
主催者の都合により、一部内容が変更になる場合がございます。

http://www.suzuka-hunter.com

参加方法

場　所

開催当日、各店のご本人様によるポイントカードでの
お買上げレシート1枚で1回参加できます。
※専門店・スーパーサンシは200円(税抜)
　ステップ・ジップドラッグ・セリア・シティツアーズは
　300円(税抜)以上のレシート

2Fセンターコート吹き抜け周辺
※必ず当日のお買上げレシートとポイントカードを
　ご持参ください。

場　所 1Fセンターコート特設会場

主　催 有限会社天平フーズ

時　間 3/3(金) 10 :00～20:00
3/4(土)   9:00～21:00

モンドセレクション金賞受賞の天平白菜キムチをはじめ、
Ｂ級グルメでお馴染みの大分中津唐揚げ、信長餃子、明太子等
ハンター会場では初お目見えの全国のうまいもんがいっぱい！

手先の血行促進やリラックスなど、
短時間でも高い効果を実感頂けます。
同会場にて、肌カウンセリングや
肌分析も受付致します。

手先の血行促進やリラックスなど、
短時間でも高い効果を実感頂けます。
同会場にて、肌カウンセリングや
肌分析も受付致します。

場　所 1Fサブコート

主　催 ポーラ鈴鹿平田店

時　間 10:00～15:00

時　間 10 :00～16:00(予定)

場　所 屋外弁天広場

参加費 100円＋気持ち

主　催 チャリティよさこい
実行委員会

主　催 四天王寺美術場　所 1Fサブコート

最終日は
16時まで

ミセスファッション、婦人バッグや

財布・ベルトなど、会場狭しと

お値打ち品を取り揃えました。

ミセスファッション、婦人バッグや

財布・ベルトなど、会場狭しと

お値打ち品を取り揃えました。

場　所 2F大催事場

場　所
3F市民ギャラリー

場　所 2Fふくろうの森ギャラリー

場　所

2Fふくろうの森ギャラリー
※写真は昨年の展示内容です。

全て震災被災地向けに寄付します
★音源をご持参下さい★

時　間
10:00～18:00

場　所

主　催

１Ｆサブコート

神戸ヘアースタイル株式会社

時　間 3/5(日)  9:00～17:00
3/6(月) 10:00～17:00

場　所 １Ｆサブコート

主　催 リファイン鈴鹿みなみ

どうぞこの機会にジュネスがお贈りする
自然な、軽さ、付け心地を
是非体験して下さい。

最終日は
16時まで

場　所 1Fサブコート

主　催 MY-R
最終日は
16時まで

犬の洋服・ペットウェアならではの？
かわいいキャラクターや実用性の高い
ウェアなど安くて高品質な
ドッグファッションです。

共　催 JAF三重支部・㈱鈴鹿ハンター場　所 屋外弁天広場＆1Ｆサブコート時　間 10:00～15:00

最終日は
16時まで

最終日は
19時まで

主　宰 山邊律子場　所 1Fセンターコート

最終日は
18時迄

ポイントカード使えます

ミニ打ち掛け、ステンドグラス、
樹脂粘土、アクセサリー等
手作り実演、講習教室あり

～作家さんによる心あたたまる手作り作品の展示即売～～作家さんによる心あたたまる手作り作品の展示即売～

※雨天の場合、イベント内容及び実施会場が変更になる場合もございます。

●シートベルト効果体験
●子ども安全免許証の発行
●魔法キーホルダーの作製
●お子様ワークショップコーナー
●キッチンカー・自治体物産販売

●デジタル会員証おすすめコーナー
　デジタル会員証にご登録の会員の
　お子様に「顔写真入りキーホルダー」を
　プレゼント（お子様１名につき１個）

イ ントベ

●結城さおりコンサート
　（11:00～11:30/14:00～14:30）

3月テーマ 出会い

※都合により出店商品が急遽変更になる場合がございます。

飯野高校
応用デザイン科
卒業生の、
ちなあやね・でぐちしお
による二人展

住宅ストック循環支援事業
エコリフォームの補助金の
受け取り方を展示物にて
説明させて頂きます
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天平グループがお贈りする
東西うまいもん市
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開催

天平グループがお贈りする
東西うまいもん市
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ポーラ無料体感イベント
ハンドトリートメント
マッサージ開催
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服飾＆雑貨
春の大バーゲン開催
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飯野高校
応用デザイン科

１年生展

飯野高校飯野高校飯野高校飯野高校
応用デザイン科応用デザイン科応用デザイン科

１年生展１年生展
応用デザイン科応用デザイン科応用デザイン科

１年生展１年生展１年生展１年生展１年生展

飯野高校
応用デザイン科

１年生展 翠悦書院
条幅

作品展

翠悦書院翠悦書院
条幅条幅

作品展
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作品展

翠悦書院
条幅

作品展
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よさこいダンスフェス

第７回第７回第７回

新しい輝きと、華やぎを、あなたへ新しい輝きと新しい輝きと新しい輝きと新しい輝きと新しい輝きと新しい輝きと新しい輝きと新しい輝きと新しい輝きと新しい輝きと新しい輝きと新しい輝きと新しい輝きと新しい輝きと、、、、、華やぎを華やぎを華やぎを華やぎを華やぎを華やぎを華やぎを華やぎを華やぎを華やぎを、、、、あなたへあなたへあなたへあなたへあなたへあなたへあなたへ新しい輝きと、華やぎを、あなたへ

第66回第66回第66回第66回第66回 ～手作りのぬくもりと心のメッセージ～～手作りのぬくもりと心のメッセージ～～手作りのぬくもりと心のメッセージ～～手作りのぬくもりと心のメッセージ～～手作りのぬくもりと心のメッセージ～～手作りのぬくもりと心のメッセージ～～手作りのぬくもりと心のメッセージ～～手作りのぬくもりと心のメッセージ～～手作りのぬくもりと心のメッセージ～～手作りのぬくもりと心のメッセージ～～手作りのぬくもりと心のメッセージ～

春のおしゃれ
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展示即売＆試着会開催
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