
多摩動物公園

ワークショップ 参加
無料

場 所

多摩動物公園オリジナル
「どうぶつぬりえ」に挑戦しよう！
完成したぬりえを見せてくれた子には、
多摩動物公園オリジナルステッカーなどを
プレゼントするよ！

た　　ま　　どう　　ぶつ　こう　えん

た　　ま　　どう　　ぶつ　こう　えん

ちょう　せん

かん 　せい み こ

3/7（土）、8（日）11：00～17：00
1Ｆ「ビームス アウトレット」前

かん　せい た　　ま　 どう　 ぶつ　こう 　えん

完成した「ぬりえ」を多摩動物公園に持っていこう！

【開園時間】 午前9時30分～午後5時（入園は午後4時まで）
【入 園 料】 大人600円、65歳以上300円、中学生200円、小学生以下無料　※都内在住・在学の中学生は無料
【休 園 日】 毎週水曜日（水曜日が祝日の場合、翌日が休園日）　※3月25日（水）は臨時開園します

【アクセス】 京王線、多摩モノレール「多摩動物公園駅」下車、徒歩1分

多摩動物公園オリジナルノートがもらえるよ！

多摩動物公園 改札横受付（正門入って右側）※入園後の引換えになります。引換場所

3/7（土）～4/5（日）引換期間

※雨天時は2Ｆ「モンベルクラブ」横に変更になります。

※イベントスタッフまでお声がけください。
こえ
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多摩動物公園多摩動物公園

三井アウトレットパーク 多摩南大沢

〒192-0364 東京都八王子市南大沢1-600 
TEL.042-670-5777

京王相模原線「南大沢駅」
徒歩約2分（特急・急行停車）

中央自動車道「八王子IC」より約13km
首都圏中央連絡自動車道
「相模原愛川IC」より約14km

電車

車

●ショップ 10：00～20：00 
●スーパー 10：00～21：00
●レストラン 11：00～22：00 

多摩動物公園の
入園券をもって

ここからモノレール&電車で約15分！

入園券をもって入園券をもって入園券をもって入園券をもって入園券をもって入園券をもって入園券をもって入園券をもって

南大沢の
アウトレットに行こう！

ワークショップ

参加
無料

3/7（土）、8（日）11：00～17：00
三井アウトレットパーク 多摩南大沢
1F 「ビームス アウトレット」前 

三井アウトレットパーク 多摩南大沢　総合案内所（10：00～20：00）引換場所

3/6（金）～4/5（日）対象期間

先着300名様

※なくなり次第終了

三井アウトレットパーク

プレゼント！500円分お買物券

多摩動物公園の入園券を見せると…

アウトレットショッピングがもっとおトクになる

スペシャルクーポンをプレゼント！
※一部クーポンをご利用できない期間・店舗がございます。

OUTLET SPECIAL COUPON

アウトレット スペシャル クーポン

クーポンのご利用にあたり下記事項をご一読ください。

Please read the following coupon terms and conditions.

セール期間中などクーポンをご利用いただけない日がございますので、詳しくは各店舗にお問い合わせください。

It is possible that coupons may not be able to be used during sales or other promotions. Please check with each shop individually. 

クーポンをレジ係員にご提示ください。なお物販店はレジ精算前、飲食店はオーダー時点でご提示をお願いいたします。

Please present coupon to cash register attendant. Present coupon at time of order at restaurants and at the register when purchasing goods.

＊ ＊ ＊ ＊ ＊  ご提示が遅れますとサービスが受けられない場合がございます。 ＊ ＊ ＊ ＊ ＊

Failure to present coupon may prevent you from receiving the offer.

1店舗につき1回ご利用いただけます。裏面の□チェックボックスに印がついた店舗に関しましては、ご利用いただけませんので、ご了承ください。

May only be used once per shop. Once a checkbox □ has been marked, the coupon can no longer be used at that shop.

●レジ精算前にクーポンをレジ係員にご提示ください。

●原則としてクーポンのご利用は各ショップお1人様1回限りとなります。

●他のサービスとの併用はできません。
●一部対象外の商品がございます。
●コピーなど不正と見なされる場合はご利用になれません。

●クーポンは「三井アウトレットパーク 多摩南大沢」内のショップのみ有効です。

●都合により特典内容が予告無く変更になる場合がございます。

●クーポンのご利用は、現金によるお支払いの他、クレジットカード・ギフトカードによるお支払いにもご利用いただけます。

　（一部の店舗でクレジットカード、ギフトカードがご利用いただけない場合もございます。必ず店舗でご確認ください。）

●店舗の閉店、改装などの理由により営業していない場合、サービスをお受けいただくことができない場合がございます。

●クーポンをご利用して購入された商品の返品はご遠慮願います。

●本クーポン記載の金額は税込み金額です。

●Please present coupon at the register before checkout.

●Coupons may only be used once per person.

●May not be combined with other offers.

●Some exceptions apply.
●Illegally copied coupons are unable to be used.

●Coupons are only valid at Mitsui Outlet Park Tama Minamiosawa.

●Offers subject to change without notice.

●Coupons may be used with cash, credit card, and gift card payments.

　(Credit cards and gift cards cannot be used at some stores)

●Coupons may not be able to be used if a store is closed for any reason.

●Please refrain from returning products that have been purchased with a coupon.

●Prices marked on coupons are post-tax prices.

2014年4月現在

2014/4/1 2014/9/30

多摩南大沢

もれなく
全員

さらに！

のの
入園券をもって入園券をもって入園券をもって入園券をもって

南大沢
みほん

多摩動物公園オリジナル「どうぶつぬりえ」に挑戦！
完成したぬりえを見せてくれた子には、
多摩動物公園オリジナルステッカーなどをプレゼント！

場 所

※雨天時は2Ｆ「モンベルクラブ」横に変更になります。




