
アルーク阿佐ヶ谷はおかげさまで開業 2 周年！

おまつり気分で賑やかなイベントを開催します

アルークで練り歩きやコラボステージを開催します

SUN5.1 SUN5.15
2022

SAT5.14 SUN5.15&

かわいいタマゴ型ケースにビーズを入れて
シールでデコレーションしよう！
【対象年齢】2 才～　【所要時間】10～20 分

SAT5.14 SUN5.15&

SAT5.14 エッグマラカス

光るうちわに、オリジナルデザインの
クリアシールを貼ってデコレーションしよう！
【対象年齢】3 才～　【所要時間】15～20 分

SUN5.15 光る！デコうちわ

10:00～16:00時間 アルーク 入り口広場場所

お子さま向け無料ワークショップお子さま向け無料ワークショップ阿佐谷ジャズストリート実行委員会
コラボコンサート

阿佐谷ジャズストリート実行委員会
コラボコンサート

※先着順でのご案内となります ※小さいお子さまは保護者同伴の上ご参加下さい ※無くなり次第終了いたします
※同日開催のコラボコンサートでテラスを使用する時間帯はワークショップを一時中断させていただきます
※混雑状況により、整理券対応を行う場合がございます。予めご了承下さい※新型コロナウイルスの感染状況によって、出演者の変更の可能性もございます

午前の部 11:00～ / 午後の部 13:00～

午前の部 11:00～11:30 / 午後の部 13:00～

場所
アルーク阿佐ヶ谷テラススペース・中通路
ビーンズ阿佐ヶ谷 (スターバックスコーヒー てくて店前、和ごはんとカフェ チャワン前 )

場所 アルーク阿佐ヶ谷テラススペース

ニューディキシーモダンボーイズSUN5.15

立石一海（ピアノ）・岡村トモ子（サックス）SAT5.14

新型コロナウイルス感染拡大防止の取組みについて

●  少人数で混みやすい時間帯を避けてご来館ください。

●  体調がすぐれない時や発熱がある場合はご来館をお控えください。

●  マスク着用のうえ、咳エチケットへのご配慮お願いいたします。

●  入口にて手指の消毒をお願いいたします。 ※アルコールは主な出入り口に設置しております

●  サービス内容が変更になる場合がございますのでご了承ください。

●  ソーシャルディスタンスの確保をお願いいたします。



銘水食パン専門店 いちふく

食パンご購入の方
もれなくポイント 2 倍！

食パン 1 本お買い上げ毎にポイント 2 倍！
新商品の宇治抹茶小倉がおすすめです◎

MENUMENU 5/1～5/15

カレーとチャイの店 紅屋

ビーフ野菜カレー

テイクアウト 1000 円 → 900 円
イートイン 1200 円 → 1100 円

イベント限定で人気のビーフ野菜カレーを
特別価格でご提供します！

MENUMENU 5/1～5/15

ハチカフェ 阿佐ヶ谷店

ジャスミンとチョコの
ティラミスタルト

テイクアウト 648 円　イートイン 660 円

ハチカフェ阿佐ヶ谷店オープン時に販売していた
あの人気タルトがイベント限定で復刻！

MENUMENU 5/1～5/15

各日数量限定

FOLLOW US!

※商品の表示価格は税込価格です。 ※商品は多数ご用意しておりますが、品切れの際はご容赦ください。 ※掲載写真はイメージです。実際の商品と異なる場合がございます。
※営業時間・定休日などは各ショップへお問い合わせください。 ※このチラシはアルーク阿佐ヶ谷のみ有効です。

各ショップでお得な特典や
お子さま向けの無料体験イベントも開催します！

SUN5.1 SUN5.15

検索アルーク阿佐ヶ谷
東京都杉並区阿佐谷南 2 丁目 40-1

JR 阿佐ヶ谷駅 徒歩 4 分 / JR 高円寺駅 徒歩 12 分

LINE 公式アカウント
@al-ku_asagaya

※割引はお一人様につき 1杯までとさせていただきます

3 米 3 阿佐ヶ谷店

お粥全品 130 円 OFF！

対象はお粥全品！
単品・セットでも対象です。

MENUMENU 5/1～5/15

各日 先着 7 杯限定

ウィズダムアカデミー 杉並阿佐ヶ谷校EVENTEVENT 5/14・5/15

※完全予約制 ※個別面談も可能です

〈 年少～小学 6 年生のお子様対象 〉

ウィズダムアカデミー特別無料体験会

ウィズダムアカデミーで行われる
アクティビティや習い事を体験できます。

各日 10 組様限定

※事前予約：ウィズダムアカデミー公式 HP「お問い合わせ」https://wisdom-academy.com/contact/

デザインはワンカラー・グラデーション・フレンチから
お選びいただけます。

〈 初回ソフトジェル オフ無料 〉

※ベースジェルを+550円でバイオジェル、+1,100円でパラジェルへ変更可

Bianca 阿佐ヶ谷店CAMPAINCAMPAIN 5/1～5/15

4,980 円
ハンドネイル シンプルデザイン

ご新規様全員

Read it LOUD! 阿佐ヶ谷校EVENTEVENT 5/9～5/15

※事前予約：Read it LOUD! 公式 HP 「無料体験レッスン予約」https://www.readitloudjapan.com/contact

無料体験レッスン（プレゼント付）
無料体験レッスン受講者には全員に
ノンアルコールボタニカル消毒液

 Fru+sh（フルッシュ）をプレゼント！
 特別価格（1,300 円→1,000 円）のセール販売も◎

期間中 先着 30 個限定

※事前予約をおすすめしますが、飛び込み体験も可

ジンボリーインターナショナルプリスクール &アフタースクール 杉並阿佐ヶ谷校EVENTEVENT 5/14・5/15

〈 6 ヶ月～9 歳児までのお子様対象 〉

遊んで学ぶジンボリー無料体験会

ジンボリーオリジナルの楽しいアクティビティと
しっかり学ぶ英語学習のカリキュラムをご用意しました。
ぜひジンボリーの外国人先生と一緒に遊びに来てください。

※事前予約：ジンボリー公式 HP「お問い合わせ」https://gymbointernationalschool.jp/contact/asagaya/

※事前予約必須になります

ネイス体操教室 アルーク阿佐ヶ谷校

ご入会キャンペーン
通常入会金 5,500円 （一部 3,300円） → 入会金 0 円

〈 特典の適用には条件がございます 〉

期間中に体験レッスン参加後、
2 週間以内のレッスン開始で入会金が無料となります。

CAMPAINCAMPAIN 5/1～5/15

※事前予約：ネイス体操教室 公式 HP「無料体験レッスンお申し込み」https://neis-gym.com/contact/

※体験レッスンは事前にご予約をお願いいたします
※レッスンの内容及び対象年齢についてはお問合せ下さい

Beans 阿佐ヶ谷

三菱UFJ
銀行

ビッグ・エー 高架下空き倉庫ゴールドストリート

ローソン 阿佐谷地域
区民センター

高円寺
アパートメント
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東口

牛たん とろろ 麦めし ねぎし デリキッチン阿佐ヶ谷店

銀の牛たんセット
1,600 円 → 1,500 円

たん元のうまみが強い部位のみを
使用した自慢の牛たん。

驚くほどの柔らかさをお楽しみください。

MENUMENU 5/1～5/15

各日 先着 20 食限定


