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このチラシは環境に優しい再生紙と大豆油インキを使用しております。

http://www.sunmall.jp/HP

★お買上げ金額（税抜き）100円で1ポイント加算
★毎月3日は、ポイント3倍!
新規ご加入当日から、お買上げポイントが貯まります。貯まったポイントは、
お買物券、チケットと交換できます。1Fインフォメーションカウンターにて、承っております。

最終お買上げ日（ポイント付加日）より1年間となります。
①1年間ご利用のない場合、累計ポイントが“0”（ゼロ）になります。
②更に1年間（計2年間）ご利用のない場合、ご登録が無効になります。

①、②に該当される方は、お手数ですが、1Fインフォメーションへおたちよりください。
①の場合 お手続き後に当日のお買上げ分より、ポイントが加算されます。
②の場合

有効
期限

ポイントカードのご利用のご案内

10:00～20：00

【3・4F】サンモールシネマ…9:00～23：00 【3F】フードコート（一部営業時間が異なります。）…9:00～21：00通常営業時間 （食品売場）

【2F】

【1F】8:00～22：00

10:00～21：00 【3F】TAITO STATION…（平　日）10:00～24：00　（土日祝）9:00～24：00

営業時間の
ご案内

大変恐縮ですが、【新規申込】をして頂きます。当日のお買上げ分より、ポイントが加算されます。

サン
モール求人情報 販売・調理・接客・リラクゼーション

シネマ・事務等

詳しくは、サンモールホームページまで詳しくは、サンモールホームページまで

旭  サンモール 求人情報全件

ホームページより⬆このマークをクリック！※各店舗に直接お問い合わせ下さい。
http://www.sunmall.jp/HP

忘
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に
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2020 年サンモール 新春イベント2020 年サンモール 新春イベント2020 年サンモール 新春イベント
1/1㊗

1/3金 1/4土

1/1㊗ 1/2木恒 例
紅白紅白紅白大福
プレゼント！！
大福

プレゼント！！
大福

プレゼント！！

新年を記念して

当日、サンモール専門店街のお買上げ
レシートをご持参のお客様にプレゼント！

※なくなり次第終了 ※なくなり次第終了
1Fインフォメーション横特設会場場 所 10：00～時 間 1Fタワーコート場 所 11：00～時 間

1Fタワーコート場 所 ①13：00～ ②15：00～時 間1Fタワーコート場 所 11：00～ 17：00時 間
1Fタワーコート場 所
①13：00～ ②15：00～時 間

先着
300個
先着
300個
※お一人様1個限り

新春ダイスゲーム新春ダイスゲーム新春ダイスゲーム
ニコニコ笑顔のお正月！

出た目の数だけ「みかん」OR「うまい棒」プレゼント！

ダイスを2個投げて出た数字の合計数「みかん」or「うまい棒」
プレゼント！  先着順にお選びいただけます。

当日、サンモール専門店街でのお買上げレシート1,000円以上で
お一人様1回ご参加いただけます。

さらに！さらに！
ぞろ目1・1もしくは3・3が
出た方にはお年玉プレゼント！
サンモールお買物券500円！サンモールお買物券500円！

先着50名様先着50名様

ありさ
鹿児島からやって来た、ものまねスーパールーキー!
豊富なレパートリーで、笑いと感動をお届けします!
間瀬しずか
きゃりーから森昌子まで本格アーティストの
ものまねを中心に活動中!

新春ものまねステージ
ありさ＆間瀬しずか

ドキドキわくわくの不思議な世界！
何がおきるかは見てのお楽しみ。

イリュージョニスト

スーパーイリュージョン
ショー
スーパーイリュージョン
ショー
スーパーイリュージョン
ショー

輪投げゲーム大会輪投げゲーム大会輪投げゲーム大会 1/5日

1Fタワーコート場 所 ①13：30～ ②15：00～時 間

銚子を中心に活動している地元の吹奏楽団です。
素晴らしい演奏を、聴きにお越しください！

1/12日 銚子吹奏楽団銚子吹奏楽団銚子吹奏楽団

※レシートは1回限り有効とさせていただきます。  ※お一人様最高10輪まで。
※レシートをお持ちでないお客様は、現金100円で2輪ご参加いただけます。

期間中、サンモール専門店街でのお買上げレシートの
合計金額に合わせてご参加いただけます。

3輪
6輪

レシート合計金額1,000円以上・・・・
レシート合計金額2,000円以上・・・・
レシート合計金額3,000円以上・・・10輪

新春ものまねステージ
ありさ＆間瀬しずか
新春ものまねステージ
ありさ＆間瀬しずか

1Fタワーコート場 所 ①13：00～ ②15：00～時 間
ありさ

間瀬しずか

チョロ松・五郎コンビは周防猿まわしの
会を代表するコンビです。
チョロ松の名は初代の活躍により一世を
風靡しました。 四代目もその名に恥じぬ
活躍を続けています。
感動の芸あり、笑いの芸あり、チョロ松・
五郎コンビに魅了されることでしょう。

先着2,222個

猿まわし猿まわし猿まわし
チョロ松＆五郎の

XK徒・慶（KEI）

絶賛上映中

キリトリキリトリ ©2019松竹株式会社

©2019 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.

一般 

引き

大学生 小学生・こども

300300円円300300円円
引き

200200円円200200円円

引き
100100円円100100円円

歴代ライダーグッズ
＆ パンフレット福袋
歴代ライダーグッズ
＆ パンフレット福袋

2020 年新春
1月1日㊌㊗～5日㊐
2020年新春
1月1日㊌㊗～5日㊐

超お得

2,000円税込2,000円税込

0479-62-5415

※１枚で同伴者何名様でも割引可　※１枚につき１回のみ有効
※他の割引券・サービスデー割引との併用不可　有効期限：2020年1月31日㊎まで

サンモ ー ル
シネマ

割引券割引券
映画

◇仮面ライダー 令和 ザ・ファースト・ジェネレーション
◇映画 妖怪学園Y 猫はHEROになれるか
◇カツベン！　　◇ジュマンジ ネクスト・レベル（吹替）
◇映画 ひつじのショーン UFOフィーバー！
◇アナと雪の女王２（吹替）　　◇決算！忠臣蔵

絶
賛
上
映
中

男はつらいよ
お帰り 寅さん

スター・ウォーズスター・ウォーズ
スカイウォーカーの夜明け

【笑いと涙】に包まれる最高の感動作!

新撮された登場人物たちの“今”を
描く映像と、4Kデジタル修復され
て蘇る寅さんのシリーズ映像が
見事に紡ぎ合う、新たなる
『男はつらいよ』の物語。

「スター・ウォーズ」完結編
42年もの長い歳月をかけて
語られてきた
スカイウォーカー家の
“家族の愛と喪失”の物語が、
ついに幕を下ろす。

1/10金公開
▶フォードvsフェラーリ
▶Re:ゼロから始める異世界生活　氷結の絆
▶冴えない彼女の育てかたFine
1/24金公開
▶キャッツ　　　　　　▶サヨナラまでの30分
1/31金公開
▶AI崩壊　　　　　　▶バッドボーイズ フォー・ライフ
▶この世界の（さらにいくつもの）片隅に

ムビチケ発売中

ムビチケ発売中

ムビチケ発売中

1/5㊐まで 朝8:00オープン、24:00まで上映!
＊チケット・グッズなどの販売はレイトショー開始時まで

今
後
の
上
映
予
定

スター・ウォーズスター・ウォーズ
R2-D2・C-3PO
ポップコーン/
ドリンク

ポップコーン/
ドリンクセット

オラフ キーホルダー付き
1,800円

2,300円各1,500円

30袋
限り

「歴代ライダー」のグッズや
パンフレット満載のお得な福袋！
劇場限定販売のレアアイテムを
超お得に手に入れよう！

「歴代ライダー」のグッズや
パンフレット満載のお得な福袋！
劇場限定販売のレアアイテムを
超お得に手に入れよう！

数量限定 数量限定

（吹替・字幕）

アナと雪の女王2

中学生以下は鑑賞料金100円!

　新春恒例特別企画
期間中、ご来店の上、アンケートにお答えいただいた方、先着５０組様に
おみくじ付「招福干支土鈴」をおひとつプレゼント！
また、新車をご成約いただいた方には、以下３つの特典をご用意！！
ぜひこの機会にご検討ください。

新 春 初 売新 春 初 売 2020
1/1元日～13㊗
2020
1/1元日～13㊗

千葉トヨタオリジナル
2020福袋を
プレゼント!

先着50組
様

千葉トヨタオリジナル
2020福袋を
プレゼント!

100,000100,000

※リヤウインドウフィルム装着の場合、前方カメラのみとなります。

先着10組
様

新型車ライズ
好評発売中!
新型車ライズ
好評発売中!

10：00～19：00
※1月3日（木）より通常営業（10：00～20：00）となります。
12月31日火～1月2日木営業時間のご案内

サンモールサンモール
2019年1年間を通してショッピングセンターサンモールを
御愛顧いただき誠に有難うございました。
サンモールでは、2020年もさらに地域の皆様に愛される
ショッピングセンターを目指して、一層努力していく所存です。
イベントも盛り沢山のサンモールで、新年をお楽しみください。 11/202011/ 元

旦
2020

より営業！より営業！

※当日ご入会の会員様含む※当日ご入会の会員様含む

サンモール
ポイントカード
サンモール
ポイントカード

1/3金
サンモールの日
1/3金

サンモールの日

初 売初 売

福袋
お楽しみ

中面にてご紹介中面にてご紹介

10：00～19：00
※1月3日（金）より通常営業（10：00～20：00）となります。
12月31日火～1月2日木営業時間のご案内

3倍3倍

福
袋


