
※印刷の性質により現物と色が異なる場合がございます。 ※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。 ※広告の品は豊富に揃えておりますが、万一売り切れの際はご容赦下さいませ。 ※掲載金額は税込となります。 ※掲載写真はイメージです。 ※各店のセール・キャンペーン期間は店舗により異なり、予告なしに終了となる場合がございます。 ※チラシの有効期限は11/29㊎～12/25㊌となります。

時間 ①12:00～ ②13:00～ 
③14:00～ ④15:00～

場所 1F そよかぜ広場
対象 小学6年生までのお子さま

参加無料

②14:00～の回
観覧エリアへのご案内：清掃終了後 
お並び場所：１Fそよかぜ広場内

お並びいただいたお客さまより
整列入場とさせていただきます。 

●観覧エリアは座り席と立ち見となります。 ●スペースには限りがあります。事前にお並
びいただいた場合でも観覧エリア座り席へのご案内ができない場合がございます。 ●ス
ペース確保はご家族人数分のみでお願い致します。 ●お席を離れる場合の貴重品管理
はお客さまご自身でお願い致します。 ●観覧エリア内はベビーカー及びキャラクルカー
トの入場はお断りしています。

※施設開店前のトイレご利用は出来ませんのでご了承ください。

①11:00～の回
観覧エリアへのご案内：午前10時
開店前のお並び場所：西側（高尾の桜）入口前

※保護者の方は必ずご同伴下さい。 ※写真はイメージです。 
※イベント内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。 
※定員になり次第終了いたします。

©ABC-A・東映アニメーション

ワイヤーとボンドを使ってプリザーブドフラワー
やリボン、松ぼっくりを飾り付けていきます。
本物の植物を使っているので、
触ったり匂いをかいだり楽しみながら
参加することが出来ます。

イーアス高尾 こども工作教室

各回
先着25名さま
計100名さま

各回
先着25名さま
計100名さま

※各回の受付はイベント会場にて10:00より行います。

参加条件

特典会

ご予約時受付にて1,000円(税込、合算可)
以上の館内での当日お買い上げ
レシートをご提示ください。

★ワクワク ★ドキドキ ★びっくり ★なるほど
不思議からはじまる！サイエンスキッズ教室Vol.10

時間 ①12:00～ ②13:00～ 
③14:00～ ④15:00～

場所 1F そよかぜ広場

時間 ①11:00～ ②14:00～

観覧エリアに
ついて

場所 1F そよかぜ広場

対象 小学6年生までのお子さま
※お買上げレシート1枚でお一人さまご参加。 
※各回定員になり次第終了とさせていただきます。 

開店後、当日のお買い上げレシート
1,000円（税込、合算可）をお持ちい
ただいたお客さまより順番に各回の
整理券を配布いたします。

（状況により多少前後します） 

（午前9:00より列形成します。それ以前はお並びいただけません）

（スタッフがご案内致します。）

※キャラクターショー
　ではありません。 
※カメラはご持参ください。

Event informationEvent information

時間 10:00～20:00
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お客様感謝祭2019
眠りの体験会

クリスマスリースを
つくろう！

寝具に興味がある、買い替えを
考えている方など、いろいろ体験
していただけますのでぜひご参加下さい。
完全予約制。予約特典多数ご用意。

入場無料

参加無料

時間 11:00～16:00
場所 1F そよかぜ広場

時間
15:00～
場所
1F そよかぜ広場

時間
12:00～
場所
1F そよかぜ広場

時間 ①12:00～ ②14:00～
場所 1F そよかぜ広場

時間 13:00～
カード配布時間 11:00～

場所 1F こもれび広場

※ブースに
　よっては
　参加費が
　発生します。

3011

土
112

日

ベビー＆キッズ
フェスタ2019
イーアス高尾では昨年に続き2回目の開催！
入場無料！ お土産つき！
ワークショップやステージなどファミリーで
楽しめる体験型イベント
「ベビー＆キッズフェスタ2019」♩
事前登録でさらにプレゼントあり！？

※詳しくは二次元コードよりご確認ください。

ショコリブ＆ピローズ
byスリープスクエア
［寝具・雑貨］  TEL.042-661-7177

1F

水がつかめる不思議!
～つかめる水の不思議を楽しく体験!～

キュアエール＆
キュアアンジュがやってくる!

入山アキ子

斬波

松尾雄史

2112

土 多数景品が当たる!!
大ビンゴ大会!!

HUGっと！プリキュアの
キュアエールと
キュアアンジュと
一緒にクイズやダンス、
握手撮影会を楽しもう！

当日会場にて商品
ご購入のお客さまを
対象に、ライブ終了後、
サイン会 &2ショット
撮影会を行います。

観覧無料

観覧無料

観覧無料

観覧無料

観覧無料

観覧無料

②14:00～の回
観覧エリアへのご案内：清掃終了後 
お並び場所：１Fそよかぜ広場内

お並びいただいたお客さまより
整列入場とさせていただきます。 

●観覧エリアは座り席と立ち見となります。 ●スペースには限りがあります。事前にお並
びいただいた場合でも観覧エリア座り席へのご案内ができない場合がございます。 ●ス
ペース確保はご家族人数分のみでお願い致します。 ●お席を離れる場合の貴重品管理
はお客さまご自身でお願い致します。 ●観覧エリア内はベビーカー及びキャラクルカー
トの入場はお断りしています。

※施設開店前のトイレご利用は出来ませんのでご了承ください。

①11:00～の回
観覧エリアへのご案内：午前10時
開店前のお並び場所：西側（高尾の桜）入口前

©2016 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映

時間 ①11:00～ ②14:00～

観覧エリアに
ついて

場所 1F そよかぜ広場

時間 13:00～     14:00～ 場所 1F そよかぜ広場

（状況により多少前後します） 

（午前9:00より列形成します。それ以前はお並びいただけません）

（スタッフがご案内致します。）

※キャラクターショー
　ではありません。 
※カメラはご持参ください。

お問合せ：テイチクエンタテインメント 03-6860-2247
※会場へのお問い合わせはご遠慮ください

2812

土 仮面ライダーエグゼイドと
あそぼう！

2912

日 フラチナリズム＆8princess＆
イーアス高尾スペシャルライブ

クイズや
握手撮影会を楽しもう！

八王子観光PR特使のフラチナリズムと8princessが
イーアス高尾に登場！ふたつのグループの気持ちあがるライブ
パフォーマンスをお楽しみください！ライブ終了後、CD販売
＆サイン会にもご参加いただけます。
（8princessはチェキ撮影会も実施予定）

多数景品を取り揃えて
おります！参加してくれた
お客さまには全員ゲーム
１PLAYサービス！！
※景品には限りがございます。
　当選順でのお渡しになりますので
　ご理解・ご協力をお願い致します。

ビンゴカードはお一人さま
1枚限りの配布となります。

先
着600名さま

当日会場にて新曲
「俺の花」ご購入の
お客さまは
ミニライブ終了後の
特典会に
ご参加頂けます。

当日会場にて対象商品ご購入・ご予約頂いたお客さまは
ミニライブ終了後の特典会にご参加頂けます。

お問合せ：
日本クラウン
販売促進部 
03-6432-5430
（平日10:00～18:00） お問合せ：イベント事務局 03-6260-6808（平日10:00～17:00）

お問合せ：
徳間ジャパンコミュニケーションズ　03-6432-5471

フラチナリズム 8princess

フラチナリズム 8princess

※8princessのライブ終了後、2組同時にCD販売＆サイン会。チェキ撮影会（8princessのみ）

新曲「女の恋ざんげ」
発売記念キャンペーン

（2ショット撮影は
お客さまご持参の
カメラまたは携帯電話
にて行います）

アフラック よくわかる！ほけん案内、イーアス高尾歯科、イーアス高尾眼科、イーアス高尾クリニック、auショップ、スポーツクラブNAS、セイハ英語学院、そろばん教室８８くん、チャンスセンター、ドコモショップ、ニコパ、
保険テラス、宮地楽器、楽天モバイル、ワイモバイル、ワンダープライス、Softbank ※人気家電はお持ち帰りとなりますので、予めご了承ください。 ※開催時間、場所、内容などを予告なく変更または中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。

対象外店舗

イーアス高尾内の各店舗にてお買い上げレシート（12/1日
合計5,000円（税込、合算可）ごとに１回、抽選会にご参加いただけます。
イーアス高尾内の各店舗にてお買い上げレシート（12/1日～15日）を抽選会会場受付にお持ちください。
合計5,000円（税込、合算可）ごとに１回、抽選会にご参加いただけます。

人気
テーマパーク
ペアチケット

10,000円分
お買い物券

イーアス高尾
500円分
お買い物券

イーアス高尾

60本

20本

1,000本

4本

グルメ&スイーツ
クリスマス 3等

ボックス
ティッシュ 7,000本

4等
イーアス高尾のよりすぐり5ショップから
スペシャル商品がもらえます!!
●銀座コージーコーナー ●ハートブレッドアンティーク
●サーティワンアイスクリーム 
●とんかつ新宿さぼてん 
●カルディコーヒーファーム 

クリスマス
特別賞

イーアス
高尾賞 人気家電イーアス

高尾賞

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

※イラストは
　イメージです。
※事前に入園チケット
　とのお引き換えが
　必要です。

※イラストは
　イメージです。
※事前に入園チケット
　とのお引き換えが
　必要です。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。 ※目録でのお渡しになります。 ※写真はイメージです。※目録でのお渡しになります。 ※写真はイメージです。

※写真はイメージです。※写真はイメージです。

各2本 4本

1等

5,000円分相当

もらってうれしい
高級グルメ
（2製品）

20本

2等
ポケット
ティッシュ

参加賞

12/14土・15日 10：00～21：00 1F そよかぜ広場 12/1日～15日
抽選会 場 所 レシート対象期間

12.14土 12.15
日

の2日間開催!

新曲「俺の花」発売記念
ミニライブ＆特典会

新曲「言羽」発売記念
予約ミニライブ

Nintendo Switchのロゴ・Nintendo Switchは任天堂の商標です。

（旅行会社ギフト券）



ミニプラ
［ライフスタイルストア］  
TEL.042-673-6777

1F

160本限定

①ラプンツェル 
　グリューワイン
　1,000mℓ

あたためて飲む
冬の人気ワイン。

プラチナダイヤモンドネックレス
税込43,780円

どんな場面でも輝きつづけるシンプルなデザイン。

①CALVINKLEIN
　レジンⅡラウンド財布
税込22,000円

②CALVINKLEIN
　レジンⅡ名刺入れ
税込11,000円

上品な光沢感の牛革小物シリーズ。ギフトにおすすめです。

セイコー ルキア
SSQV066
税込68,640円

腕になじみやすい
ルキアだけの
ゴールドカラー。

ソックス3足セット
税込1,100円

自由に飾りつけをして
壁に貼るだけ!!
素敵なクリスマスを
演出できます!!

文具ギフトセット
税込各550円

人気NO.1ギフトです!!

マグ&タオルセット
税込各550円

迷ったらコレで
間違いなし!!

めぐみ鶏もも焼き（大）税込891円
抹茶の
クリスマスクレープ

税込591円

税込750円

甘いお菓子にピッタリの
クリスマス限定コーヒー豆!!

やわらかな
肉質の
やさしい
味わいです。

※なくなり次第終了
※持ち帰り不可

※写真はイメージです。

※いちごの収穫状況により
　内容が変わる場合がございます。

※なくなり次第終了

カルディコーヒーファーム
［コーヒー豆・輸入食品］  TEL.042-668-83031F

日本一
［焼鳥・惣菜］  TEL.0120-0147-211F

ジェラフル
［クレープ・タピオカ］  TEL.042-673-72271F

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

チュチュアンナ
［ソックス・インナー・ウェア］  
TEL.042-673-6623

1F

オリンピア チョコレートレーベル
［バラエティ雑貨］  TEL.042-673-26272F

キラット
［ジュエリー］  TEL.042-673-42411F

グランサックス
［バッグ］  TEL.042-673-56611F

ザ・クロックハウス
［時計］  TEL.042-663-81002F

テイクアウト

税込603円
イートイン

もみの木タペストリー

税込1,540円 CHUMS
ボトルホルダー
クリップ各種 税込各1,100円

本革のバッグとキーケースです。
①リカルドトートバッグ
税込各35,200円
②イングラッサードキーケース
税込各7,150円

ミカヅキモモコ大ヒット商品!!
・ぬいぐるみ各色
 （クマ・ウサギ）
・ベビーカート各色
税込各330円

栃木レザーを使用し、鮮やかな
カラーリングが特徴のお財布です。
③オーバーショートウォレット
税込13,200円

④オーバーロングウォレット
税込19,800円

サイズ：約145×90cm

バスソルト1点、ボディーソープ1点、
バススポンジ1点、
ホリデーアップルの
香り

ハンドクリーム 1個
バスフィズ 2個

一般価格

サンタとトナカイを表裏に
デザインしたボックス。
ツリーに飾れる
焼菓子のアソート。
クリスマス 
サンタ&トナカイ（6個入）
税込410円

税込1,386円会員価格

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

TRYSIL SQUARE 2WAY BAG
税込各4,950円カラー：ブラック、グレージュ

JOLIENCORE（TH）
ポインテッドグリッターコンビ（2cmヒール）
税込各7,590円

JOLIENCORE（TH）
スクエアターバンパンプス（3cmヒール）
税込各8,250円

手芸センター ドリーム
［手芸用品］  TEL.042-673-67912F

ビースリーラボ
［革小物］  TEL.042-673-56052F

ミカヅキモモコ
［300円ショップ］  TEL.042-673-24332F

今年も人気のスヌーピーのギフトシリーズが
MINiPLAで登場!!
①スヌーピーギフトコレクションボックス

税込1,430円

カラー豊富で人気です!!
①BEN DAVISニットキャップ 税込各1,980円
ストリートスタイルにピッタリ!!
②THRASHERミニショルダーバッグ
税込各3,190円

Flavaおすすめ
クリスマスギフト!!

プレゼント交換にも! 
友達同士で気軽に贈りあえる
プチプラアクセサリー。

Flavaオリジナルベレー帽 税込7,970円
中折れ帽 税込8,690円

②スヌーピー
　ポーチギフトセット
税込1,683円

人気のブランド、ハリスツイードとコラボした
バックパックとウォレットです。
①Harris Tweed backpack
②Harris Tweed wallet
税込各1,650円

税込各3,564円

ホリデーアップルのバスギフト。
ホリデー&ブライトボックス

税込1,100円

冬コース スープ、デザート、ドリンク付き
税込1,628円 税込1,001円

1つ1つ香りの違うハンドクリームの
セット。デザインが可愛い♥
③スヌーピー

税込各1,320円

ムーチョ
［生活雑貨］  TEL.042-629-94661F

ワンズテラス
［生活雑貨］  TEL.042-673-42051F

ラケル
［オムライス］  TEL.042-673-42471F

販売期間：12/2（月）～25（水）まで

クリスマスハッピードール
「カラフルツリー」

10%増量

サービスステーキ 150g

税込520円

サーティワンアイスクリーム
［アイスクリーム］  TEL.042-665-61312F

ペッパーランチ 
［ステーキ&ペッパーライス］   
TEL.042-673-4729

2F

お皿を
1枚プレゼント

銀座コージーコーナー
［スイーツ］  TEL.042-673-79811F

銀座コージーコーナー
［スイーツ］  TEL.042-673-79811F

苺サンドショート
（5号）

クリスマス
デコレーション
ケーキ
1個ご予約につき

税込3,900円

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

帽子屋 フレイヴァ
［帽子］  TEL.042-698-49441F

チョコリング・ノエル、
ストロベリーチョコリング・ノエル、
ホワイトチョコリング・ノエル

税込各330円

アクセサリー
各種

サイズ：約15cm

ハートブレッド アンティーク
［ベーカリー］  TEL.042-673-77401F

①
②

①

③

④

ルナアース
［300円アクセサリー］ TEL.042-673-22821F

クリスマスチキン、クリスマスケーキをチェック♪

・ハンドクリームトリオネイチャー
・ハンドクリームトリオヨーロッパ

②

②

①

②

①

どんな場面でも輝きつづけるシンプルなデザイン

文具ギフトセット
す!!

サンサ
デデザ
ツツリ
焼焼焼菓
ク
サ

GourmetGourmet

もらって嬉しい
ファッションアイテム
もらって嬉しい
ファッションアイテム 大切な人に贈りたい

特別なプレゼント♪
大切な人に贈りたい
特別なプレゼント♪

人気NO.1ギフトです

ほかにもクリスマスギフトがい
っぱい♪マスほかにもクリスマスギフトがい
っぱい♪

①

Gift
プレゼント交換にも! 
友達同士で気軽に贈りあえる
プチプラアクセサリー。

プレゼント交換にも!

Christmas

①

②

③

税込1,100円

②ノエル

①
②

予約受付期間：12/18（水）まで
お渡し期間：12/22（日）～25（水）まで

予約受付期間：12/23（月）まで
お渡し期間：12/21（土）～25（水）まで

ペットボトルを持ち歩くのに
便利です！！

[営業時間] 10：00～21：00 ※一部、営業時間の異なる店舗がございます。 
※天候・保守メンテナンス等により臨時休業する場合がございます。

フードコート 10：00～21：00（ラストオーダー 20：30） / レストラン 11：00～22：00（ラストオーダー 21：30） / スポーツクラブNAS 10：00～23：00 〈定休日〉木曜日    
[住所] 東京都八王子市東浅川町 550-1　[ TEL ] 042-667-2960

https://takao.iias.jp年中無休

※印刷の性質により現物と色が異なる場合がございます。 ※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。 ※広告の品は豊富に揃えておりますが、万一売り切れの際はご容赦下さいませ。 ※掲載金額は税込となります。 ※掲載写真はイメージです。 ※各店のセール・キャンペーン期間は店舗により異なり、予告なしに終了となる場合がございます。 ※チラシの有効期限は11/29㊎～12/25㊌となります。

駐車場のご案内ACCESS 9：00～23：00

JR高尾駅JR高尾駅JR高尾駅 東浅川小東浅川小東浅川小

イトーヨーカドー
八王子店

イトーヨーカドー
八王子店

イトーヨーカドー
八王子店

エスフォルタ
アリーナ八王子
エスフォルタ
アリーナ八王子
エスフォルタ
アリーナ八王子

永生病院

狭間公園狭間公園狭間公園

陵南公園
横山中

南浅
川

南浅
川

南浅
川 陵南中陵南中陵南中

万葉公園

京王高尾駅京王高尾駅京王高尾駅
狭間駅狭間駅狭間駅

2020

狭間町狭間町 狭間駅入口狭間駅入口

高尾駅前高尾駅前

町田街道入口町田街道入口

高尾駅南口高尾駅南口

東浅川小東東浅川小東

道路試験所道路試験所

4646

4747
来店ルート来店ルート
退店ルート退店ルート

アクセスマップ

バス停
高尾駅
南口行

バス停
高尾駅
南口行

バス停
西八王子駅
南口行

バス停
西八王子駅
南口行

高尾駅南口より徒歩６分

圏央道「高尾山I.C.」より車で約5分カーナビでは、
八王子市東浅川町550-1とご入力ください。

電車でのアクセス

お車でのアクセス

京王バス「西62」高尾駅南口～西八王子駅南口
「イーアス高尾」バス停をご利用ください。

路線バスでのアクセス

交差点の混雑緩和と歩行者の安全確保のため、
この西口出入口は、平日のみ閉鎖いたします。

平日駐車場出入口のご案内

※23：00～翌9：00は入出庫ができません。 
※23：00～翌9：00まで閉鎖致します。

駐車場無料開放中!
イーアス高尾クリニック

12月1日
オープン!!

診察日 月 火 水 金 土 日木

休

休

午前

休診日：祝祭日・木曜日

10：00～
13：00

午後 15：00～19：00

皮フ科 アレルギー科 小児科

内科

イーアス高尾 2F TEL.042-673-6610

土・日曜日も
診察

してます!

日

※2020年3月末にポイント付与予定

［イーアス高尾］ 
ハートワン 
ポイントカード（現金）

［イーアス］ 
ハートワンカード
（クレジット機能付）

入会金・年会費
永久無料

イーアス高尾カード会員様"年末感謝キャンペーン"

ご入会ご利用キャンペーン ポイント応募抽選会のお知らせ
クレジット機能付きカードの
ご入会ご利用でプレゼント!
クレジット機能付きカードにご入会いただくと、
その場でイーアス高尾お買物券(1,000円分)を
プレゼント！
※1F インフォメーションで承ります      
　（12/14㊏～15㊐および21㊏～24㊋は特設カウンター設置予定）
※現金専用カードからの切替も承ります

※2020年1月末にイーアス高尾ホームページ等で発表予定

今回ご入会いただいたお客様で、
来年2月までに10,000円以上のご利用者全員に
2,000ポイントをプレゼント！

3,000円以上のお買物で
最高5,000ポイントが当たる!
・期間：12/21㊏～24㊋の4日間〈11:00～19:00〉
・場所：1Ｆ インフォメーション横 特設会場
・対象：上記4日間当日3,000円以上のお買物をされたお客様

※3,000円以上(金額問わず)で １回ご応募が出来ます(1名様1回)
※イーアス高尾ポイントカード(現金・クレジット)をご提示下さい。
※当日のレシートのみ有効（合算可）となります。 
　19:00以降のお買物については、翌日のご参加をお願い致します。

・抽選：応募用紙にカード№等ご記入のうえ投函して下さい。
　　  抽選で100名様に 最高5,000ポイントが当たります！

12/1日
12/31火


