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http://www.asawebtama.com/
７/２５にオープンした 地 域 情 報 ポータル サイト『アサウェブタマ .ｃｏｍ 』
へのアクセスはお済みですか？
掲 載 店 舗 数は 公 共 施 設などを含めると２５０を超え、当 初の２．
５倍になり
ました。 店舗情報をさらに掘り下げた特集記事は現在６店。 先に行われ
た多 摩センター夏 祭りやエコキッズサマーフェスタの情報も掲 載 。
今 後も地域に密着したイベント情報をできる限り掲載していきます。
新 聞 販売店ならではのフットワークを生かすのがモットー…
ＴＥＡＭウェブタマの結 束 力も日 々 強くなっています 。『アサウェブタマ
.ｃｏｍ』を開いてみれば 私たちの街のことは何でもわかる！ みなさまから
寄 せられる旬な情 報もウェブタマを成長させてくれます。
お客 様とお店を繋ぐ 架け橋に… ご期待ください！
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《サイトの構成など簡単にご 説明します。》
トップ 画 面

特集記事画面

店舗情報画面

店舗情報
店舗カテゴリーの一覧
から選択。 店名・住所
電 話 番 号・営 業 時 間
・駅やバス停からのア
クセスなど基本情報
が見れます。ＭＡＰと
リンクされているので
位置の確認もカンタン！

特集記事

店舗情報をさらに詳し
く…。 外観や店内の
様子などを画像で紹介。
セール情報やイチオシ
情報など、お店の方が
お客様に伝えたい情報
を常に最新の形で発信
します！毎月１日・１５日
に追加されます！

当 店ホームページ
「さわやかメール」
もお忘れなく… 。
グルメ・ショッピングなどカテゴリー別
に店 舗 情 報が 見れます。
ＷＥＢ会 員の方は、
Ｍｙページ画 面にログインできます。
プレゼント応募もコチラから。
文中では店舗と記載されていますが、商店・飲食店以外にも、
病院・治療院・塾・カルチャースクールなどの情報も掲載できます。
☆店舗情報の掲載は無料！ 掲載を希望される経営者の方や
カルチャー主宰者の方は、店舗情報掲載フォームから申し込みを
するか、エリア担当のスタッフに声をかけてください。

★ 元 気いっぱいのスタッフがご 説 明に伺います！★

クーポンのある店舗は、
画面を印刷するか、携帯
電話に読み込んでご利用
下さい。有効期限がある
のでご注意下さい。

使ってお得なクーポン情報は要チェック！
！
「ラ・パーラ」さん・
「緑宝園」さん
「プティシアン」さん・
「ミニクル」の各店から
クーポンいただきました。みなさんぜひご利用下さい！

この印で半 分にすると︑
ＦＡＸを 送るのにちょうど良いＡ４サイズになります ︒

☆プレゼントコーナー☆
★ 1.「弥生美術館・竹久夢二美術館」
★ 2.「欣求浄土〜ピュア・ランドを求めて」
★ 3.「近代日本画にみる東西画壇」
★ 4.「小泉淳作展」
★ 5.「葉祥明美術館」
（北鎌倉）
★ 6.「写真で見る吉川英治の家族と家」展
★ 7.「江戸の伊勢型紙美術館」
★ 8. これも自分と認めざるをえない 展
★ 9.「ワタリウム美術館」
★10.「バウハウス・テイスト バウハウス・キッチン」
★11.「極楽湯」
６店舗共通
★12.「マッスルパーク」
★13.「京急油壺マリンパーク」
★14.「葛西臨海水族園」
★15.「東丹沢グリーンパーク」

２館共通入館ご招待券
9/26まで ………… ５組様
大倉集古館
9/26まで ………… ５組様
泉屋博古館 分館
9/26まで ………… ５組様
日本橋髙島屋
9/8〜9/27 ………… ５組様
入館ご招待券
9/30まで ………… ５組様
吉川英治記念館
10/11まで ………… ５組様
紀尾井アートギャラリー
9/4〜10/31 ………… ５組様
21̲21 DESIGN SIGHT
11/ 3まで ………… ５組様
入館ご招待券
11/28まで ………… ５組様
汐留ミュージアム
9/18〜12/12 ………… ５組様
平日入館ご招待券
9/30まで ………… ５組様
アトラクション１回利用券
9/30まで ………… ５組様
入園ご招待券
9/30まで ………… ５組様
入場券引換券
9/30まで ………… ５組様
ご招待券
10/31まで ………… ５組様

《応募方法》
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http://www.sawayaka-mail.com/
★「さわやかメール」で探索！★

ご住所

当選はプレゼントの発送をもってかえさせて
頂きます。

〠 206-0033

（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

当店へのメッセージ

お問合せ
お申込み先

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

フリーFAX0800-800-3154
対応機種をお持ちの方は、右のバー
コードをお使いください。カメラで
読み取るだけで簡単アクセス！
（読取方法は、各機種により異なります）

秀玉
８月下旬〜９月上旬
稲城
９月上旬〜中旬
二十世紀 ９月上旬〜下旬
新高
９月下旬〜１０月上旬
新星
９月上旬〜下旬

ぼくは

！
！
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【稲城で穫れる梨】
幸水 ８月中旬〜９月上旬
豊水 ９月上旬〜下旬
清玉 ９月中旬〜下旬
長十郎 ９月上旬〜中旬
秋月 ９月上旬〜下旬

年

TEL

『上原園』 稲城市押立７３５
☎042-378-8504／Pあり
『清玉園』 稲城市東長沼 ２０２５
☎042-３７７-６１５６／Pあり
『金梨園』 稲城市矢野口 １６８７
☎042-３７７-３１６３／Pあり

我が家にやってきました︒

様

収穫の時期、品種などの詳細については
☎で直接お問い合せ下さい。

平成

お名前

＊応募締切り
ハガキ：８月 ２８日 ㈯ 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話
：８月 ２８日 ㈯ 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。

（8月中旬頃〜９月下旬頃まで）

長 男 くう太 君です︒
︿ 家には姫が３人いる
ので ︵
‥笑 ︶﹀
来たときは︑
とにかく

多摩市

お客様 照会番号

■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・携帯電話（ 一部ご利用になれない
機種がありますのでご了承下さい。) からは
Web会員に登録の上、お申込み下さい。

♪稲 城 … 梨・ぶどう狩り情 報♪

人気もの

第2希望

第1希望

Ｗｅｂ会員の方向けの特別クーポンもあり！
登録がまだお済でない方は今すぐご登録を！

ちいさくて ちいさくて …
片 方の手の平に 乗っ
ちゃいました︒
ちょこちょこと走る姿が愛らしく♡
カワイすぎて︑誰も怒る！ ってコトを しなかった
んです︒だから … おしっこし放 題︵ 汗 ︶
カーペットは︑
あっという間に しみだらけ
︵泣︶
︵ ↑ 諦め︶
そして …相 変らずトイレは覚えません
自 分は番 犬のつもりでしょうか …〝ピンポー
ン〟ってなると〝ワンワンワンワン〟とまりません︒
ちっちゃいけど︑案 外 頼りになるカモ
︵笑︶
とっても甘え上 手で〜 気まぐれで〜
でも いやし度 抜 群
見かけたら 声かけて 下さーい♡
にげたら ゴメンね
Ｐ・Ｓ ちょっと弱 虫なので …

✂

プレゼント応募用紙

特集記事のある店舗は
特集記事⇔店舗情報と
ペアになっています。

いまどきウォッチャ−

★16.【東京ヤクルト VS 中日】 神宮球場 9/18㈯ ・18㈰ ・19㈪ 試合開始時間 18：00（ 日付別チケット）… 6組様
★17.【東京ヤクルト VS 中日】 神宮球場 9/24以降日程未定
試合開始時間 未定（１試合のみ有効 ）
… 6組様
★18.《横浜Ｆ・マリノス VS ベガルタ仙台》 日産スタジアム
9/25㈯ 19：00キックオフ
………… ５組様
はがきに、点線で切ってお送り下さい。

店 舗の紹 介は、
オーナー様の
熱意も感じとって
いただければ …

は、

好評！第５０回バスツアー『向島百花園とふじ丸船上食事会』
※本日
（8/25）チラシが折込まれておりますのでご覧下さい。
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◆ＡＳＡ多摩センター
多摩市落合1-20-10
フリーダイヤル 0120-165-211
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◆ＡＳＡニュータウン永山
多摩市永山2-19-1
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