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『東京防災』 を 読 ん で お こ う ！ ！
東京都から配布された『東京防災』、
いざと言う時のために読みましょう。

http: //w ww . s aw ay aka- m ai l . c om
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『街のたより』

第１６５回

セレクトショップ

のお知ら
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明日 2/26 （金） 〜 3/2７ （日） まで半期に一度 の

レスポートサック大セール を開催します。
春の旅行シーズンにさきがけ、軽くて使いやすい
ショルダーバッグやボストンバッグなど、

店頭のレスポートサックを大幅にプライスダウン！

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

％オフ
０
６
３０〜

ぼくは

「ミニチュアシュナウザー」
（ソルト＆ペッパー種）の
『ハリー』です。 １月５日で
９歳になりました。 行き
つけのトリミングサロンには、
ぼくの性格や毛質のことを
よく知っている“スゴ腕”の
トリマーさんがいて、いつも
ぼくをこんな感じの“イケメ
ン”に仕上げてくれます。
そろそろ春を迎えますが、ぼくは雪の降る季節が大好き！
ぼくの名前は『どろんこハリー』に由来しますが、その名の
通り、雪遊びでどろんこになり、飼い主の『マキちゃん』を
困らせています。

また、お楽しみ企画として

総額 ３ 万 ５ 千円 相当以上 の
内容でご満足頂ける

『レスポスペシャル福袋』
（￥５０００＋税）を限定数ご用意しました。

早い者勝ち ですので
お早めにご来店ください。
同時開催して、
大人気 ！ 南仏プロヴァンスの香り漂う
『ロクシタン』製品 ほかその他の コスメ商品 についても

店内在庫分、 ２０〜３０ ％オフ で
ご提供いたします。

☆プレゼントコーナー☆
★ 1.『乗馬クラブ クレイン東京』
乗馬試乗会チケット
3/31まで …… ５組様
★ 2.『２０１６ 新入学おめでとう大会』
パルテノン多摩
3/12（土） …… 15組様
★ 3.『 第９２回展 白日会』 油彩 水彩 版画 彫刻
国立新美術館
3/16〜3/28 …… ５組様
★ 4.『永楽 歴史と十七代永楽善五郎展 』
日本橋髙島屋 3/2〜3/14 横浜髙島屋 3/16〜3/28 …… ５組様
★ 5.『 現代美術の展望 VOCA展２０１６ 新しい平面の作家たち』 上野の森美術館
3/12〜3/30 …… ５組様
★ 6.『 第69回 示現会展 油絵・水彩・版画２０１６ 』
国立新美術館
3/30〜4/11 …… 5組様
★ 7.『ちひろのムーブマン（動）』
ちひろ美術館・東京
5/22まで …… ５組様
★ 8.『こどもの国』
入園券 (4枚１組)
6/30まで …… ５組様
★ 9.『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
★10.《東京ヤクルト VS 阪神》 神宮球場
30（水）・31（木） 18:00試合開始（日付別チケット） ……… ５組様
★11.【ＦＣ東京 VS 名古屋グランパス】
味の素スタジアム
4/ 2（土） 16:00 キックオフ ……… ５組様
★12.【ＦＣ町田ゼルビア VS 京都サンガFC】 町田市立陸上競技場 3/ 6（日） 17:00 キックオフ ……… ５組様
★13.【ＦＣ町田ゼルビア VS ツエーゲン金沢】 町田市立陸上競技場 3/20（日） 16:00 キックオフ ……… ５組様

《応募方法》

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

プレゼント応募用紙
第1希望

第2希望

★NO.(

) ★NO.(

１ 枚希望

１ 枚希望

201６/2/25

第3希望
) ★NO.(

)

■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の
地域サイト

他店では購入できないスタッフ厳選のセレクト感が話題 ！

『Minicrewのラッキーパック』

は

年間を通じての人気商品となりました。
一度にたくさんのセットがご用意できないので時々お品薄で
ご迷惑をおかけすることもありますが、
春の大セールに合わせてようやく準備が整いました。

“レアもの”“キャラもの”“デザイン文具”etc…
たっぷり入って絶対にお買得です！

から

http://www.asawebtama.com/

１ 枚希望

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

ご住所

スマホからも
簡単アクセス！

多摩市

お名前

様

TEL
お客様 照会番号

区
（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

＊応募締切り
ハガキ：2月29日 （月） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：2月29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 レ 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。

当店へのメッセージ

お問合せ
お申込み先

〠 206-0033

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

￥500 パックと ￥1000 パックがございます。

チャットボード
大好評！

韮山反射炉と三島スカイウォーク

第7８回

バスツアー

■旅行期日：3月23日（水）
■旅行代金：大人 93００円

※昼食付き

中高生 ８８５０円／小学生 ８５５０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。

発行所
発行部数12000部

◆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
フリーFAX0800-800-3154

◆ＡＳＡニュータウン永山
多摩市永山2-19-1
フリーダイヤル 0120-163-411
フリーFAX0800-800-1531

