
EVENT INFORMATION ～楽しいイベントがいっぱいです！～EVENT CALENDAR10月

［土］
510/

［火・祝］
2210/ ハロウィンうまい棒
7,777本プレゼントハロウィンバルーン抽選会

自動車点検
フェスティバル

［日］
610/ ナリトミデー
「ハロウィンマグカップ」
プレゼント

［土］
510/ LINE＠お友だち限定企画

［月・祝］
1410/

［日］
1310/ 体育の日特別イベント

～鉄棒ニガテ克服イベント～

［火］
1510/ ファンファン コロンビア移籍

第一弾シングル「ラストフライト」
発売記念ミニライブ＆特典会

［月・祝］
1410/ ラーメンつみつみ
チャレンジ

［水］
3010/ ベビーサイン体験教室

お客さまわくわくデー

お客さまわくわくデー

LINE＠お友だち限定企画
会場：1階 ヴィ・ド・フランス　時間：9：00～　※定数に達し次第終了
LINEクーポンのご提示　※おひとりさま1端末1日1回限り　※先着150名さま

自動車点検フェスティバル
会場：東入口前駐車場　時間：10：00～15：00（小雨決行） ※参加無料

それゆけアンパンマンショー
会場：東入口前駐車場　時間：①11：00～　②14：00～　※ショー終了後に握手会あります　※観覧無料

お名前ホルダー・ペタペタ焼き（10/5～10/6）
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16：15まで）
最終受付16：30まで（最終日は15：45まで） 参加費：660円（税込）お1人さま・1枚
所要時間：20～30分

NICOPAビンゴ大会
会場：1階イベント広場　時間：14：00～（13：45～ビンゴカード配布）　※参加無料
小学生以下のお子さま・先着100名さま　※ビンゴカードはクレーンゲーム1回券としてご利用できます。

ナリトミデー「ハロウィンマグカップ」プレゼント
会場：2階保険クリニック前　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

かぼちゃ重さあて（10/19～10/27）
会場：2階保険クリニック前　時間：9：00～21：00

ハロウィンバルーン抽選会
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　※先着100名さま

とみさと市民活動ミニフェスタ
会場：１階イベント広場　時間：10：00～16：00　※観覧無料

ハロウィンお菓子千本釣り大会
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
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

体育の日特別イベント～鉄棒ニガテ克服イベント～
会場：１階イベント広場　時間：①11：00～12：00　②13：30～14：30　③15：30～16：30
※参加無料！各回定員制限がございます。

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

ハロウィンうまい棒7,777本プレゼント
会場：2階保険クリニック前　時間：13：00～17：00
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
サイコロを振ってでた目の数×2本　うまい棒プレゼント

セイハ英語学院ハロウィンパレード
会場：１階イベント広場　時間：14：00～（受付は13：45～）
※小学生以下のお子さま・参加無料　先着20名さま

NICOPAハロウィンパレード
集合場所：2階NICOPA前　時間：①11：00～（受付は10：45～）　②14：00～（受付は13：45～）　
※小学生以下のお子さま・参加無料・各回先着50名さま

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
生後すぐから2歳くらいまでのお子さまと保護者の方　※参加無料・要事前予約

鳳神ヤツルギ８アクションショー
会場：１階イベント広場　時間：①13：00～　②15：00～　※観覧無料

あそびの学校
「こわい？かわいい？ハロウィンランプつくり」
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40名さま

お客さま感謝デー

お客さま感謝デー

毎月10日はありが10デー

お客さまわくわくデー
G.G感謝デー
ファンファン コロンビア移籍第一弾シングル
「ラストフライト」発売記念ミニライブ＆特典会
会場：１階イベント広場　時間：①13：00～　②15：00～　※観覧無料

■場所 東入口前駐車場 ■場所 2階フードコート前特設会場

■時間 11：00～17：00（最終日は16：15まで）
　　　 最終受付16：30まで（最終日は15：45まで）■時間 10：00～15：00（小雨決行）

■場所 1階 ヴィ・ド・フランス ■場所 2階保険クリニック前
■時間 13：30～無くなり次第終了　■時間 9：00～

■場所 1階イベント広場
■時間 ①13：00～　②15：00～

■時間 ①11：00～12：00　②13：30～14：30
 　　　③15：30～16：30
■場所 1階イベント広場観覧無料

観覧無料

参加無料

■場所 2階保険クリニック前
■時間 13：00～17：00

■場所 2階NICOPA前

■時間 ①11：00～（受付は10：45～）
　　　 ②14：00～（受付は13：45～）　

■場所 1階イベント広場
■時間 14：00～（受付は13：45～）

■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

■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

■場所 1階イベント広場
■時間 ①13：00～　②15：00～

■時間 ①11：00～11：30
　　　 ②13：00～13：30
　　　 ③14：00～14：30
■場所 1階イベント広場

場所：1階イベント広場　時間：①12：00～13：00 ②16：00～17：00
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

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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お1人さまおひとつ

お1人さま1枚

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「ハロウィンマグカップ」を

おひとりさまおひとつプレゼント！

参加費：660円（税込）　所要時間：20～30分

千葉のご当地ヒーロー「鳳神ヤツルギ」が10月13日(日)イオンタウン成田富里に招来！
ド迫力のアクションを見逃すな！！みんな、遊びに来てくれよな！

初めて鉄棒に挑戦したい！前回りが怖くて出来ない！今年中には逆上がりをマスターしたい！
そんなお子様にピッタリのイベントです。
ご参加いただくお子様それぞれに適した鉄棒の指導やアドバイスを行い、
出来るという気持ちを感じてもらいます！！

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。それが、ベビーサイン

事前予約・お問い合わせは
https://www.babysigns.jp/aeon/

※開催時間の変更がある場合がございます。
　詳しくは以下にお問合わせください。

セイハ英語学院
ハロウィンパレード

※イベントの内容、出演キャラクターは予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。

©株式会社ヤツルギ魂

【バルーンの内容は変更になる場合がございます】

参加無料！各回定員制限がございます。
事前申し込みは、QRコードからお願い致します。
当日受付も行っておりますが、定員達し次第
終了となりますのでご了承下さい。

予約サイト
https://reserva.be/nazotoki222

参加対象：生後すぐから２歳くらい
　　　　   までのお子様と保護者

お1人さま１回限り景品が無くなり次第終了

参加無料

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。

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。

サイコロを振り、
でた目×2本のうまい棒を
プレゼント！

プチ仮装で参加してね！お菓子プレゼント！

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♡

イオンタウン成田富里のLINE@の

お友だち限定 配信クーポンを

ご提示で1階 ヴィ･ド･フランスにて

500円以上お買い上げで200円OFF！

※店内商品全て対象となります。

※お会計時にクーポンを

　店員にご提示ください。

対象：小学生以下のお子さま

対象：小学生以下のお子さま

先着100名さま

先着20名さま

各回先着各回50名さま

お1人さまおひとつ

※詳しくはHPをご覧ください

LINEクーポンのご提示
お1人さま1端末1回限り
先着150名さま定数に達し次第終了


