
洋洋住研
リフォームフェア
洋洋住研
リフォームフェア

半紙作品展半紙作品展

うちわ作品展うちわ作品展

まちの保健室まちの保健室
血圧測定
体脂肪測定
健康相談

栄養相談

血流測定

体組成測定 など

福井書道教室作品展福井書道教室作品展

主　催

時　間 10:30～ 先着15名様10:30～ 先着15名様

場　所 2F ふくろうの森ギャラリー2F ふくろうの森ギャラリー

場　所 2F サブコート側エレベーター前特設催事場2F サブコート側エレベーター前特設催事場

主　催 （株）グットヒル（株）グットヒル

場　所 1F サブコート半面1F サブコート半面

主　催 サリサリストアーサリサリストアー

学校からのプリント・描画材を
ご持参ください。
学校からのプリント・描画材を
ご持参ください。

飯野高校
応用デザイン科生徒と
プロの作家による
アドバイス

アジアン・エスニック
ファッションバザール
開催

アジアン・エスニック
ファッションバザール
開催

理由あり商品で
おなじみの
国内外メーカー
大放出雑貨バーゲン

理由あり商品で
おなじみの
国内外メーカー
大放出雑貨バーゲン

※事前予約は7/25（水）10：00～1Fインフォメーションにて受付スタート※事前予約は7/25（水）10：00～1Fインフォメーションにて受付スタート

時　間 11:00～11:00～

場　所 1F 東入口1F 東入口
※商品はサンシ惣菜売り場にて販売しております。
（数量限定）
※商品はサンシ惣菜売り場にて販売しております。
（数量限定）

主　催

場　所 1F サブコート1F サブコート

主　催 ポーラ鈴鹿平田店ポーラ鈴鹿平田店

主　催

場　所 2F 特設会場2F 特設会場

時　間 7/28(土)10:00～17:00 ・ 8/25(土)10:00～15:007/28(土)10:00～17:00 ・ 8/25(土)10:00～15:00

お問合せ 059-324-2735（坂井）059-324-2735（坂井）

時　間 18（土）9:00～18:00
19（日）9:00～17:00
18（土）9:00～18:00
19（日）9:00～17:00

主　催 1F サブコート1F サブコート

新商品もぞくぞく入荷！
アジアンテイストの衣料や
雑貨等販売

全国イベントキャラバン全国イベントキャラバン

夏休み美術宿題
お助け隊

夏休み美術宿題
お助け隊

図工・美術の宿題アドバイス図工・美術の宿題アドバイス

ポーラ無料体感イベントポーラ無料体感イベント

野菜を食べる惣菜発表会野菜を食べる惣菜発表会

白子高校とスーパーサンシ共同開発！
白子高校3年生と考えた
白子高校とスーパーサンシ共同開発！
白子高校3年生と考えた

無料法務相談無料法務相談

鈴鹿行政書士グループ
“compasso”(コムパッソ)による
鈴鹿行政書士グループ

“compasso”(コムパッソ)による

最新の水廻り設備を多数
展示します。
見て、触って、実感してください！
見るだけもOKですよ！

プロ仕様のエアーインパクトにて
タイヤ脱着など本物の整備を体験
してもらいます。当日は汚れても
よい服装でご来場ください。

生活雑貨、生活
用品、園芸用品、
文房具、玩具、
服飾、服飾雑貨、
etc...

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。

幼年から高校生までの半紙作品展示

幼年から大人までの
うちわ作品約200点を展示

相続・遺言・成年後見・外国人関係手続
福祉相談・自動車関連
農地転用・内容証明作成
各種契約書作成 など

相続・遺言・成年後見・外国人関係手続
福祉相談・自動車関連
農地転用・内容証明作成
各種契約書作成 など

主　催 三重県看護協会鈴鹿支部三重県看護協会鈴鹿支部

場　所 2F サブコート吹き抜け横2F サブコート吹き抜け横

主　催時　間 13:00～16:0013:00～16:00

主　催主　催 三重県栄養士会三重県栄養士会場　所 1F 東入口風除室1F 東入口風除室

場　所 3F 市民ギャラリー3F 市民ギャラリー

主　催時　間 13:00～16:0013:00～16:00

時　間 10：00～16:0010：00～16:00

2階売場お買上げ
ご同伴の子供さん
(小学校6年生まで)へ

ピカピカ光もの（縁日玩具）ピカピカ光もの（縁日玩具）

期間中お買い上げ2,000円（税込）以上で毎日50名様へ
（抽選は毎日先着100本限り）亀屋清泉庵（神戸8丁目）

元気セール

亀の子最中亀の子最中 すヾ か饅頭すヾ か饅頭 鈴鹿の峰鈴鹿の峰

※割引品・割引除外品は除きます。※割引品・割引除外品は除きます。 ※割引品・割引除外品は除きます。
●ランジェリー
　ファンデーション

●パンティ
　ストッキング

●紳士肌着

●寝具、掛・敷布団カバー
　★1,500円(税別)以上の品

期間中、メール会員様ポイント2倍

お買上げ2,000円（税込）以上の
方にお買物券200円分進呈

お買上げ1,000円（税込）毎にお買物券100円分返金（お買物券翌月１ヶ月有効）

お買上げの10%相当
お買物券にて 返金

ハンドトリートメント
マッサージ開催

ハンドトリートメント
マッサージ開催

毎日
48個限り
※シリーズが
変わります。
※シリーズが
変わります。

紳士・婦人・子供
パンツ・ショーツ
紳士・婦人・子供
パンツ・ショーツ ２０２０％

OFF
％
OFF２０２０％

OFF
％
OFF

全
品 ５５％

OFF
％
OFF

全
品

パンツ(肌着)の日企画パンツ(肌着)の日企画

８月毎週土曜・日曜プレゼント８月毎週土曜・日曜プレゼント

雑貨イベント雑貨イベント

場　所 １F センターコート
１F サブコート
１F センターコート
１F サブコート

10:00～18:0010:00～18:00

お問合せ

時　間

最終日は
15時まで

最終日は
17時まで

旅する雑花屋
鈴鹿市白子駅前21-3
12:00～17:00不定休
tel.090-2269-4318
www.corcolor.com

鈴鹿有名和菓子 抽選で鈴鹿有名和菓子 抽選で

お客様感謝デーお客様感謝デー

パンツパンツ　　　を買って
　　　　コもらおう！
　　　を買って
　　　　コもらおう！パン２パン２

ステップデー企画ステップデー企画

お召し上がり一品プレゼントお召し上がり一品プレゼント

みそか市みそか市パンツ1,000円(税込)以上
お買い上げの方へ(先着50名様)

掲載
企画品

婦人服スカート・パンツ
紳士服スラックス・パンツ
1,900(税別)以上の品

セレクト雑貨、ハンドメイド、洋服、
アクセサリー、木工、手芸材料、多肉植物、
アレンジメント、オリーブオイル、ポップ
コーン&体験レッスンなどなど...

なつやすみなつやすみ

こども自動車整備体験こども自動車整備体験

募集人数 先着200名さま ※人数に達し次第受付締切先着200名さま ※人数に達し次第受付締切

場　所 屋外 弁天広場屋外 弁天広場 対　象 小・中・高校生小・中・高校生

主　催 鈴鹿自動車整備組合 青年部鈴鹿自動車整備組合 青年部参加費 無料無料

時　間 10:00～16:00 ※9：30～受付開始（雨天決行）10:00～16:00 ※9：30～受付開始（雨天決行）

Ｍato３区Ｍato３区

生活習慣病予防のための

栄養相談
生活習慣病予防のための

栄養相談

/7

/8

28 土

25 土

/7

/8

28 土

25 土

/8 ９ 木

16 木▼
/8 24 金

26 日▼

/8 18 土

19 日▼

/8 24 金

27 月▼
/8 ７火

/8 26 日

/8 25 土

/8 31 金

/8 28 火

/8 ４ 土

19 日▼

2階 ●ステップ●2階 ●ステップ●

/8 金 1410 火▼

/8 水 　　　　　1715 金▼

/7 日 31 ・29 火▼ /8 水 3129 金▼

/8 金 43 土▼/8 木2

水15 木16 金17

/8２ 木
まで
開催中


