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プレゼント応募用紙

当店へのメッセージ

お客様 照会番号　　　　　区

第1希望 第2希望 第3希望

★NO.(       ) ★NO.(       ) ★NO.(       )

TEL

多摩市

お名前 様

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

お問合せ
お申込み先

■応募用紙に記入し、ＦＡＸ又はハガキで下記宛に
　　お申し込み下さい。
■パソコン・スマートフォンからはWeb会員に登録
　　いただき、Myページからご応募ください。
　　Myページへのアクセスはお得なクーポン満載 ！

　　地域サイト　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　  から

　　http://www.asawebtama.com/
　　★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

《 応 募 方 法 》

＊応募締切り　　　ハガキ：3月 2日 （月）必着

　　　　ＦＡＸ＆インターネット：3月　2日 （月）正午まで

＊応募多数の場合は抽選となります。

＊チケット１組は２枚です。　１枚のみをご希望の方は１枚

　希望チェックボックスに　　　　　　をお願いします。

　当選はプレゼントの発送をもってかえさせて頂きます。

１ 枚希望 １ 枚希望 １ 枚希望

レ

 　『クリーム』（女の子）８才

　　　　　　　　　　　　　ヨークシャテリア

実家で生まれた『ヨークシャテリア」の

３姉妹、生まれた順に「メロン」「クリー

ム」「ソーダ」と名付けられた２番目の

女の子です。　きゅうりやキャベツが大

好物。　ボール遊びが大好きで、特に

サッカーボールに夢中！　“なでしこジャ

パン”目指してます。

６才の『開登くん』にとって８才の『クリ

ーム』はお姉ちゃん。　毎日幼稚園まで

ついてきてくれる仲良しさんです。　でも

４月から小学校に入学するので一緒

に行けなくなっちゃうのが寂しい…。

でも、いつまでも一緒にボール遊びしようね。

■旅行期日：3月12日（木） ■旅行代金：７９００円

◆本日（2/25）、新聞チラシが折込まれていますのでご覧下さい。

チャットボード

『街のたより』 第153回

セレクトショップ Minicrew
《WEB SHOP ミニクル》オープンのお知らせ

 スマホからも
簡単アクセス！

♪日本、世界の「難読地名」

オープン４周年目を迎えるセレクトショップ『ミニクル』では、

“冬の大セール”を開催中 ！ ！
レスポートサックや直輸入バッグなどが大幅な割引価格でお求めいただけます。

半期に一度の大セールも大詰めを迎え、

お買上金額から ８％・１５％・２５％オフがお得な  

“超ビッグチャンス”を３月７日まで延長しました ！

さらに… 卒業・入学シーズンのギフトにピッタリ、

スタッフ厳選の『ラッキーパック』（￥５４０～）には

ミニクルでしか手に入らないレアアイテムも追加、要チェックです。

『水戸偕楽園の観梅』『水戸偕楽園の観梅』『水戸偕楽園の観梅』

それぞれの読み方は？

① 一口　　② 伯母様　　③ 放出　　④ 十八成浜

⑤ 剣橋　　⑥ 十八女　　⑦ 瑞西　　⑧ 聖林

⑨ 布哇　　⑩ 葡萄牙

間違えると、「知性」が疑われる！？　【「教養」基本漢字】より抜粋

★ 1.「川島小鳥写真展」 パルコミュージアム　   3/15まで　    …　 ５組様

★ 2.「中国の陶芸展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 五島美術館　　　　　　　　　　　　　　  3/29まで　…　 ５組様

★ 3.「生誕１３０年　エコール・ド・パリの貴公子　パスキン展」　　　　汐留ミュージアム　　　　　　　　　　 　3/29まで　…　 ５組様

★ 4.「ーVOCA展２０１５ー　新しい平面の作家たち」  　　　　　　上野の森美術館　　　　　　　　  3/14～3/30　…　　５組様

★ 5.「宮西達也　ヘンテコリンな絵本の仲間たち　ワンダーランド展」　  横浜髙島屋　　　　　　　　       3/18～3/30　…　　５組様

★ 6.「第９１回　白日会展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　 国立新美術館　　　　　　　　　　  3/18～3/30　…　 ５組様

★ 7.「古賀政男音楽博物館」　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　 　ご招待券　　　　　　　　　　　　　　　　　 3/31まで　…　　５組様

★ 8.「生誕１１０年　老原喜之助展」　ーエスプリと情熱ー　　　　　　横須賀美術館　　　　　　　　　　　　　  4/ 5まで　…　 ５組様

★ 9.「第６３回　光陽展」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  東京都美術館　　　　  　　　　　　 4/8～4/16　…　　５組様

★10.「極楽湯」８店舗共通（※土・日・祝日もご利用可）　 　　　　　　入館ご招待券 　　　　 　　　　　　　　 3/31まで　…　　5組様

★11.「こどもの国」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　　　　　　　  入園券 (4枚１組)　　  　　　 　　　　  6/30まで　…　　５組様

★12.《ヤクルト　VS　阪神》 　　　　　　  神宮球場　　　　 　　 ３/31（火）　　　 試合開始18:00　 …………………　 ５組様

★13.《ヤクルト　VS　阪神》 　　　　　　  神宮球場　　　 　　　 4/　1（水）　　　 試合開始18:00　 …………………　 ５組様

★14.《ヤクルト　VS　阪神》 　　　　　　  神宮球場　　　　 　　 4/　２（木）　　　 試合開始18:00　 …………………　 ５組様

★15.【FC東京　VS　横浜Fマリノス】　味の素スタジアム　3/14（土）　　  14:00キックオフ　 …………………　 ５組様

★16.【FC町田ゼルビア　VS　ブラウブリッツ秋田】　町田市立陸上競技場　3/29（日）　14:00キックオフ　 …　 ５組様

“まだ間に合います！！！”

【解答＆解説】
① いもあらい…「源平盛衰記』『平家物語』にも登場する由緒ある地名。
　　　　　　　　　　　　　京都府にある。
② おばさま…神奈川県にある。「小迫間」（おはざま）、すなわち「小さな
　　　　　　　　　　　　　谷間」のこと
③ はなてん…大阪府にある地名。　関西の人しか読めない。　地元では
　　　　　　　　　　　　　中古車センターのテレビコマーシャルで有名になった所
④ くぐなりはま…宮城県（牝鹿半島の先端近く）にある地名。「クグ（クク）」
　　　　　　　　　　　　　という語は茎の意で、山の屋根などを指す。ククで十八
　　　　　　　　　　　　　という当て字から
⑤ケンブリッジ…イギリスの都市。　剣で音を、橋で意味を表わしたもの
⑥ さかり…徳島県阿南市にある。　地名の意味は「下（サガ）り」で傾斜地
　　　　　　　　　　　　　のこと。　サガり→サカリで、それに「十八女」の字を当てる
　　　　　　　　　　　　　とはスゴイ
⑦ スイス…中国語では「瑞士」と書く
⑧ ハリウッド…アメリカの映画の都、うっかり中国の地名と間違えてしまう
　　　　　　　　　　　　　こともある
⑨ ハワイ…常夏の島ハワイも漢字で書けばイメージも変わってしまう
⑩ ポルトガル…歴史的にも日本と深いかかわりのある国である。　ポルト
　　　　　　　　　　　　ガルの宣教師が作った日本語の辞書を「日葡辞書」という

　　　　　　　　　　　　　ウェブショップへは
http://www.sawayaka-mail.com/ から「Web会員マイページ」に
ログインしてください。　Web会員登録がお済みでない方は会員登録をして
からお進みください。

多摩市落合 1-20-10　　TEL042-306-3296

http://www.sawayaka-mail.com/

さて、当店Web会員の方に耳寄りなお知らせ。

リクエストの多かったインターネットショップ『WEB SHOP ミニクル』を

本日正午より『Web会員マイページ』内にオープンいたします。
衝撃価格のレスポやインポートバッグなどが２０点以上、スリッパ、時計などの

インテリアグッズやアメリカ買付のティータオルなどは新生活のスタートに…、

リピーターさんも多い“バラ＆猫”シリーズもラインアップに加えました。

なかなかお店に行けないけれどお店のことが気になっていた方、

この機会にWeb会員様の専用サイトをご覧ください。

◆お買上いただいた商品はスタッフがご自宅までお届けいたします。

◆なお一点限りの商品が多いため、完売の場合はご容赦ください。

WEB SHOP ミニクル

レスポ・インポートバッグ

ティータオル・ふくろうウォールフック

にゃんミトン・バラ柄プレート

『ラッキーパック』 いろいろ

FEILER

だけます。

ハワイ限定 ショルダーバッグ

50％OFF
\4320（税込）

ハワイ限定 ショルダーバッグ

50％OFF
\4320（税込）

Lespo
rtSac

Lespo
rtSac


