
館山

店内ウエア2点以上で

だけの特別価格
各店
とびきり
おトクな10！！日間

 円（税込）8,184  本体価格7,440円

 円（税込）6,424  本体価格5,840円

 円（税込）253,000
 本体価格230,000円

 円（税込）10,560
 本体価格9,600円

 円（税込）264,000  本体価格240,000円

 円（税込）369,380
 本体価格335,800円

 円（税込）143,000
 本体価格130,000円

20％OFF

20％OFF

ダイヤモンドペンダント特別販売！ 
大粒ダイヤを中心に超特価ご奉仕！
Ptダイヤモンドペンダント
1.012ct、Hカラー、鑑定書付

Ptダイヤモンドペンダント
0.509ct、Fカラー、鑑定書付

GANT・
NEW YORKER等
期間限定
スペシャルプライス

※写真は一例です。

小学生以下限定の
「ヤマダキッズカード」誕生！
土・日・平日に店頭に来店してポイント
マシーンでポイントをゲットしよう！！
「交換カタログ」に載ったお好きな
商品と交換できます。

有機ELの能力を最大限に引き出した圧倒的な高画質。
〈ソニー〉4Kチューナー内蔵有機ELテレビ55V型
KJ-55A8H

2つの引き出しを「野菜」・
「冷凍」・「冷蔵」モードに、
それぞれ切り替えられる
「ぴったりセレクト」。
〈日立〉567L・
フレンチドア・
6ドア冷蔵庫
R-KX57N

2BUY 20%OFF〈大人用〉当店平常価格より

※一部除外品がございます。

親子でオソロイコーデも楽しめる
ボアジャケットです♪
QUIK SILVER & ROXY
ボアジャケット

2BUY 20%OFF〈小人用〉当店平常価格より

アプリ会員様ポイント5倍

11/20㊎～24㊋

11/27㊎～29㊐3日間限り

11/20㊎～
23㊊㊗
4日間限り

ニット
当店平常
価格より
11/25㊌～29㊐

11/20㊎～29㊐

アウター
当店平常
価格より

時計 ザ・クロックハウス
0470-23-7270

0470-24-7351

ジュエリー コバヤシ 0470-24-2010

セレクトSHOP WAVE 
0470-28-5219

大型スポーツ専門店 アルペン イオンタウン館山店
0470-23-2271

大型家電専門店 ヤマダデンキ
0470-20-1711

※店舗により取り扱いブランドが異なります。
※ゴルフ用品・一部商品は除きます。

ゼスタッグ クロスバイク
当店平常価格（税込）16,280円を

紅葉の秋にピッタリな折り畳み自転車、
クロスバイクを特別価格で
ご用意致しました。

使い勝手に優れた
ベーシックモデルの
電動アシスト自転車です。

サイクルショップ イオンバイク 
0470-23-8262

ライフスタイルにぴったりの自転車を、あなたに。

 円（税込）11,000  本体価格10,000円

ヤマハ PAS with
12.3Ah、リチウムイオンバッテリー搭載
当店平常価格（税込）105,380円を

 円（税込）87,780  本体価格79,800円

外装
6段
変速

イオン館山店・ヤマダデンキ・
エネオスDr.Driveセルフ

イオン館山店



このQRコードをバーコード
認識機能搭載の携帯電話
で読み取るだけで、イオン
タウン館山携帯サイトに
簡単にアクセスできます。

〒294-0047 千葉県館山市八幡545-1
TEL.0470-24-0609（代）

PCサイト　http://www.aeontown.co.jp/tateyama/
◎イオンタウン館山専門店街はあさ10時より開店

館山

■広告掲載の価格は、本体価格と税込価格を併記しています。■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。■割引率は、各店平常価格からの割引となります。■印刷の品質により現物と色が異なる場合がございます。■広告の品は豊富に取り揃えておりますが、万一売り切れの際はご容赦下さいませ。

11.20FRI      11.29SUN館山

いつでも笑顔の接客でご来店をお待ちしております。

しっかり対策、ちゃっかりおトク！！

ハッピー
バック

うれしい、おトクが
いろいろ！！

テイクアウト
まつり

Xmas
アイスケーキ ご予約

承り中
グルメ店舗限定

※実施内容につきましては、諸事情により突然変更になる
　場合がございます。あらかじめご了承ください。
※イベントの詳細はホームページをご覧ください。

イベント＆催し物
のご案内

各日2名様限定

5セット限定
ラージサイズは、2ℓのペットボトルが
横に入るたっぷりサイズです。

「リバーシブルエコバック」材料セット
　　　　当店平常価格（税込）1,188円を

お腹、背中、もも表、もも裏から1部位。
痩身キャビテーション＆
ラジオ波で贅肉燃焼
当店平常価格（税込）6,600円を

50円引きで

コリコリ食感とお肉の
旨みが愉しめます。

お持ち帰り限定

鶏のから揚げ
（単品）
当店平常価格より

税込572円本体価格530円
11円引きで

ナンコツ串
当店平常価格より

税込100円本体価格93円

人気のお得な
たこねぎ玉セットが
逆96（クロ）価格…。

お召し
上がり
もOK！

たこねぎ玉
セット690円
当店平常価格
（税込）700円を

ロク

税込690円本体価格639円

限定30個 限定5個
限定各5セット

限定5個

200円引きで

50%OFF

キーホルダー・
パスケース・
巾着3点セット
当店平常価格より

税込528円
本体価格480円

2,040円引きで

文房具ハッピーバック
当店平常価格より ・お子様手芸キット

・カット生地つめ合せ
今、付いている価格より

サーティワンのアイスケーキ
で特別なクリスマスを。

税込1,056円本体価格960円

組み合わせ自由
ソックス3足セット
当店平常価格より

※写真はイメージです。

税込869円
本体価格790円

エンジン音や
いろいろな
効果音で遊ぼう！

11/24㊋まで

SmartAngel サウンドレーサー
対象年齢：1.5歳以上

来店ポイント1コのところ、
2コお付けします。

ココアクランチまたは
レインボーチョコ
無料トッピング

期間限定価格商品多数あり！
対象商品が期間限定価格

ポイント2倍

スーツ・
ジャケット・
コート・フォーマル
下取り開催中！

GoToトラベル
地域共通クーポン券
利用店舗のご紹介

11/21㊏～30㊊

お1人様1回限り

11/21㊏～30㊊

ブラックフォーマル
当店平常価格より

イオンカードでの給油で
レギュラーガソリン
店頭表示価格より

対象：
ソフトクリーム（カップ）
または生シェイク
※無くなり次第終了

レギュラーサイズのアイスに
ポップスクープのアイスが
くっついた！！ 
雪だるまパック☆☆

雪だるまパック
税込580円本体価格527円

鶏の黒酢和えと
天ぷら弁当
税込780円本体価格723円

20%OFF

フットアロマ
コース
40分以上
当店平常
価格より

税の書写・
標語展示

クリスマス
メッセージツリー

こちらのQRコードを
読み取ってチェック！

時間

場所

10：00～19：00 ※20日に準備・展示
コミュニティホール前（ABC-MART向かい）

時間

場所
10：00～19：00

コミュニティホール前

近隣幼稚園の園児のみんな
に書いてもらったメッセージ
カードをツリー型の
画用紙に掲示します。

11/

20
金

11/

21
土

手芸用品 クラフトハート トーカイ
0470-24-6388 

手芸用品 クラフトハート トーカイ
0470-24-6388 

リラクゼーション らく～ね
0470-23-2011

宝石・貴金属 鳳玉堂
0470-23-2288

レディースファッション
0470-30-8242

紳士服 洋服の青山 
0470-23-9321

アイスクリーム 
サーティワンアイスクリーム 
0470-30-8239

ファンシー雑貨 レッドアップル 
0470-23-1320

靴 ABC-MART 
0470-25-3251

焼鳥 日本一 
0470-30-8561

たこ焼き・お好み焼き たこ三 
0470-23-4034

ベビー・子ども用品 西松屋チェーン
0470-23-8201

和ダイニング 四六時中 0470-30-8181

セルフ式ガソリンスタンド 
ENEOS Dr.Driveセルフ イオンタウン館山店
0470-22-0007

生活雑貨 ハイド＆シーク
0470-29-5680

中華 熱烈中華 味一番
0470-23-5123

須藤牧場
0470-29-7855

ヘアカット専門店 
カットファクトリーアルファ

ファミリーシューズショップ アスビーファム館山店
0470-30-8360

クリーニング みつみね
0470-22-5077

トゥジュールイエリック 
0470-29-5519

11/

27~
金

11/

26
木

12/

25~
金

11/

22
日

アジア雑貨・リサイクル着物販売

ジェリーズポップコーン

献血

時間 場所10：00～18：00
※25日（水）は14：00～／29日（日）17：00まで

ABC-MART向かい特設会場

時間 場所10：00～18：00 フードコート入口

時間

場所

①10：00～11：45 ②13：00～16：00
アルペン前駐車場

11/

29
日まで

全品
定価15,000円～35,000円の品
店頭表示価格より

（写真の商品）

10％OFF

30％OFF

10％OFF

店内商品
店頭表示
価格より 10~30％

OFF 10％OFF
3円引き

 円（税込）2,748  本体価格2,499円

 円（税込）5,640  本体価格5,128円

 円（税込）960  本体価格873円

 円～（税込）3,960  本体価格3,600円～

楽しいクリスマス

 円（税込） 円～5,497 6,597
 本体価格4,998円～5,998円

 円（税込） 円～3,190 4,290
 本体価格2,900円～3,900円

特設コーナーにて ブランドスニーカー

2,000円～3,000円引きで

ブラックフライデー限定割引
対象アウター商品
当店平常価格より

均一

レディース・キッズ・雑貨 シューラルー
0470-30-8243

ファミリーシューズショップ アスビーファム館山店
0470-30-8360

100円の
ドリンクバー
券付き

メガネの

Hair & Beauty

※セール品も対象です。　※画像はイメージです。

店内全品
2点以上お買い上げで

960円（税込）特設セールコーナー

 円（税込）960  本体価格873円

服の上から着やすい
ゆったりデザイン、ふんわり素材の
あったかポンチョ。
ポンチョ 
　　　　当店平常価格（税込）1,100円を

生活雑貨 ハイド＆シーク
0470-29-5680

27(金)～29(日)限定

20(金)～29(日)限定

特別企画
この
バックが
目印！

レジにて


