
水と肥料のバランスを
常に考え栽培し

安全安心を提供します

※他割引との併用不可

8%OFF 10%OFF

まで

まで

10/23 金 24 土 25 日 限定

10/16
金

同時開催！

同時開催！

10/23 11/1金 日

田中さんのミニトマト

※天候により欠品する場合が
　ございます

永島さんの小松菜
岩瀬さんの長ねぎ

チーズピザ
マルゲリータピザ など

大きな手作りおにぎり各種
・醤油焼きおにぎり（紅鮭） ・明太高菜 など

旬の野菜をお届けする
岩瀬農園は千葉県
「ちばＧＡＰ」認証農場です

果物をまるごと使用！
搾りたてのフレッシュな
味わいをお楽しみください

おゆみ野店
OPEN!リ

ニ
ュ
ー
ア
ル

館山港・船橋市場より新鮮な

お魚を直送！！
下処理、加工もいたします!
※ご対応できない場合もございます。ご了承ください

下ごしらえもおまかせ！

店内窯焼ピザ
始めました！

地元生産者コーナーが
充実しました！

鮮魚

お惣菜青果

※水揚げがなく欠品する
　場合がございます
※水揚げがなく欠品する
　場合がございます
※水揚げがなく欠品する
　場合がございます
※水揚げがなく欠品する
　場合がございます
※水揚げがなく欠品する
　場合がございます
※水揚げがなく欠品する
　場合がございます

安心、安全、新鮮を
基軸とした野菜を毎日
お客さまに提供します

お会計時ご呈示で

歯磨き粉サンプル
プレゼント

お会計時ご呈示で

お会計時ご呈示で税込1,000円以上の
レシートご呈示で
対象期間中1回のみ

店内靴修理 
税込1,000円以上で

定価商品 税込5,000円以上
お買上げで

ボールペン
プレゼント

わんちゃんねこちゃんの
おやつサンプル
プレゼント

お会計時ご呈示で

ソフトクリーム
プレゼント

20ℓ以上のご給油で

BOXティッシュ
1箱プレゼント

トートバック
プレゼント

1日体験無料

表示価格税込5,000円以上の
メガネ一式お買い上げで メイプルファームの

ポイントカード入会金

メダル
10枚プレゼント

餃子
5個サービス

無料

※他割引との併用不可 
※会計後のご呈示は対応不可

※修理と同時で1,000円引の併用可
※対象期間中のレシートであれば、
　当日以外での利用可

※他サービスとの併用不可 
※一部除外品有り ※セール商品を除く

※1日1回限定

※感謝デー企画との併用不可

10/25㊐まで10/25㊐まで

1,000円引き

合計税込700円以上の
ご注文でお会計時に

メイン商品ご注文のお客さまに限り、
お会計時にご呈示で

50円引き

当店平常価格から

ガラスコーティング

500円引き
当店平常料金から

当店平常
料金から

バラエティパック

当店平常
価格から

当店平常
価格から

当店平常
価格から

御仏壇、仏具

1F 歯科クリニック　tel.309-7002

イオンタウンおゆみ野
JUN歯科クリニック

1F 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器　tel.312-5723
メガネアモ

2F セルフうどん　tel.03-6833-8223
瀬戸うどん

1F レディス tel.300-5135
Rou Lisse 2F 仏壇・仏具　tel.300-1891

はせがわ

1F くつ修理・合カギ　tel.300-5056
リアット！

1F レディス・ファッション雑貨　tel.293-8681
SHOO･LA･RUE 1F 生活雑貨　tel.309-8098

メイプルファーム

1F 総合ペットショップ　tel.293-1027
イオンペット

2F 帽子　tel.300-5095
帽子屋 フレイヴァ

2F 長崎ちゃんぽん　tel.293-6221
リンガーハット2F 本・文具　tel.293-8671

精文館書店 2F アイスクリーム　tel.300-5104
サーティワンアイスクリーム

2F アミューズメント　tel.070-3100-4508
モーリーファンタジー

1F カフェ　tel.300-5085
サンマルクカフェ

別棟
セルフガソリンスタンド　tel.293-8430
エム・シー・オイル2F スポーツクラブ　tel.293-7062

イオンスポーツクラブ2F
iPhone・iPad・Switch修理/買取　
tel.080-7613-8179　
営業時間10：00～19：00

ifc イオンタウンおゆみ野店

当店平常
価格から

店内商品

10%OFF
※一部除外品あり

当店平常
価格から

店内商品

10%OFF

10%OFF

専門店
イオンタウンおゆみ野

マックスバリュの当日のお買い上げレシート税込2,000円以上ご呈示で、各店でお得なサービスが受けられます。※レシートの合算不可。

×

EVENT INFORMATIONEVENT INFORMATION

10 /0 /3131
土

ハロウィンバルーン
プレゼント♪

お1人さま1回、当日の
イオンタウンおゆみ野専門店
お買上げレシート
合計1,500円(税込)以上
ご呈示でご参加できます！

時間 14：00～16：00

先着200名さま

場所 1F 中央エスカレーター前

※1,500円(税込)ごとに１回では
　ございませんのでご注意下さい

※先着に達した場合は時間内でも終了となります。

10 /0 /2525
日

チョコチップクッキー
プレゼント♪

お1人さま1回、当日の
イオンタウンおゆみ野専門店
お買上げレシート
合計1,000円(税込)以上
ご呈示で1個プレゼント！

時間 14：00～16：00

先着200名さま

場所 1F 中央エスカレーター前

※1,000円(税込)ごとに１回では
　ございませんのでご注意下さい

※先着に達した場合は時間内でも終了となります。

10 /0 /2424
土

生活雑貨
プレゼント♪

お1人さま1回、当日の
イオンタウンおゆみ野専門店
お買上げレシート
合計1,000円(税込)以上
ご呈示で1個プレゼント！

時間 14：00～16：00

先着200名さま

場所 1F 中央エスカレーター前

※1,000円(税込)ごとに１回では
　ございませんのでご注意下さい

※先着に達した場合は時間内でも終了となります。

11/1/ 1
日

ハニードーナッツ
プレゼント♪

お1人さま1回、当日の
イオンタウンおゆみ野専門店
お買上げレシート
合計1,000円(税込)以上
ご呈示で1個プレゼント！

時間 14：00～16：00

先着200名さま

場所 1F 中央エスカレーター前

※1,000円(税込)ごとに１回では
　ございませんのでご注意下さい

※先着に達した場合は時間内でも終了となります。※写真は
　イメージです ※写真は

　イメージです

※写真は
　イメージです

※写真は
　イメージです

※マックスバリュ、ヤマダ電機のレシート対象外。 ※お1人さま１回までと限らせていただきます。 
※1枚のレシート金額を複数回、複数人に分ける事は出来ません。 ※当日のレシートは合算可能です。
※状況の変化に伴い、イベントの中止、内容を変更させていただく場合がございます。
※詳細はイオンタウンおゆみ野ホームページをご確認ください。

※マックスバリュ、ヤマダ電機のレシート対象外。 ※お1人さま１回までと限らせていただきます。 
※1枚のレシート金額を複数回、複数人に分ける事は出来ません。 ※当日のレシートは合算可能です。
※状況の変化に伴い、イベントの中止、内容を変更させていただく場合がございます。
※詳細はイオンタウンおゆみ野ホームページをご確認ください。

※マックスバリュ、ヤマダ電機のレシート対象外。 ※お1人さま１回までと限らせていただきます。 
※1枚のレシート金額を複数回、複数人に分ける事は出来ません。 ※当日のレシートは合算可能です。
※状況の変化に伴い、イベントの中止、内容を変更させていただく場合がございます。
※詳細はイオンタウンおゆみ野ホームページをご確認ください。

10/23 金

11/1 日

専門店イオンタウン
おゆみ野

×

10/23 金 11/1 日

お買得特典あり！

●お会計は各専門店ごとにお願いします。各専門店へのお問い合わせは、直通電話をご利用ください。●広告の品は豊富に揃えておりますが、万一売り切れの際はご容赦くださいませ。●チラシ商品の掲載価格は、本体価格と税込価格を併記しております。●当店平常価格とは、表記の各店舗によって「本体価格」または「税込価格」と異なります。
●本体価格とは税抜価格を表します。●千葉市の市外局番は（043）です。●テイクアウト・店内飲食によって税率が変わります。詳しくは各店舗へお問い合わせください。

※掲載商品は充分に在庫をご用意しておりますが、無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。

おゆみ野こころはずむ出 会 い 、いっぱ い

10時～21時まで
※キャッシュコーナー・一部店舗では営業時間が異なります。※ラストオーダーは店舗により異なります。

1F・2F  イオンタウン専門店街

マックスバリュ 8時～24時まで1F ※時期により営業時間が
　異なる場合がございます。

10時～21時まで
別棟  ヤマダ電機

■イオンタウンおゆみ野

駐車場のご案内

通常営業時間のご案内（年中無休）

土・日・祝日の混雑時は、屋上駐車場が便利です。

TEL.043-300-5200（代表）

■マックスバリュおゆみ野店
TEL.043-300-5155（代表）

https://www.aeontown.co.jp/oyumino/

〒266-0033  千葉県千葉市緑区おゆみ野南5丁目37-1

店舗により営業時間が異なります。詳しくは各店舗へご確認ください。



1F レディス tel.300-5135
Rou Lisse 1F 生活雑貨　tel.309-8098

メイプルファーム1F レディス tel.309-9772
ハニーズ

2F 住宅リフォーム　tel.310-4061
アビリティーホーム

1F ヘアカット専門店　tel.0120-585-919
QBハウス 1F 総合ペットショップ　tel.293-1027

イオンペット

1F エステ・化粧品販売 tel.310-5577
POLA THE BEAUTY

2F 仏壇・仏具　tel.300-1891
はせがわ

1F レディス・バッグ・アクセサリー　
tel.300-5124

SELF+SERVICE

1F 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器　tel.312-5723
メガネアモ

1F 呉服　tel.312-9011
えどこまち

1F カフェ　tel.300-5085
サンマルクカフェ 2F スポーツクラブ　tel.293-7062

イオンスポーツクラブ2F バラエティ雑貨　tel.312-2664
ハイド・アンド・シーク

2F アジアン雑貨　tel.226-9973
CHANDNI

2F 帽子　tel.300-5095
帽子屋 フレイヴァ

2F アミューズメント　tel.070-3100-4508
モーリーファンタジー

2F CD・DVD・楽器　tel.292-9591
新星堂

2F アイスクリーム　tel.300-5104
サーティワンアイスクリーム

2F ラーメン　tel.300-5136
丸鶏ガラ味噌ラーメン 蔵民

1F ピアノ教室　tel.0120-041-503
カワイ音楽教室

2F 仏壇・仏具　tel.300-1891
はせがわ1F 眼鏡・コンタクトレンズ・補聴器　tel.312-5723

メガネアモ

1F 呉服　tel.312-9011
えどこまち

2F スポーツクラブ　tel.293-7062
イオンスポーツクラブ2F バラエティ雑貨　tel.312-2664

ハイド・アンド・シーク

2F 帽子　tel.300-5095
帽子屋 フレイヴァ

2F 本・文具　tel.293-8671
精文館書店

1F カフェ　tel.300-5085
サンマルクカフェ

2F ラーメン　tel.300-5136
丸鶏ガラ味噌ラーメン 蔵民

2F 長崎ちゃんぽん　tel.293-6221
リンガーハット

2F ハンバーガー　tel.312-9860
バーガーキング

1F 韓国料理　tel.488-4811
韓国鍋市場オモニのひと味

1F レディス tel.300-5135
Rou Lisse

1F ファミリー　tel.300-5255
ギャップファクトリーストア

1F 生活雑貨　tel.309-8098
メイプルファーム

1F レディス tel.309-9772
ハニーズ

2F 仏壇・仏具　tel.300-1891
はせがわ

1F レディス・バッグ・アクセサリー　
tel.300-5124

SELF+SERVICE

1F 呉服　tel.312-9011
えどこまち2F ファミリーカジュアル　

tel.300-5087

ユニクロ

2F 100円ショップ　tel.293-8595
キャンドゥ

2F バラエティ雑貨　tel.312-2664
ハイド・アンド・シーク

2F アジアン雑貨　tel.226-9973
CHANDNI

2F ファミリーシューズ　tel.293-7133
アスビーファム2F 帽子　tel.300-5095

帽子屋 フレイヴァ 2F CD・DVD・楽器　tel.292-9591
新星堂

1F リラクゼーション　tel.293-8581
ラフィネ

2F セルフうどん　tel.03-6833-8223
瀬戸うどん

2F らーめん・ギョーザ　
tel.293-8390

幸楽苑
1F パスタ&カフェ　tel.226-9977
今日和

1F とんかつ　tel.293-7580
とんかつ 和幸

1F とんかつ　tel.293-7580
とんかつ 和幸

1F 保険ショップ　
tel.291-2920

ほけんの窓口

本体価格1,350円 税込1,485円 10%OFF

冷凍ケーキ・冷凍惣菜 
2点以上で
当店平常
価格から

20%OFF和袋小物
当店平常価格から

30%OFF
当店平常価格から

20%OFF秋冬物限定商品
当店平常価格から

1,200円引き

100円引き

Ray-Ban フレーム

当店平常
価格から

※クリスマスケーキ・おせちの予約は対象外

※赤札商品を除く　※お一人さま3点まで

※安い方の商品が割引対象となります。

※工事費別途

※その他の割引との併用不可

20%OFF雑貨のみ
当店平常価格から

※なくなり次第終了

※一部除外品あり
30%～50%OFF

秋冬物商品
当店平常価格から

カード会員さま限定
10/23（金）～25（日）まで

各日先着20名さま

3日間限定！
カード会員さまだけの特別セールです！

期間限定！

これからの季節に大活躍な
アイテムを割引にてご用意いたしました。秋のお出かけ等に必要な

和袋小物をお得に！

ノーリツ 24号 給湯器
（エコジョーズ 
フルオートタイプ 壁掛型）

本体価格128,000円 
税込140,800円

期間中、当店をご利用のお客さまに

ノベルティプレゼント

新規ご利用のお客さまに限り、
エステメニューで行う

ヘッドケアを
プレゼント

対象の秋物商品

人気のレイバンフレームが12周年特別価格でお得に

チョコクロBOXお買上げで
チョコクロを1個プレゼント

本体価格760円 税込820円チョコクロBOX

本体価格2,709円 税込2,980円
当店平常価格から 50%OFF

季節の
しつらい箱 
紅葉狩り

本体価格7,800円 
税込8,580円

当店平常
価格から 5%OFF

対象の洋画DVD

本体価格1,000円 税込1,100円
対象の洋画Blu-ray

本体価格1,500円 税込1,650円

一部ストール

40%OFF当店平常価格から

定価商品
2点以上お買上げで
2点目以降

11月月会費+事務手数料+水素水１ヶ月分
他にもお得な情報アリ！ お店にてお待ちしております！

本体価格2,000円 税込2,200円

午後5時以降
税込2,000円以上お持ち帰りで

餃子1セットサービス

子どもピアノコース
入会金無料

大型メダル貸機にて
通常500円80枚のところ
112枚貸し出し！

当店平常価格から 1,000円引き
エスニックシルエット素材

これから大活躍まちがいなしの
使える衣料が驚きの価格で！

本体価格1,900円 税込2,090円

※体験レッスン後の即決入学に限ります。

当店平常価格から

450円引き

※チラシ期間から5日間お選びいただけます。

超強力くもり止めクリーナーと
汚れ落としクリーナーがセットでお買得！

1つは持っていたい数珠。
このお得なチャンスをお見逃しなく！

洗えるきもの・半巾帯・二部式長襦袢・草履の4点セット
洗えるきものデビューセット

本体価格15,000円 税込16,500円

本体価格1,091円 税込1,200円
メガネレンズお手入れセット

まとめ買いお得セット
（数珠&数珠袋）

本体価格5,200円～ 
税込5,720円～

当店平常
価格から 8%OFF

当店平常料金から 10%OFF
5日間体験
季節的に最適なシーズン！コロナ太りを解消しましょう！

帽子3点セット福袋
冬に向け、帽子3点入りの福袋を用意しました。

本体価格2,500円 税込2,750円

アクセサリー福袋

通常300円アクセサリーが
3点入った大変お買得な福袋です！

本体価格300円 税込330円
ファンシー文具 お楽しみ袋
お値段以上の商品が入っています！

本体価格1,000円 税込1,100円
※なくなり次第終了

5セット限定

10/31（土）まで

サンマルクカフェ自慢の
もっちり食感のパンに具材を挟みました。

本体価格各370円 税込各407円
3種のもっちりサンド

カキテンジャン

広島産カキ使用。魚介風味たっぷり。
店長オススメメニューです。

本体価格1,180円 税込1,298円

ワッパー

直火焼き100％ビーフパティ

本体価格446円 税込490円 麻婆豆腐大盛り無料
少し辛くご飯が進む一品です。

本体価格618円 税込680円

とくちゃんぽん背脂とんこつ醤油

とんこつ醤油スープに、野菜もたくさん
入っているので後味もやさしい商品！

本体価格690円 税込759円

冬のトレンドコート

これからの季節に大活躍の
コートとマフラーをご用意いたしました！

冬でも使えるあったかロゴパーカー。
アウターとしても使える便利な1枚。

本体価格10,000円 税込11,000円

甘美

白檀の香りがする甘美。
お供物の代用としても！

振袖・袋帯・長襦袢の
お仕立上がりセット

本体価格680円～ 税込748円～

振袖3点セット
本体価格

198,000円 
税込217,800円

フェイクファーマフラー

本体価格2,000円 税込2,200円

GAP LOGO シェルパパーカー
・レディス

今年の冬は
ちょっぴり贅沢に
オシャレを
楽しみませんか？
フードプルオーバー

本体価格5,445円 税込5,990円

もこもこボア素材のトレンドアウター！

スタンドボアブルゾン 本体価格2,709円 税込2,980円
ブラウスとバッグは
かすみ草のししゅうを施してあります。
・ししゅうブラウス

本体価格各3,880円 税込各4,268円
・オーガビッツラップ風 スカート
・ししゅうラウンド トートバッグ ・メンズ

本体価格4,536円 税込4,990円

・キッズ

本体価格2,718円 税込2,990円

本体価格4,900円 
税込5,390円
シャツワンピース

本体価格5,900円 
税込6,490円
コーデュロイパンツ

本体価格5,900円 
税込6,490円

・ベビー

本体価格2,718円 税込2,990円

冬物帽子
おしゃれな帽子をたくさん取り揃えております！

本体価格1,900円 税込2,090円

【CD】
JUJU/俺のRequest

JUJUの
男性アーティストの
名曲をカバー。

本体価格2,636円 
税込2,900円

レディス スムースヤーンフリース 
ノーカラージャケット（長袖）

ラビットファー調のフリースとカシミヤで
お洒落に暖かく！

本体価格2,990円 税込3,289円
中折れ帽

フォーマルな装い用にハット、
ちょっとカジュアルにハンチング、
防寒用にニット帽をどうぞ。

本体価格16,800円 
税込18,480円
ハンチング

本体価格8,900円 
税込9,790円

つば付ニット帽

本体価格4,600円 
税込5,060円

バッグチャーム

いつものバッグを
かわいくアレンジ！

本体価格

100円 
税込110円

レディス スマートアンクルパンツ
（2wayストレッチ）

本体価格2,990円 税込3,289円
カシミヤマフラー

本体価格4,990円 税込5,489円

豪華な刺繍ショール

オシャレの
ワンポイントは
首元から！
いつものコーデに
プラスワン！

本体価格

1,600円 
税込1,760円

HEAL ME ファー付 スニーカーブーツ

軽量でスポーティーなソールと
内側についたフェイクファーで
暖かく心地よい足ざわり。

本体価格3,900円 税込4,290円

10/23 11/1金 日

チラシを見て
ご相談された方

ノベルティグッズ
プレゼント

麺類+チャーハンセット
（チャーハンとギョーザ）を
注文された方牛ホホ肉のデミグラスソースオムライス

ドリンク1杯無料

募集代理店 ほけんの窓口グループ（株）

※最大100分1,650円引き

10/23（金）～11/23（月・祝）まで
GO TO ラフィネ チョイスコース 80分（じっくり長めのコースがお得！！）

本体価格7,200円 税込7,920円本体価格1,332円 税込1,465円
当店平常価格から

10%OFF
当店平常
料金から 880円引き

特ロースカツ

本体価格454円 税込490円
当店平常価格から

100円引き

レギュラー
ダブル
当店平常価格から

特ロースカツ弁当

本体価格667円 税込720円
当店平常価格から

100円引き

各コースからお好みのコースを組み合わせ、お得な料金でご利用になれます。じっくり煮込んだ牛ホホ肉をデミグラスソースで
ご賞味ください。

今回限りの特別セール！！
和幸いち押しの特ロースかつをお安く提供いたします☆

肉うどん

肉そば

寒い日にぴったりの商品です！！

和豚 もち豚ロースかつ御飯

きめ細やかで、
しっとり柔らかい肉質が特徴で、
豚肉本来のコクが味わえます！！

本体価格454円 税込500円
本体価格500円 税込550円

本体価格1,727円 税込1,900円

TAKE
OUT

レッスン体験費無料
※レッスン日時のお申込みとなります

2F お子さま向け新体操教室　tel.292-5996
イオン新体操スクール

まで
ときめきポイント
対象店舗

専門店
イオンタウンおゆみ野

×

10/23金 11/1 日
お買得特典あり！
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今、欲しいアイテム
が入った

お得なまとめ買い！

お出かけが楽しくな
る！

冬のオシャレアイテ
ムが早くも登場！

12周年を記念して

スペシャルセールを
開催決定！

寒さに負けない！

あったかグルメが続
々登場！

●お会計は各専門店ごとにお願いします。各専門店へのお問い合わせは、直通電話をご利用ください。●広告の品は豊富に揃えておりますが、万一売り切れの際はご容赦くださいませ。●チラシ商品の掲載価格は、本体価格と税込価格を併記しております。●当店平常価格とは、表記の各店舗によって「本体価格」または「税込価格」と異なります。●本体価格とは税抜価格を表します。●千葉市の市外局番は（043）です。●テイクアウト・店内飲食によって税率が変わります。詳しくは各店舗へお問い合わせください。※掲載商品は充分に在庫をご用意しておりますが、無くなり次第終了となりますので予めご了承ください。


