
館山 11.19㊎      11.28㊐

■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。

だけの特別価格！！衝撃衝撃 SALESALE 売り切れ御免！

20%OFF

20%OFF

時計 ザ・クロックハウス
0470-23-7270

0470-24-2010

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

＆

レディース JADE’S & CRB
0470-24-7351

成人式、卒園・卒業式、入園・入学式に向けて

アウターフェア対象アウター
当店平常
価格より 20%Off

各種パールネックレス
（アコヤパール・タヒチパール・南洋パール等）
当店平常価格より 20%Off

2,000円Off!!

50%Off

配色・ファーがカワイイ♡
軽くてあたたかいアウターです。
ナイロンフライト
ジャケット
当店平常価格
（税込）8,789円を

合わせやすい3色カラー
（アイボリー、黒、ベージュ）
でご用意。軽くてあったかい♡
キレイめにもカジュアル
スタイルにもオススメです。
ノーカラーフェイク
ダウンジャケット
当店平常価格
（税抜）5,000円を

 各 各7,000円本体
価格  （税込各7,700円）

 各 各5,943円本体
価格  （税込各6,537円）

 各 各4,900円本体
価格
 （税込各5,390円）

 各 各5,593円本体
価格  （税込各6,152円）

メンズ・レディース
対象のブランドウォッチ
(MARIO VALENTINO・MICHEL KLEIN・
ROYAL PARTY)

ウインドジャケット
メーカー希望小売価格（税込）9,339円

ワンピース
メーカー希望小売価格
（税込）7,700円

ウインドパンツ
メーカー希望小売価格（税込）8,789円

※写真はイメージです。　※無くなり次第終了となります。

※サイズ：(左)MARIO VALENTINO 40mm
(中)MICHEL KLEIN 34mm　(右)ROYAL PARTY 30mm

イオン館山店・エネオスDr.Driveセルフ・ヤマダデンキ

19(金)~23(火・祝)数量限定数量限定

19(金)~28 (日)

特設
コーナー

特設
コーナー

宝石・貴金属 鳳玉堂
0470-23-2288

レディースファッション ハニーズ
0470-30-8242

レディース・キッズ・雑貨 シューラルー
0470-30-8243

紳士服 洋服の青山 
0470-23-9321

ファンシー雑貨 レッドアップル 
0470-23-1320

靴 ABC-MART 
0470-25-3251

セレクトSHOP WAVE 0470-28-5219
自転車専門店 イオンバイク 
0470-23-8262

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

須藤牧場
0470-29-7855

ライフスタイルにぴったりの自転車を、あなたに。

サイズが合えば、お買い得です。

10%Off

メンズ・レディス
商品下取りで
当店表示価格より 10%Off

呪術廻戦スポーツタオル
3枚セット
当店平常価格（税込）1,650円を

ファッションリング・
ピアス・ペンダント
当店平常価格より

（税込）5,000円以上
お買い上げで
当店平常価格より

1,000円本体
価格  （税込1,100円）

50%OFF 5,900円本体
価格  （税込6,490円）

15,000円本体
価格

 （税込16,500円）

中綿・ウール系 アウター3型
ブラックフライデー限定で値引き！

大人気アニメ！ 呪術廻戦スポーツタオルの
お好きな柄を3枚選んで税込1,100円！

アウター3型
ブラックフライデー限定価格 プルンとした食感と、上質な牛乳の

さわやかな美味しさをどうぞ！

牛乳カン

4,182円本体
価格  （税込 4,600 円）

87円本体
価格  （税込 96 円）

婦人カジュアルシューズ各種
1,000円本体

価格  （税込1,100円）

6,393円本体
価格  （税込7,032円）

4,000円本体
価格  （税込4,400円）

フォーマルパンプス26.0cmまであります。
婦人パンプス各種

2,000円本体
価格  （税込2,200円）

サイズ切れになる前にお早めに！！
メンズ・レディース靴下よりどり4足
23.0cm～29.0cm 500円本体

価格  （税込550円）
各日限定15杯

先着20名様

最大

各日限定1名様

目玉商品

全品

走行中常時点灯するLEDオートライトと、
6段変速装備のお買得ファミリーサイクル。
シェルブール

Men’s Lady’s冬物アウター

当店平常価格（税込）12,980円を

店内商品
当店平常価格より

10~50%Off

10~30%Off

※数に限りがございます。

※他社製品OK。

期間中、クーポン1回限り
アプリスタンプ5倍

同時開催

肌荒れがキレイに
なったとの声多数！ 
ご新規様だけの
特別価格。

肌革命！ 洗浄＆美白ケア
当店平常価格（税込）8,800円を

トゥジュールイエリック 
0470-29-5519

※一部当キャンペーンに参加していない店舗もございます。
※レシート合算は不可となります。
※1回のお会計で税込1,000円未満の場合、“めくるくじ”の進呈はございません。
※あたりが出たあと、その場でのご利用は出来ません。
※お買物券がご利用いただけない専門店がございます。
※お買物券のご利用条件につきましては、“めくるくじ”裏面をご覧ください。

イオンタウンお買物券ご利用期間

いつでも笑顔の接客でご来店をお待ちしております。

入口での
手指の消毒の
実施を
お願いします

お客さまへの
ご協力の
お願い

店内では
お客さま間での
距離の確保を
お願いします

体調がすぐれない
時は来店を
ご遠慮ください

店内での
マスク着用を
お願いします

冬 アイテム
おすすめ

Goods
Fashion

Service

Gourmet

ご予約
承り中Xmasパーティメニュー

Xmas Goods

EVENT INFORMATION ※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。

クリスマス
グッズは、
今年もダイソー
に、おまかせ。

3,990円税込4,389円本体
価格

by A 
スリムブーツ
BYA53001

6,500円
税込7,150円

本体
価格

定番のシンプルデザインのコートスニーカー。
靴底裏のPUMAの文字がオシャレな1足！

エステサロン
「SLIM BEAUTY
HOUSE」との共同開発。
履き心地とデザインが◎

PUMA SKYE LITE
当店平常価格（税込）6,490円を

ベビー防寒コート
80・90・95cm 1,599円 税込1,758円

本体
価格

655円 税込720円
本体
価格

冬物新作アイテムを
組み合わせ自由で3P（税込）1,100円！！
レッグウォーマー・ネックウォーマー・
モコモコルームソックス

1,000円 税込1,100円
本体
価格

今だけサンリオのポムポムプリンと
コラボ！！かわいいカップやサンデー
がポムポムプリンに♡
ポムポムプリンのアイスクリームショップ
①なかよしサンデー

① ②

455円 税込500円
本体
価格②にっこりサンデー

サーティワンならではのXmasケーキで楽しいXmasを☆

キュートな仲間と一緒に人気の美味しさを楽しもう！ 選べる美味しさにワクワク！ とっておきの
クリスマスを一緒に楽しもう！クリスマス サンリオキャラクターズ

スノーパレット

Ⓒ2021 SANRIO CO.,LTD. APPROVAL NO. L628341

Ⓒ2021 SANRIO CO., LTD.

3,519円 税込3,800円
本体
価格

ジューシーで旨みが濃く弾力のある食感。

純和鶏もも焼き
925円税込999円

本体
価格

クリスマスパレット8
4,352円 税込4,700円

本体
価格

ご注文で、
ラッシー
1杯サービス。
ニムタスペシャルセット

1,000円 税込1,100円
本体
価格

チョコレートクリームたいやき
146円税込160円本体

価格

3,600円税込3.960円
本体
価格

秋・冬・春まで3シーズン活躍！
ダウン入りジャケット付き3WAYマンパ
ニットプルオーバー 2,998円税込3,297円本体

価格

パンツ 2,998円税込3,297円本体
価格

バッグ 1,998円 税込2,197円
本体
価格

シューズ 2,998円税込3,297円本体
価格

伸縮性のある
ストレッチ素材で
足にフィット。

ヒールミー ストレッチショートブーツ
22.5cm～25.0cm 4,900円税込5,390円

本体
価格

ハンバーガーレストラン
マクドナルド
0470-22-2033 

アイスクリーム サーティワン 
0470-30-8239

生活雑貨 ダイソー 
080-4121-5928

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

靴 ABC-MART 
0470-25-3251

生活雑貨 ハイド＆シーク
0470-29-5680

レディース・キッズ・雑貨 
シューラルー
0470-30-8243

インド・アジアンレストラン ニムタ
0470-23-2466

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

アイスクリーム サーティワン 
0470-30-8239

※写真はイメージです。

※掲載商品は一例です。

食べごたえのある、肉厚ビーフのバーガーです。
・炙り醤油風ベーコントマト
　肉厚ビーフセット
・炙り醤油風ダブル肉厚ビーフセット

各719円税込各790円本体
価格

▲炙り醤油風ダブル肉厚ビーフ▲炙り醤油風ベーコントマト肉厚ビーフ

11/20㊏まで

3点

特大（1本）

825円 税込891円
本体
価格大（1本）

11/21㊐～11/30㊋まで

12月23日（木）までご予約受付中

リラクゼーション らく～ね
0470-23-2011

クリーニング みつみね
0470-22-5077

セーター・カーディガン
当店平常価格より

※一部除外品がございます。

ズボン・パンツ
当店平常価格より

※一部除外品がございます。

ダウンウェア
当店平常価格より ※一部除外品がございます。

20%OFF

冬到来！ 
寒さ対策足元から！！
フットアロマコース
40分以上
当店平常価格より

10%Off
20%Off
30%Off

メガネの Hair & Beauty

和菓子販売

ベビーカステラ＆
レインボーわたあめ販売

ＢＬＡＣＫ　ＦＲＩＤＡＹ特別企画！
プレゼントキャンペーン

館山骨董祭

ワクチン得パスキャンペーン サイコロＤＥ
チャレンジ

献血

時間

場所

10：00～19：00
（最終日17：00まで）
フードコート入口

時間 場所10：00～18：00 セントラルコート

時間

場所
10：00～16：00
コミュニティホール前（ABC―MART向かい）

時間

詳しくはこちら⇒

場所

各日①13：00～ ②15：00～　※各回、無くなり次第終了（最長1時間）

［日時によって景品が異なります］

※お一人さま1回までとなります。※ご来場頂いた方限定となります。
※カード1枚につきお渡しする景品は一つです。
※カードの持ち主であるご本人様限定となります。

※ご本人様限定且つ、お一人さま1回までとなります。
※ご来場頂いた方限定となります。

イオンマークのあるクレジットカードの
ご提示でお一人様1つ景品をプレゼント！

新型コロナウイルスワクチン予防接種済証
（2回接種済）のご提示で、「除菌ジョイコンパクト
逆さボトル1本」と23日（火・祝）1日限定、専門店
対象店舗で使える“お得パス”をプレゼント！

当日の対象店舗でのお買上げ
レシート税込1,000円以上のご提示
でお一人様1回ご参加頂けます。

①黒烏龍茶350ml　②CooKDo黒麻婆豆腐

① ② ① ②

①ブラックカレー　②ブラックお菓子セット

モール通路（ハイド＆シーク前）

時間

場所

①10：00～11：45 ②13：00～16：00
アルペン前駐車場

時間

場所

①11：00～ ②14：00～
※各回、無くなり次第終了（最長1時間）
セントラルコート

時間

場所

※無くなり次第終了（最長15：00）
14：00～

セントラルコート

当日の対象店舗
でのお買上げ
レシート
税込1,000円以上
のご提示で
お一人様1回
ご参加頂けます。

時間

場所

※各回無くなり次第終了（最長1時間）
①11：00～ ②14：00～

セントラルコート

主催：桜琳園 （Twitter）

金

各回50個限定

各回50名様

11/20㊏ 11/21㊐

月

土 日

土 日

日

土
千本引き大会

日火祝

火祝

焼鳥 日本一 
0470-30-8561

お菓子の中に
割引券付き！

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


