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；も教室；＇

来線セン守 ーでは．体重手鈴や筋肉自白体のパ号ンス－；匹
敵性屯網べることがで苦ます． ご自身の鍵E置のため伝
ll轟一定ご拳鍋くだ古い．

！司J回彊・6語

12歳以下のお子総

ワークショップ Hトロピカルコンボ
トワコロンイベント H ～ふわふわイベント～

パーツを選んでオリジナル時計を作ろう！

3総｛税抑蜘司調書自明ですトl惜君子詰まで 11 3総（樽1脱線初勝織です｝～隅駒沢11 12献下のお硝

． 
困

キッズ体験教室
ブチオカリナ

～完成したら潔奏しよう！～

3量世｛ま華字鴻鰭者嘱停車線開～Ill学生島子極まで

ミニふれあい動物園

．碕閣①11:00～宮1 3氾0～ H ・時間午前申11):10企O～t11泊。句J:11:30～
③14:30～③1叩0～ II i12:oo～ 
（告白定員15名／約60�l II 午睡申畠品13:30～島14:00～！14:30～

．場所南館2隠スヲジ才アリス前 II .tis:oo～き15:30～116:00～
．受付 [4月か5受付活法自慢わりましたi II ｛作穏時関古田20措～·30分｝

書加者は1 0:25までに会場でf砦加淘H・場所南曹E睡ス？ジ才7リス嗣
草書jにザインの上‘錨遺箱にお入れ下H・受付午軒町草/10:15～午龍司革13:15～
さい， 10: 30より嫡遣を行い、 書加者H 自由6名定員
を尭袈します． （鎗選桂、希望碕関をおH・料金特胃面梧嘗却費旬。円｛輯量買軒輯冊、世込｝
選ぴ頂を嘗加藍遼帯を配布しま冒．） II E聞い色。世／！？ラフ�／＼ートトー力イ小田車店

m発表闘に会場にい11 TEl0465-45-1184 
らっしゃSta:い場合H ヶー I戸、

－
叶、 I 「トワコロンJという

は織効，eta:ります． II, a，帽’‘� Eヵラフル早ビー ズを
ま野開始持関5分前lζI 11-1＇�·－，房習E E使って筒計を作りま
1；；必す集会してくだl 11 司固圃・・l'<i・l E亨．ポップtd'.色合い
さい．集会古れ忽い l 11 a・・’‘圃，F E がカワイイコ錨鎖 ー 幾
喝合l,l=キャンセ1しm 11 I 4ヲヨーa「L E しく才リジナル姥計
いと忽D苦亨 ． II' ’島a・・・ ・町出来上がり！

イベントの内s. 回滋・時間等l,l=変更される噂合がとざいますので、践しく拡邸内のポスター及びHPでご癒Iiiください． 定員のあるイベント協定員に怒り次第 ． 〆切といたし曹す． 匂写関砿全てイメージと怒り軍す． 

． 時間11:0コ～17:00
・場所北館l階ハニ ーズ前（雨天の窃

合jtftl'll階ゴルフ5前｝
・条件館内当日お賃上げレシート

3,000円以上｛税込。合算可）を
と；著書きの方.1回と遊館頂けます。

法レシート1枚に対して11盈のご滋
戯となります． フレスポ小田原シティ ー モ ールに献血事が

きます。 献血にと協力ください。

描画

．時間①11:00～③1 3:00～
③14: 30～©16:00～ 
（告白定員15名／釣60分｝

・場所商館2隠スヲジ才アリス筋
．餐付 [4月か5受付方法b＇霊わりました！

嘗加置は10:25までに会場でf嘗加問
軍書jに暫インの上‘始遺箱にお入れ下
さい， 10:30より鎗遣を行い、 書加者
を尭袈します． （勉潜量、希望時間をお
遭ぴ頂琶嘗加!ill帯を配布しま苦．）

献血

．時間11:00～17:00
・場所南館2階トイザらス前 ；＊雨天の

場合5月22白｛白）に延期
・条件館内当日お賃上げレシ ー ト

3,000円以上｛税込・合算可）を
と持容の方 、 l＠と滋厳粛けます。

筏レシートU：主に対してl@Jのご遊
厳となります．

．時間10:00～12:00· 13: 30～16:00 
・場停商館E階エスポット（南側通絡｝

｛雨天の縫合、 北舘1階八三一ズ前）
・主側日本赤十字社縛奈川赤十字血海セ

ンタ－

＇＂と耳巨人織の健康他、 条件により書店血をと迎
館頂く場合があります．

GゆSM工LE AσION 

行っていますω 神奈川県小田原市前!11120

TEL0465-45・5588
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大和リ ースが運営苦る
鱒簾随猿で除
[$MILE ACTIONJを

・交活1アクセス

「一
一一一

パスでお越しの場合
・JR司宮駅南口パスターiナル嘩り唱1昏

『悶悶逮臨時� I！！＇作・Vィーシ予，－D陶）J『モシティー司E-Mt.Jに7下車，鯵多1;}
・JR!il帝埠駅川スターミ1ドル陸リ唱2暑

f圃宮駅行き｛ずイナシふィ ーu・英作鮭E!l)Jll.U
[:Ifイ？シティー行き｛自／1111程創j fシテ4 ー モ－MtJにて下車・桂歩1骨

お寧でお越しの場合
・小関軍厚木道路小EIii漕インタ”より約時骨
..名ι逮犬井訟困4ンゴレーより約30骨
el!§湘バイパス国府2・fンタ ーより、約5升

※吾店舗の営察時間とご連絡先につきま
しではHPをご参鱒〈ださい。

※商品に関する問い合わitは 、 iii霊店舗
へお煩いいたします＠

授褐軍空の商品は消費税込みのf薗織です．
（サーボンは除く｝

＊広告の商品が万一 、 売切れの治合11ご
容椴下さい。 商品によっては 、 放置に
よって限定さゼていただく場合がござい
ます。

;r,写真はすべてイメ ー ジです。

フレスポ小田原シティーモール

SMILE ACTION隊
商量腫訟を通じてで在る
地...献11会買献活動の
ことでJt.

大和リーススマイルアクション ιてキ金索 ｜・.l!U主r杭轟-1.・I・正面・
｜川崎ティモール
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ANGEク ーポン有効期限201“.21

ら。J'.,iとんこつらゐ健
一一CHAHUTON－ー

700円以上のらあ鍾ご注文のお客機
半熱町長付ヨ：子無料サー ビス！

.w.tケ乙九｜ 新メニュー

※｛唱のヲーピスξ舟ff!IIH.i.で怠.医ぜん
淡おー人像3枚3で
様フレスポ小田鍋シティーモ4ル以外で以後用できまぜん

－・・〉〈号・・－

ANGEク ーポン有効期限羽16.6.21

竺I!E亙
サンドイツペFお買い上げのお客鎌
ポテトサイ；（アップ（S吋M）無料
後目白わりセット除く
米他のザーピスと時併用はでき.f.ぜん
※フしスポ小田層シティーモール以外でU恒熔でき＂＇ゼん

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーベ ー ー－

ANG E ク ーポン有効期限2016.6.21

ざるつけ麺 800円 駒ヶ根ソースかつ芥ざるそばセット
（無料ドリンク付） 980円

※他のヲーピスとの91/lll.i.でe.r.，きん
総フレスポ小田鰻シティーモール以外で脇佳用できまセん

冷水でしめた平打麺を、焦
、

がしネギ風味の
醤油脈のつけだれで。スープ剖りもこ二一緒に1 もちもち太麺を秘伝ソ ースで 1

人気のかつ井とハーフサイズのざるそばのお得なセットが登場！
今ならin好きなソフトドリンクを1杯無料サービス！

ー・〉〈・・ーー

八NGEク ーポン有効問機2016.6.21
山ι
同一

3恥
町一

リニューアル

!:00円以よお買い上げのお客繊
ちくわ磁辺あげ1本無料サー ビス！
弥＂�のザーピスと骨併用uでさまttん
提フレス�旬、回!!iシティーモール以外で俗世崎でさま包ん

語函繭踊
餅積，3；ら九乙九

持物l品ご注文のお客機
ごは山大盛り無料サービス！

刻みベーコンとタケノコのジェノパ風パスタ

750円

季節の食材を取り入れた、もちもちの生パスタです！
ドリンクやパケットと 一緒にお召し上がりください。

サブウェイクラブ 540円
温玉ぶっかけ

小300円・中400円・大500円

はなまるうどんの定番 1
お好みの吏ぷらとご一緒にいかがですか？

第Sざるそばセット左曜く
蜘砲のザーピλ4の併用uで�l匡ttん
ミ授フレス,r.,J隠居シティーモール以外でu使用で書家ゼプし

ー ー ーー〉〈・ーー－

ANGEク ーポン有効期隙2016.6.21

盟国パスタご注文のお客織
パスタサイズアップ無料サー ビス！

サプウエ 7イの代表作をさらにおいしくリニセーアル。
3種類のお肉を一度に味わえる賀沢なサンドイッチです 1

楽ベア也ツト除〈
拠地の・7ーピスとの併用U't'l!Jet!ん
議ヲレスn旬、回線シティ ー毛－1•以外でu世間でさ；.,tん

フレスポ小国原シティーモール
フー ドコー ト

Tel.0465・47・0405
llttp://www.0465.netfomise/f。。d・city/

年中無休
営業時間／10:00～21 :OO(L.0.20:30) 

※浪示価絡は全て税込となリます

http://www.0465.net/omise/food-city/



