
おゆみ野こころはずむ出 会 い 、いっぱい

バスケットビンゴ
ボールを投げて縦横斜めいずれかで
ビンゴが出来ればキャラクターグッズ
プレゼント！

一緒に写真を撮ったり「ロックンかそりーぬ」踊ろう♪

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500円(税込)以上ご提示で
ご参加できます!

先着20名さま 先着10名さま

観覧無料

観覧無料

観覧無料 観覧無料観覧無料

14：00～時間 １F 中央エスカレーター前場所

①11：00～ ②14：00～時間

１F 中央エスカレーター前場所
１F 中央エスカレーター前場所

14：00～16：00時間 2F アスビーファム前場所

※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。 ※500円(税込)ごとに１回ではございませんのでご注意ください。
※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。

©やなせたかし/フレーベル館・TMS・NTV

※マックスバリュ、ヤマダ電機のレシート対象外。 ※お1人さま最大2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人に分けることは出来ません。 ※当日のレシートは合算可能です。
※景品は状況により変更となる場合がございます。 ※写真はイメージです。

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)につき1回抽選会にご参加いただけます。

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名が決勝へ進みます。
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。

火曜市企画!
ガラポン抽選会

イオンタウンおゆみ野

※先着に達し次第終了 ※先着に達し次第終了

※ご応募はすでに終了しております。

※イラストはイメージです

Event information

わんちゃんふわふわ
イオンタウンおゆみ野専門店での
当日1,000円（税込）以上のお買上げ
レシートご提示でご参加頂けます。

11：00～16：00時間

１F 中央エスカレーター前場所

※マックスバリュ、ヤマダ電機のレシート対象外 
※お一人さま１回限り ※1回5分まで 
※対象年齢：3歳～10歳のお子さま

※イベント内容、開催時間は予告なく変更になる場合がございます。
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パンフラワー体験教室
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)
以上をお持ちの中学生以上のお客さまが
ご参加いただけます。

各回先着
10名さま

①11：00～ ②13：00～時間 2F アスビーファム前場所

※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。
※1,000円(税込)ごとに１回ではございませんのでご注意下さい。
※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。
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※写真はイメージです※写真はイメージです

10：00～開催場所にて受付を開始いたします

※写真はイメージです※写真はイメージです

パンフラワーで
ストラップを作ろう

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
をお持ちのお客さまがご参加いただけます。

13：00～時間 2F アスビーファム前場所

※お子さまは保護者さまのお付き添いが必要です。
※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。
※1,000円(税込)ごとに１回ではございませんのでご注意ください。
※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。

パパパパパパ
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お1人さま1回

8
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水

※写真はイメージです※写真はイメージです

13：00～15：00時間

１F 中央エスカレーター前場所
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13：00～
時間 イダセイコLIVE

①14：00～ ②15：00～
ちびっこ音タイム時間 イダセイコLIV

家族と! お友だちと! お子さまはもちろん大人の
方もぜひこの機会に童心にかえって昔懐かしの
縁日をお楽しみください♪

10：00～17：00時間

１F 中央エスカレーター前場所

夏祭り縁日

ダンスやバルーンアートなど楽しいがいっぱいのコメディショー♪
みんなで「おっとちゃん」と一緒に遊ぼう★

①12：00～ ②14：00～時間

１F 中央エスカレーター前場所

バルーンショー
ダンスやバル

バ
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曾田彩華
(あいだ さやか)による
ソプラノコンサートを
お楽しみください♪

①13：00～ 
②15：00～

時間

2F フードコート
場所

きらきら
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1回 100円（税込）参加券参加券参加券 5回券を 400円（税込）で販売!

千本引き
射的

中央入口にキッチンカーも来るよ!

輪投げ 水ヨーヨー
スーパーボールすくい

5枚券の購入に関しては各屋台のスタッフまでお声かけください。
1回ずつの参加に関しては各屋台にて現金にてご精算ください。

・タピオカ ・かき氷 ・ケバブ ・焼きそば

※1枚で1アトラクションに1回の参加となります。 ※券は当日会場にて販売します。

かで
ッズ

千葉市動物公園ソングを歌ったり打楽器やギターに自由に触れるよ！
みんなで音楽を楽しもう♪動物豆知識や加曽利貝塚クイズなど
楽しいイベント盛りだくさん☆



旅のお供にピッタリ!!

サラダ、たらこバター、
チーズ、じゃがバター

カラー：全5色 
サイズ：22.5～24.5cm

じゃがりこ

本体価格88円 税込95円

アイスコーヒーにおすすめ!!
キリッとした苦みが暑い日にピッタリ!!
アイスブレンド

本体価格498円 税込537円

憧れのハンモック!アウトドアで大活躍間違いなし!!
ハンモック
本体価格8,800円 税込9,504円

接触冷感、吸水速乾と暑い夏に嬉しい機能付!!
たてよこストレッチテーパードパンツ、
フラットパンプス

本体価格各2,998円 税込各3,237円
サイズ：S～LL

※セール品など一部除外品あり

当店通常価格より

50%OFF

メンズ、レディス商品
当店通常価格より

40%OFF

キッズ、ベビー商品

当店通常
価格より20%OFF

当店通常価格より50%OFF

一部夏物カットソー、
シャツ、ブラウス

お子さまの砂遊び、水遊びを
楽しくしてくれる夏にピッタリのアイテムです。

夏の旅行キャリーケース!!

ウォータークエスト
アニマルスプラッシュ

本体価格650円 税込702円
おさかなショベルセット

本体価格800円 税込864円

夏物ワンピース
当店通常価格より 1,000円引き
本体価格1,834円 税込1,980円

キャリーケース

通気性抜群の快適インナー。

夏休みの工作にもおすすめ!!

今すぐ、活躍するアイテムをスペシャル価格で!!

50%OFF

当店通常価格より30円引き

当店通常価格より

10%OFF

サングラス

夏の強い太陽光が発する
有害UV（紫外線）から眼を守りましょう。

当店通常価格より30%OFF
浴衣&関連品

トップバリュ 
ピースフィット
極さら

チョコクロ、ソフトクリーム、
オレンジジュースがついたお得なセットです。

キッズセット

自店スタンプカード
Wスタンププレゼント!!

ポイント3,000円分プレゼント!!

ノベルティプレゼント レッスン体験費無料

本体価格370円 税込399円

本体価格680円
税込734円

手作りミニ行灯キット

本体価格2,600円
税込2,808円

夏のレジャーに必須!!保冷バッグ、保冷剤各種取り揃えております。
保冷バッグ、
保冷剤各種 各100円 税込各108円

ワッフルクルーネック
ワンピース（7分袖）

本体価格1,990円
税込2,149円

ガールズ
ワッフルクルーネック
ワンピース（半袖）

本体価格1,500円
税込1,620円 レター提灯セット

本体価格2,500円～
税込2,700円～

アストロイア 700c 本体価格19,800円 税込21,384円
ウィズリー 18型本体価格13,800円 税込14,904円

Sサイズ Mサイズ Lサイズ

当店通常価格より 20%OFF

大人気ワッフルワンピは
1枚でリンクコーデ!!
パパもワッフルTで参加しよう!!

婦人Hat

現金で税込5,000円以上お買上げで

本体価格6,300円 税込6,804円
中折れ 本体価格8,900円 税込9,612円

夏の行楽にオシャレなハットで気分を
上げてみてはいかがですか♥

メンズスラックス

本体価格2,900円 税込3,132円
はき心地抜群!ウォッシャブル対応のストレッチスラックス。

婦人靴 
mozスリッポン

本体価格2,900円
税込3,132円

軽くて幅広3E!!

メロン&ブルー、レモン&コーラ
ザ・クラッシュソーダ

本体価格556円 税込 円

冷たい氷とアイス、
強炭酸が一緒に楽しめる
暑い夏にぴったりな商品です。

サマーボーダーワンピース

ご旅行ご成約で

本体価格6,800円 税込7,344円

個性溢れるエスニック柄で、
リゾート気分をより満喫しちゃいましょう!!

キャンディーチャーム、フルーツファン

本体価格各500円 税込各540円

夏休みの宿題に、手作り工作!! 
ワークショップ開催!!

3種類のジュースとざるうどん、かけうどんが選べます!!

ゆずネギ明太

本体価格630円 税込680円
期間限定。ゆずポン酢と明太マヨでさっぱりコクうま!!

冷やしちゃんぽん

本体価格690円 税込745円
暑い夏にピッタリな冷たくて野菜豊富な商品です!!

棒棒鶏冷麺

本体価格602円 税込650円 醤油ダレ冷し中華、ごまダレ冷し中華
本体価格各630円 税込各680円

醤油味のベースと香り高いごまだれの
さっぱりした冷し中華です。

お子さまセット3セット以上ご注文で

※なくなり次第終了
※工事費別途

※一部除外品あり
※一部除外品あり

※セール商品は定価の半額とさせていただきます。

※一部除外品あり

TOTO最新
タンクレストイレが
展示品で驚きの
価格に!!
TOTO 
ネオレストRH1

185,000円
税込199,800円

当店通常価格より

46%OFF

小学6年生までのお子さま限定
定食全品

1F お菓子　tel.292-9748
おかしのまちおか

1F コーヒー豆・輸入食品　tel.300-5106
カルディコーヒーファーム

1F 生活雑貨　tel.292-9664
aideco

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

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
インナー　tel.300-0200

インナーマーケット 
デビュ

1F 自転車販売・修理　tel.300-5130
イオンバイク

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 服飾雑貨　tel.293-7177
スイスタイムス

1F レディス・キッズフォーマル・雑貨・スクール　tel.300-5086
イーストボーイコメット

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 トラベル　tel.226-9111
サントラベルセンター

2F 布地と手芸の店　tel.300-5126
パンドラハウス

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 メンズ・レディス　tel.300-0431
洋服の青山

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 住宅リフォーム　tel.310-4061
アビリティーホーム

1F とんかつ　tel.293-7580
とんかつ 和幸

2F 長崎ちゃんぽん　tel.293-6221リンガーハット

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 たこ焼・やきそば　tel.293-6156築地 銀だこ

2F らーめん・ギョーザ　tel.293-8390幸楽苑

2F セルフうどん　tel.03-6833-8223瀬戸うどん

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

当
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1F 農産物販売　tel.300-5059
わくわく広場

旅

サ
チ

じ

アアア
キ
ア

本

小小学6小学6年生までのお子さま限定

おか

通気性気性

ップ
ース
さら
体価格

F

メンズ レデ ス商品 キ ズ ベメ

イオンタウンおゆみ野で
Summer vacation

を楽しもう!!当店通常価格より
サングラスサングラス

夏
有害UV（紫外線）から眼を守りましょう。
夏の強い太陽光が発する
有害UV（紫外線）から眼を守りましょう。

通気

トッ
ピー
極さ
本体

2F

6,320円
税込6,825円

本体
価格 7,920円

税込8,553円
本体
価格7,120円

税込7,689円
本体
価格

当店通常価格より
うきわ全品

※セール品など一部除
50%OFF 40%OF

お子お子
楽し

ウォ
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本体

クルーネック
ス（7分袖）

990円
2,149円

クルーネック
ス（半袖）

500円
込1,620円

フルワンピは
コーデ!!
ルTで参加しよう!!

1F ファミリー　tel.300-5255
ギャップファクトリーストア

1ーカジュアル　tel.300-55087
ニクロ
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円
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el.310-4061
ィーホーム

Kids
コレクション

Kids
コレクション

Kids
メニュー

Kids
コレクション

本体価格

8/9金 8/18日

冷たい氷とアイス、
強炭酸が 緒に楽しめる

夏グルメ

ーラ

円

です。
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ム

本体
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お盆用の花束を通常の
5倍以上増やしております。

お盆用花束各種

本体価格398円～
税込429円～

お盆の準備はお
済みですか？

8/20（火）まで

ダミー

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～22時まで
別棟  ヤマダ電機

●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。●当店通常価格とは、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。

■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）

http://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


