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◆ＡＳＡ多摩センター・永山　　多摩市落合1-20-10

ご住所

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）

１ 枚希望 １ 枚希望 １ 枚希望

チャットボード

『街のたより』 第185回

2017/11/25

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 ！ ★

〠206-0033

　 多摩市落合1-20-10
ＡＳＡ多摩センター・永山
フリーダイヤル 0120-165-211

フリーFAX0800-800-3154

＊応募締切り　　　ハガキ：11月30日 （木）必着

　　　　ＦＡＸ＆パソコン・スマホ：11月30日 （木）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。

レ

 スマホからも
簡単アクセス！

申込先             〠206-0033　多摩市落合1-20-10  

　　　　　　　　　ASA多摩センター・永山　『デリバリーサンタ』係　まで

           フリーFAX 0800-800-3154 
　　　　　　http://www.sawayaka-mail.com

参加希望の方は　FAX・お葉書・HPからお申し込みください。 

★ 1.『サザエさんカレンダー２０１8』　　………………… ３0名様
★ 2.『スケジュール書き込み式カレンダー　２０１8』　　… ３0名様　  ★ 3.『かんたん家計簿　２０１8』 ……… 20名様

★ 4.『落合団地商店街お買物利用券』（500円券×2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/31まで　………　　５名様

★ 5.『セレクトショップMinicrewお買い物券』 ５００円券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1/31まで　………　　5名様

★ 6.映画「ムーミン谷とウィンターワンダーランド」公開記念　『ムーミンパペットアニメーション展』  松屋銀座　12/11まで　……　 ５組様

★ 7.『川合玉堂と東京画壇の画家たち展』 　　　　　　　　　　講談社野間記念館　　　　　　　　　12/17まで　………　 ５組様

★ 8.『～現代作家70名が描く、つくる～ 吾輩の猫展』　　　 佐藤美術館　　　　　　　　　　　　　　　12/24まで　………　 ５組様

★ 9.『誕生５０周年記念　リカちゃん展』 　　　　　　　　　　        小田急百貨店新宿本店  12/27～2018/1/4　………　 ５組様

★10.『第６２回　現代書道二十人展』　　　　　　　　　　　　　　　　  新宿髙島屋　　　　　　　　　　2018/1/2～1/8　………　 ５組様

★11.『極楽湯』7店舗共通                                 　　　 入館ご招待券　　　　　　　　　　　　　12/31まで　………　 ５組様

★12.『東洋館』　漫才・コント・バラエティ定席　　ご招待券　12/11～12/27 ※ご利用できない日：土曜・日曜・祝日、12/20 …  　５組様

★13.『上野動物園・多摩動物公園・葛西臨海水族館・都立９庭園』 共通入場引換券（いずれか１ヶ所のみ有効）　12/28まで …  　５組様

★14.『こどもの国』　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入園券 (4枚１組)　　　　　　　　　   12/30まで　………  　５組様

★15.【第71回　ライスボウル】全日本大学選手権優勝チーム×日本社会人選手権優勝チーム　　　　東京ドーム　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　 2018/1/3（水）　　開場10：00　キックオフ15：00　………　 ５組様　
★16.【ジャパンラグビートップリーグ　2017－2018［第11節］】　秩父宮ラグビー場　　　　　　　　　　　　　  ………　 ５組様
　　　　　　　　　　2018/12/9（土）　11：30　NECグリーンロケッツ　VS　サントリーサンゴリアス／14：00　NTTコミュニケーションズシャイニングアークス　VS　キャノンイーグルス

★17.【ジャパンラグビートップリーグ　2017－2018［第12節］】　秩父宮ラグビー場　　　　　　　　　　　　　  ………　 ５組様
　　　　　　　　　　2018/12/17（日）　11：30　コカ・コーラレッドスパークス　VS　クボタスピアーズ／14：00　サントリーサンゴリアス　VS　神戸製鋼コベルコスティーラーズ

 

『デリバリーサンタ』の受付中！！！
デリバリーサンタとは？
★当店のスタッフがサンタクロースに扮してみなさんの

　　お宅や子供会のイベント（低学年以下のお子様を対象）
　　などにお伺いする企画です。

★お子さんとの写真撮影やパーティ参加など、ご希望の
　　日時をFAX・お葉書・HPからお知らせください。

★スケジュールを調整させていただきます。

★今年は12/2３（祝）・2４（日）に予約が集中 することが
　　予想されます。　ご予約の時間が重複した場合は、お伺いする
　　時間が前後する可能性があります。　あらかじめご了承ください。

※希望日の １週間前までに
　　お申込みください。

サンタさんが伺える
　　　期間と時間

☆期間　12/1７（日）～12/25（月）
☆時間　13：00～19：00

※電話での受付はできません。

わが家の愛兎

『シュガー』(2歳)(左)と

『ゆき』(2歳)(右)です。

連光寺小学校でお世話が

むずかしくなった兎を子供

たちがもらってきたのが

きっかけで飼い始めました。

『ゆき』は生まれつき体が

弱く、長くは生きられないと

言われていましたが、今では

とても元気に跳ね回ってい

ます。 ふたりとも小松菜が大好きで取り上げると“ブーブー”と

怒る姿が可愛くてたまりません。        永山店店長 杉本倫浩

東京多摩少年少女合唱団

第３６回　クリスマスコンサート
12月24日（日） 13：30開場　14：00開演
武蔵野音楽大学　パルナソス多摩　シューベルトホール

【入場無料】

問い合わせ：東京多摩少年少女合唱団
       　　　須藤　TEL042-373-5539／辛　TEL042-638-8487 
　　   Mail tamaboysgirls@gmail.com
　　　　https://sites.google.com/site/tamaboysgirls/home

第１部　『クリスマスに ！ 』
　☆オディエ
　☆もろびとこぞりて
　☆クリスマスのダンス
　☆ペチカ
　☆アヴェ・マリア
　☆マリア　マーテル　クラツィエ
　☆オティエ

第２部　『講座生とともに！』
　☆歌はぼくらの友だち
　☆サンタクロースがやってくる
　☆この星に生まれて

第３部　『小学生・中高生による』
　〈小学生〉
　☆となりのトトロ
　〈中高生〉
　☆明日へ

第４部　『自然の恵み』
　☆多摩川の歌
　☆ゆきがとける
　☆めぐる季節
　☆いずみ
　☆大地讃頌
　☆［ハレルヤ」
　☆聖夜

主催：東京多摩少年少女合唱団
後援：多摩市教育委員会

♪指　揮　谷口　雄資
♪ピアノ　　池　　美摩

クリスマスコンサート

♥♥

おかげさまで6周年
セレクトショップ MINICREW

多摩市落合1-20-10 TEL042-306-3296

営業時間　11：00～19：00 　　　　定休日　木曜日／駐車場あり

https://www.facebook.com/minicrew/

おかげさまで6周年
セレクトショップ MINICREW

2011年11月26日、上之根大通りの路面店としてオープンした

『ミニクル』ですが、セレクト雑貨が大好きなお客様に
支えられて7度目のクリスマスを迎えることができました。

赤いテントが目印、ガラス張りの明るい店内では

クリスマスフェア開催中 ！
 

毎年好評!　ドイツ《ハイデル》のチョコレートや
フランス《ラ・トリニテーヌ》 のガレットなど、

ギフトにも最適なクリスマス限定缶をご用意しました。 
スタッフイチ押し!

ドイツ生まれのぬいぐるみ《NICI》
仲間たちがペンケー スで登場…

ふかふかした手触りと愛らしい表情に心癒されます。 

☆☆☆皆様のご来店お待ちしております☆☆☆

お渡しは1月3日（水）～
※詳細はスタッフにお訊ねください。

毎年大好評！

ミニクルの福袋
ご予約承ります。

今年はお手頃価格

￥３０００（＋税）で

登場 ！

ドイツ生まれのぬいぐるみ《NICI》
仲間たちがペンケー スで登場…

ふかふかした手触りと愛らしい表情に心癒されます。 

☆☆☆皆様のご来店お待ちしております☆☆☆

とっても耳寄りなお知らせ

本日11/25（土）～12/2（土）
『おしゃべりドットコム』の読者様限定で

スペシャルセールを行います。

お買上げ5000円（税別）以上で

20％割引いたします。

この機会をぜひご利用ください。

※ 一部除外品あり
※ 他のサービスとの併用は不可

とっても耳寄りなお知らせ

『おしゃべりドットコム』の読者様限定で

スペシャルセールを行います。

キリトリ線

有効期限　１２月２日まで

お買上げ５０００円（税別）
以上で

２０％割引
いたします。

ドットコムクーポン

お買上げ５０００円（税別）
以上で

２０％割引
いたします。

『おしゃべりドットコム』の読者様限定で

スペシャルセールを行います。

『おしゃべりドットコム』の読者様限定で

スペシャルセールを行います。

20％割引20％割引

￥３０００￥３０００


