〜 ③書道教室15：00〜16：00（定員20名さま）
※書道教室対象：小学1年生〜6年生 ※参加・観覧無料

「来て！見て！触って！氷の動物園」

インストアライブ

17

18「書家玲泉が教える

8/

［日］

対象：4歳〜小学6年生

夏休み書道教室」
参加無料

■時間 ①書道教室11：00〜12：00（定員20名さま）
②書道パフォーマンス13：30〜
③書道教室15：00〜16：00（定員20名さま） ■時間 ①13：00〜 ②15：00〜
■場所 1階ペットショップワンラブ横
■場所 1階イベント広場

LINE＠お友だち限定企画
11
10
［土］
「お友だち5,000人突破記念
ペコちゃんのほっぺプレゼント」

8/

NICOPA「重さ当てクイズ」
時間：14：00〜14：30

［土］

■場所 1階ペットショップワンラブ横
［土］

会場：１階イベント広場 時間：10：00〜18：00
参加費：ヨーヨーつり・千本釣りおひとりさま１回税込１００円・輪投げ1回3本税込１００円
射的おひとりさま５発税込１００円 ※もれなく100円お食事券・うなり君うちわ1本プレゼント！

会場：2階フードコート前特設会場

［日］

観覧無料

8/

［月］

［水］

8/
18
P-school
「書家玲泉個展」 10

※観覧無料

会場：1階 不二家店頭 時間：9：00〜17：00
※先着250名さま LINEクーポンのご提示 ※おひとりさま1端末1日1回限り

［日］

7

■時間 13：30〜景品が無くなり次第終了
■場所 1階正面入口

8/

［水］

LINE＠お友だち限定企画
「お友だち5,000人突破記念ペコちゃんのほっぺプレゼント」

11

お1人さまおひとつ 景品が無くなり次第終了 先着80名さま

【画像はイメージです】

［木］

［土］

ナリ
トミデー
4
［日］
「ラムネ」
プレゼント

8/

8/

8/

［日］

［火］

※詳しくはHPをご覧ください

観覧無料

13 夏休みこども縁日

夏休みこども縁日ご参加の方にイオンタウン成田富里
お食事券100円分とうなり君うちわプレゼント
うなり君うちわは各日先着100本・無くなり次第終了

イオンタウン成田富里LINE@の
配信クーポンを1階 不二家店頭で、
ご提示でペコちゃんのほっぺを
カスタード・チョコクリーム
雪塩ミルキーのいずれかおひとつ
プレゼント♡
※クーポンを不二家スタッフに
ご提示ください

参加費
ヨーヨーつり・
千本釣りお1人さま１回
輪投げ1回3本
射的お1人さま５発

LINEクーポンのご提示 景品が無くなり次第終了 先着250名さま

■時間 9：00〜17：00
■場所 1階不二家店頭

お1人さま1端末1回限り

流れ星お笑いライブ＆
14
［水］
ラップオバケミニライブ

8/

税込１００円
税込１００円
税込１００円

■時間 10：00〜18：00
■場所 1階イベント広場

景品が無くなり次第終了

千葉一夫・水城なつみ
15
［木］
インストアライブ

8/

会場：1階イベント広場 時間：①13：00〜 ②15：00〜 ※展示終了時間：17：00予定 ※観覧無料

18

［日］

19
20

あそびの学校
「クルクルまわる/おもしろ仕掛けボックス」
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 ※参加無料 ※先着50名さま

［月］

［火］

21
22
23
24

お客さま感謝デー

［水］

［金］

25

［日］

26
27

観覧無料

■場所 1階イベント広場

［木］

［土］

■時間 ①13：00〜ラップオバケ ②13：30〜流れ星 ■時間 13：00〜 千葉一夫
③15：00〜ラップオバケ ④15：30〜流れ星
15：00〜 水城なつみ

ラーメン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 ※おひとりさま１回

お客さまわくわくデー
サイコロチャンス

世界チャンピオン
「Syan」
16
［金］
バルーンパフォーマンスショー

■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

「来て
！見て
！触って
！
17
［土］
氷の動物園」

8/

8/

バルーンパフォーマンスの世界チャンピオン「Syan」が
イオンタウン成田富里に再登場！
国内最高のスピードとテクニック、特殊なギミックや魔法の様な演出で
スタイリッシュなショースタイルを展開します！
従来の枠を越えた新次元のパフォーマー「Syan」の世界をお見逃しなく！！

今年もイオンタウン成田富里で「氷の動物園」が開園します！

■時間 ①13：00〜 ②15：00〜
■場所 1階イベント広場

■時間 ①13：00〜 ②15：00〜

プロの氷の彫刻家「氷彫師」が目の前で造り出す「氷の動物達」でこの夏の
暑さを吹き飛ばそう！出来上がった「氷の動物達」に触ることもできるよ！！
※制作する動物達は当日のお楽しみ

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 ※おひとりさま１回

［月］

［火］

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

28
29
30
31

［水］

生活雑貨アイデア雑貨市（8/28〜9/1）
会場：1階イベント広場

時間：9：00〜20：00（最終日は17：00まで）

［木］

［金］

お客さま感謝デー

［土］

お名前ホルダー・ペタペタ焼き（8/31〜9/1）

観覧無料

あそびの学校「くるくるまわる/
18
［日］
おもしろ仕掛けボックス」

8/

会場：2階フードコート前特設会場 時間：11:00〜17：00（最終日は16：30まで）
参加費：648円（税込）おひとりさま・1枚 所要時間：20〜30分

■場所 1階イベント広場

※展示終了時間：17：00予定

観覧無料

24 ラーメンつみつみチャレンジ

8/

［土］

当日のイオンタウン成田富里の専門店でのお買い上げレシート税込500円以上
（合算可）
をご提示いただくとラーメンつみつみチャレンジにご参加いただけます。
つみつみチャレンジに成功で袋ラーメン5袋プレゼント♡
つみつみチャレンジに失敗してもカップラーメンを1個プレゼント♡

制限時間：3０秒
【積上げるカップラーメンの数】
大人の方：8個・お子さま：7個

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

対象：4歳〜小学6年生

先着50名さま

参加無料

ご参加いただけます。

景品が無くなり次第終了 お1人さま１回限り

■時間 13：30〜15：30（13：00〜会場にて受付） ■時間 13：30〜景品が無くなり次第終了
■場所 1階イベント広場
■場所 2階フードコート前特設会場

