
友だち登録でお得な情報をGET!
@iias.takao

各2,000円引き日本製 マルチストライプシャツ
薄手でさらっとした生地感の高品質シャツ

当店通常価格から

クルーネックカット
半袖プルオーバー
税込各1,500円

大人気の
半袖プルオーバー!
新色追加!

ウエストマークカットワンピース
税込5,500円

リラックスムード漂う一枚

オーガニックコットンロゴプリントTシャツ 税込各3,190円
肌当たりが優しいオーガニックコットン製

ハッピープチハウス 税込各5,390円

税込1,000円

1,000円引き

入会金

チラシ期間中の
ご入会で

初回レンタル料
10％OFF当店通常

料金から

当店通常料金から
2,000円引き

当店通常
料金から

簡単収納で公園レジャーにも最適!

シューダル 税込各3,298円
片手で履けて、履き心地抜群のサンダル!

クールビズパック 税込11,000円
着てラク、コーディネートもラク

サテンパンダ柄チャイナ風
上下セットパジャマ 税込3,289円

サテン素材で涼しくすごそう!

オサムグッズ Tシャツ 税込各1,980円
キュートな「オサムグッズ」
コラボアイテム

対象の
マダムハット

紫外線対策の
必需品!!

税込3,872円
当店通常価格から
20％OFF

Hawkins コルクサンダル
税込各4,389円

夏の定番アイテムを履きやすく改良

GUESS トートバッグ 税込各3,190円
行楽におすすめ

Hawkins エスパドリーユ スリッポン
税込各4,950円

デザイン◎履き心地◎夏のオススメアイテム

レディス・メンズ サンダル
サンダルも快適な履き心地☆☆☆

各35％OFF当店通常
価格から 栃木レザージーンズサコッシュ 税込各12,100円

レイバンサングラス
WAYFARER

グンとお得にピカ割 税込各16,786円～

愛され続けている
伝説的なモデル

スマホ修理と同時にガラスコーティングを
お申込み頂いたお客さま

My Day®
シリコーン素材で乾きにくく、UVカット付

10％OFF当店通常価格から

47 ベースボールキャップ
税込各3,520円

人気の47キャップ
多数取り揃えております!!

メンズ ステテコ
レディス リラコ
税込各990円

軽い、涼しい、気持ちいい
おうちでも
おでかけにも最適

メンズ

レディス

25日間開催!
夏の応募抽選会
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（木・祝）
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（木・祝）
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（日）

8 15
（日）

7 31
（土）

7 31
（土）
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（日）

8 15
（日）

8 8
（日）

8 8
（日）
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（木・祝）

7 22
（木・祝）

7 25
（日）

7 25
（日）

イーアス高尾公式LINEに
友だち登録された方。
（画面提示が必要・当日登録可） 
受付予約は10時から開始し、
当日分の整理券を配布します。

対象

応募BOX設置場所

参加条件

イーアス高尾公式LINEに友だち
登録された方（画面提示が必要・当日登録可）
順番に各回の整理券を配布いたします。

参加条件

交換可能場所

交換可能期間90cm～125cm（3歳～小学二年生までのお子さま）
小さなお子さまは保護者の同伴必須（トランポリン内）

時間 11:00～19:00 場所 1F そよかぜ広場

時間 ①11：00～ ②12：00～ ③13：00～ ④14：00～ ⑤15：00～
場所 1F そよかぜ広場

対象 小学6年生までのお子さま

１F インフォメーション横、１F レストラン街（特設会場）
当選結果確認方法 館内ポスター、イーアス高尾ホームページ
当選結果発表・景品引き換え期間 8月19日木～8月29日日

期間中１会計につき税込2,000円以上の
お買上げで応募券を1枚進呈。

1日先着

90組限定

トランポリン
スタジアム

大きなトランポリン4台が再登場!!

※各回定員になり次第終了とさせていただきます。 ※保護者の方は必ずご同伴くださいませ。 ※画像はイメージになります。
※各回の受付はイベント会場にて10:00より行います。

●イベント会場への入場時、スタッフにて検温させていただきます。 ●受付に消毒液を設置しますので、手の
消毒にご協力ください。 ●マスク着用にてご来場ください。 ●スタッフもマスク（手袋）を着用して対応させて
いただきます。 ●万が一工作教室の参加者様でコロナウイルスの感染者が出た場合、迅速に参加者の皆様に
ご連絡をするため、「氏名」・「ご連絡先」をお伺いしております。 ※差支えなければ、ご協力頂けますようお願い
申し上げます。 ●感染予防対策により、受付にて検温、消毒を行います。

●検温にて、体温が37.5℃以上あるお客さま。 ●検温、体調・渡航歴などについての質問を拒否されるお客さま。 
●風邪症状があるなど体調がすぐれないお客さま。 ●過去14日以内に海外渡航歴のあるお客さま。
●新型コロナウイルスの患者様の濃厚接触者の疑いがあるお客さま。

【お願い事項】

【ご遠慮、入場をお断りするお客さま】

こども工作教室 各回
先着20名さま 計100名さま

風鈴に絵付けをしてみよう!
夏休み
海の生き物クイズ
ARスタンプラリー

海の生き物クイズに答えて
スタンプを集めよう。
3つ集めると受付で
海の生き物消しゴムが
もらえるよ！

イーアス高尾公式LINEの友だち登録画面と集めたスタンプをご提示で
海の生き物消しゴムと交換できます。

景品交換の条件

7/31土、8/1日、7土、8日、9月㊡、14土、15日

1F そよかぜ広場 交換可能時間 11:00～18:00

参加は期間中
いつでもOK!

（8月15日日のみ11:00～20:00）

※画像は
　イメージに
　なります。

Event information

※当日分の整理券が無くなり次第受付終了

※イラストはイメージです。

120の専門店

2021

ご希望の景品応募BOXへ半券をご投函ください。

A賞 B賞 C賞

※イベント・催事内容は予告なしに変更・中止となる場合がございます。

グランドグローバル
［レディス・メンズ］  TEL.042-673-43441F

アメリカンホリック
［レディス・メンズ］  TEL.042-673-35101F

グリーンパークストピック
［レディス］  TEL.042-673-28031F サマンサモスモス ケイッティオ

［レディス］  TEL.042-673-75761F

スーパースポーツゼビオ
［総合スポーツ］  TEL.042-669-60612F

シューラルー
［レディス・雑貨］  TEL.042-673-39272F

スーツセレクト
［メンズ・ウィメンズファッション］  TEL.042-669-08212F

チュチュアンナ
［ソックス・インナー・ウェア］  TEL.042-673-66231F

ハニーズ
［レディス］  TEL.042-673-68281F

帽子屋 フレイヴァ
［帽子］  TEL.042-698-49441F

ABC-MART
［シューズ］  TEL.042-669-50332F

グランサックス
［バッグ］  TEL.042-673-56611F

シャルロット バイ エービーシー・マート
［シューズ］  TEL.042-669-50361F

スケッチャーズ
［シューズ］  TEL.042-629-95011F ビースリーラボ

［革小物］  TEL.042-673-56052F

和真メガネ
［眼鏡・コンタクト・補聴器］  TEL.042-673-57441F 中央コンタクト

［コンタクトレンズ］  TEL.042-669-12771F

ユニクロ
［キッズ・メンズ・レディス・雑貨］  TEL.042-673-28621F

蔵之助 KURANOSUKE
［メンズ・レディス・ファッション雑貨］  TEL.042-673-65252F

スマホ修理専門店 ラボナイン
［スマホ修理・コーティング］ TEL.042-629-99791FLots 旅する車

［キャンピングカーレンタル］ 042-683-00032F
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