ぼくは

わが家のやんちゃ坊主『もやし』
(雑種／１ 歳 １ ヶ月/男の子)です。
はじめはカラダの弱かった『もやし君』。
1歳になり、まだまだカラダは小さい
けどやんちゃで元気いっぱい！ 今日も
部屋中かけっこしてあそんでます！

『もやし君』、実はこの『おしゃべりドット
コム』裏面で紹介されている“みずき
心整骨院”のみずき先生のおうちの
子！
元気な姿に先生も毎日いやされてる
そうです。 おやつを患者さんにいただ
♪
いてご機嫌になることも…
みなさんにはお会いできないけれど、
おやつ目当てに今日もお利こうにお留守番する『もやし君』でした ！

http: //w ww . s aw ay aka- m ai l . c om

2016年11月25日 (金）vol.386

おかげさまで ５ 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/

『街のたより』 第173回
毎年恒例の

『イワオ企画お客様感謝デー』
１ ２ 月3日 （土） １０：００〜１５：００ 受付は14:00まで
毎年皆様に大好評のお客様感謝デーの今年の開催が決まりました。
包丁研ぎ、まな板削り、大評判の出来たてお赤飯の販売も
いたします。 噂は聞いたことはあるけどまだ行ったことが
ないという方も是非、今年はおいで下さい。 お赤飯は行列が
できます。 お昼には売り切れてしまいますのでお早めに。
具がたっぷりの「すいとん」も弊社社長が腕をふるいます。
おいしいですよ。

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6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

クリスマスフェアを開催中 ！
イギリスのお菓子ブランド《ウォーカー》 、
ドイツ《ハイデル》のチョコレート 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。
A4サイズがピタッと入る 《ハロッズトートバッグ》 は
直輸入品ならではのラインアップをお楽しみください。

◉包丁研ぎ・まな板削り… 各 ２００円
（おひとり様２点まででお願いします。）
◉お赤飯 １パック ……… 200円
◉すいとん ……………… 無 料

☆☆☆皆様のご来店お待ちしております☆☆☆

収益金は震災への募金とさせて
いただきます。

毎年大好評！
ミニクルの福袋、ご予約承ります。

本 日 、 楽しさいっぱいの

OPE ♪ ♪
クリスマスマーケット OPEN

本日11/25（金）～12/5（土）
『おしゃべりドットコム』の読者様限定で

ドイツ直輸入のオーナメントも入荷 ！ のぞいてみて下さい♥

１ １ /２５ （金） 〜１２/２４ （土） 9：００〜１8：００
※日曜日はお休み

【イワオ企画】

多摩市豊ヶ丘 １-５９-１０

営業時間 ９：００〜１７：３０／日曜・祝日定休

フリーダイヤル 0120-723-872

特別セール を行います。

（￥5000）+税
限定15個

（￥5000）+税
限定10個

お買上げ5000円（税別）以上で

ドットコムクーポン

20％割引 いたします。

お買上げ５０００円（税別）
以上で

この機会をぜひご利用ください。

２０％割引

（￥3000）+税
限定3個

★ 1.『サザエさんカレンダー２０１7』 ……………………… ３0名様
★ 2.『スケジュール書き込み式カレンダー ２０１7』 ……… ３0名様
★ 3.『滝平二郎切り絵カレンダー』 ……………………… ２0名様
★ 4.『かんたん家計簿 ２０１7』
………………………… 20名様
★ 5.『 落合団地商店街お買物利用券』（500円券×2）
★ 6.『 公募第３１回 日本和紙絵画展』
東京都美術館
★ 7.『杉野宣雄 〜押し花美の追求〜 』
日本橋三越本店
★ 8. LaLa４０周年記念 原画展『美しい少女まんがの世界』 そごう美術館（横浜）
★ 9.『ちひろ・冬のしつらえ』
ちひろ美術館・東京
★10.『こどもの国』
入園券 (4枚１組)
★11.『極楽湯』 7店舗共通（※土・日・祝日もご利用可） 入館ご招待券

お渡しは1月3日（火）～

12/31まで
12/ 3まで
12/20〜12/25
2017/1/15まで
2017/1/15まで
12/30まで
12/31まで

………
………
………
………
………
………
………

５名様
５組様
５組様
５組様
５組様
５組様
５組様

《応募方法》

第2希望
) ★NO.(

2016/11/25

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 ！
地域サイト

１ 枚希望

１ 枚希望

※ 一部除外品あり
※ 他のサービスとの併用は不可

から

チャットボード
『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などの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（土）・2５（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。
サンタさんが伺える ☆期間 12/1７（土）〜12/25（日）
☆時間 12:00〜20:00
期間と時間

申込先

多摩市落合1-20-10 ASA多摩センター店内
『デリバリーサンタ』係 まで

http://www.sawayaka-mail.com

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

〠206-0033

フリーFAX 0800-800-3154

★「アサウェブタマ」で検索 ！ ★

ご住所

※希望日の １ 週間前までに
お申込みください。

参加希望の方は FAX・お葉書・HPからお申し込みください。
※電話での受付はできません。

http://www.asawebtama.com/

１ 枚希望

いたします。
有効期限 １２月５日まで
キリトリ線

※詳細はスタッフにお訊ねください。

はがきに、点線で切ってお送り下さい。

★NO.(

猫福袋

初登場！ディズニー福袋
初登場！ディズニー福袋

☆プレゼントコーナー☆

第1希望

福袋

http://www.iwaokikaku.com

プレゼント応募用紙

とっても耳寄りなお知らせ

区
（↑おわかりになる場合のみ お願いします）

大好評 ！ 第８2回 バスツアー
＊応募締切り
ハガキ：11月30日 （水） 必着
ＦＡＸ＆パソコン・携帯電話：11月30日 （水） 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

読者特選！ 新春日帰りバスツアー

成田山新勝寺と柴又帝釈天初参り
■旅行期日：平成２９年1月9日（月祝）
■旅行代金：６９００円（子供同額）※昼食付き
◆本日（11/25）、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

