
秋の無料体験入学受付中！

アルカサール 検 索

最新情報はホームページで

http://nt-alcazar.com/

登録はこちらから

〒270-1350 千葉県印西市中央北1-4 ［運営］株式会社 千葉ニュータウンセンター TEL.0476-46-5864 交通法規により、駐車場への右折による入出場はできません。

毎月15日
「限定くじ付」メルマガ配信！！

アルカサールご利用券  

円分プレゼント！500名様に20

メルマガ会員だけの
スペシャルチャンス！

メルマガ限定
毎月 日は…15
くじの日

※記載の情報は10月12日現在の情報です。

～ずっと、このまち印西で～祝 印西市 人口10万人突破

2018. autumn
ショッピングから、美容、カルチャーまで。たくさんのライフスタイルショップをそろえて、みなさまをお待ちしております！

CHIBA NEWTOWN CENTER

［携帯電話販売］

●営業時間／10:00～18:30
●定 休 日／水曜
●TEL: 0476-40-6468

NTTdocomo販売店

ドルフィンモバイル
1F

東日本住宅 
千葉ニュータウン中央営業所

［不動産案内］

●営業時間／9:30～21:00　
　　　　　　水曜のみ 9:30～17:00
●定 休 日／無休
●TEL: 0476-46-8811

1F

第一生命保険
［保険］

●営業時間／10:00～17:00
●定 休 日／土曜・日曜・祝祭日
●TEL:050-3782-1808

2F

印西農産物直売所 

やおやさん  

［農産物販売］

●営業時間／3月～10月 10:00～18:00
　　　　　  11月～2月 10:00～17:00
●定 休 日／無休　●TEL: 0476-47-3388

1F
三井住友銀行 
千葉ニュータウン支店

［銀行］

●営業時間／平日9:00～15:00
●定 休 日／土曜・日曜・祝祭日
●TEL: 0476-46-1211

1F

1,000円以上のお買い上げの方

野菜1袋進呈！
チラシ
ご持参
特典

※他サービスとの併用不可 
※有効期限:2018年11月11日（日）まで

美容室 ペパームーン
［美容室］

●営業時間／9:00～19:00
●定 休 日／第3火曜　●予約優先
●TEL: 0476-47-1121

1F

【NEW】 まつげエクステ開始！　初回限定 1000円OFF！
★100本 7560円（税込）→6480円（税込）
★120本 8640円（税込）→7560円（税込）
★ボリュームラッシュもございます。

チラシ
ご持参
特典

 ［アロマショップ］  

●営業時間／11:00～18:30
●定 休 日／月曜・第3火曜
●TEL: 0476-47-6038

1F

生活の木のハーブティー、コーディアル、マヌカ
ハニー等10％OFF　
＊東方美人ブレンドなどの新商品も対象。

※1000円（税抜）以上お買い上げの方限定とさせていただきます。
※他サービスとの併用不可
※有効期限:2018年10月11日（木）～10月14日（日）まで

チラシ
ご持参
特典

アロマとハーブの店マミー

印西市印西
南部地域包括支援センター

［高齢者福祉］

●営業時間／8:30～17:15 
●定 休 日／土曜・日曜・祝日
●TEL:0476-37-3120

1F

千葉ニュータウン

河合歯科 矯正歯科
［歯科医院］

●診察時間／
　月・火・木～土 9:30～13:00／15:00～19:00
　日 9:30～13:00/14:30～17:00
●休 診 日／水曜、祝日、第2・第4土曜
●TEL:0476-40-0040

2F

秋の無料体験入学&
定期テスト対策実施！
無料体験は、1週間まで受けて
いただけます。10月末には中
学校の定期テスト対策授業も
始ります。※詳細はホームペー
ジをご覧ください。

［進学塾］

東京進学ゼミナール
●営業時間／13:00～22:00  
●定 休 日／日曜・祝祭日
（日・祝日であっても授業を行う場合があります） 
●ホームページ／ tokyoshingaku.jp
●TEL:0476-47-3321

入会金（小学生10,800円・
中学生16,200円）が半額！

※他サービスとの併用不可※有効期限:2018年11月17日（土）まで

2F

チラシ
ご持参
特典

【2018年度合格実績】〈国立大学〉横浜国立大・埼玉大
〈私立大学〉早稲田大・上智大・東京理科大・明治大・立教大・青山学院大・中央大・法政大・
学習院大・日本女子大・成蹊大・成城大・明治学院大・武蔵大　その他多数合格

受験勉強に「フライング」はありません。
やるべき勉強をいかに進めるか？
そのノウハウが河合塾にはあります。
分かりやすい授業・快適な受講室・豊
富なデータ・熱心なスタッフ。河合塾で
合格に向けて突き進もう！

河合塾マナビス
千葉ニュータウン校

［大学受験予備校］

●営業時間／月～土14:00～22:00 
                  日・祝 10:00～18:00 
●定 休 日／無休
●TEL:0476-47-3320

2F

秋の無料体験入学受付中 ご連絡お待ちしています！

秋の無料体験入学受付中 
入会金割引キャンペーン実施

石戸珠算学園
千葉ニュータウン教室

［塾 珠算教室］

●営業時間／月～金15:30～19:30
　　　　　　土13:30～17:30 
●定 休 日／日曜
●TEL:0476-47-4488

①入会金通常10,000円（税別）→5,000円（税別） ◎半額！
②高級ワンタッチそろばん 8,000円（税別）→4,000円（税別）◎半額！

2F

※他サービスとの併用不可※有効期限:2018年11月25日（日）まで

チラシ
ご持参
特典

※新規ご入会の方限定※なくなり次第終了とさせていただきます。
※他サービス併用不可。※有効期限:2018年11月30日（金）まで

［音楽英語教室］

伊藤楽器
ヤマハ音楽英語教室

●営業時間／月～土14:00～21:00　日 11:00～15:00 
●定 休 日／日曜午後・祝祭日
●TEL:0476-46-3996

チラシご持参のうえ、ご入会の方に
ぷっぷるトートバッグをプレゼント！

2F

チラシ
ご持参
特典

3歳から大人の方まで。男性・
女性・初心者・経験者、一人ひ
とりの個性・目標に合わせて、
基礎から丁寧に指導いたしま
す。バレリーナを目指して！美し
い姿勢を目指して！健康な身体
づくりを目指して！一緒にレッス
ンしましょう！

AR BALLET CLASS
［バレエ教室］ 

●レッスンスケジュールにつきましては、
　公式ホームページ
　 http://arballetclass.com/ をご覧ください。
●TEL:080-3545-1487

入会金半額！

1F

※他サービスとの併用不可
※有効期限:2018年11月25日（日）まで

チラシ
ご持参
特典

※他サービス併用不可。※有効期限:2018年11月25日（日）まで

一人ひとりのお悩みに合わせた
カウンセリング、体力チェックを
行ないます。一度お身体の見直
しをしてみませんか？無料体験・
見学も大歓迎！お気軽にお立ち
寄りください。
秋の筋トレ祭開催中！
カンタン！30分健康体操

カーブス 千葉ニュータウン中央
［フィットネス］

●営業時間／平日10:00～13:00 
　　　　　　　 　15:00～19:00 
    　　　    土　10:00～13:00  
●定 休 日／日・祝日
●TEL:0476-37-5170

1F

入会金１万円（税抜）OFF
1回体験無料

チラシ
ご持参
特典

カットハウス ムトー
［理容］

●営業時間／平日9:00～19:30
　               土曜・日曜・祝日8:50～19:00
●定 休 日／月曜、第2・3火曜
●TEL: 0476-47-2210

1F

新規のお客様限定　
500円OFF

チラシ
ご持参
特典

※3,000円（税抜）以上のメニュー限定とさせていただきます。
※他サービスとの併用不可※有効期限:2018年11月11日（日）まで

※有効期限:2018年10月31日（水）まで

NPO法人しおんの家

［学童保育］

しおん保育園分園 

●営業時間／8:00～19:00　土8:00～17:00  
●休 園 日／原則日休 ※土日祝は、行事によって開園
●TEL:0476-46-3928

1F

中央アニマルランド

［保育］

しおん保育園分園 

●営業時間／7:00～20:00  
●休 園 日／日曜・祝日　※土曜保育は本園で行います。
●TEL:0476-47-3553

1F

年少～年長児分園中央

［保育］

しおん保育園分園 

●営業時間／7:00～20:00  
●休 園 日／原則日休　※土日祝は、行事によって開園
●TEL:0476-29-5273

1F

簡単な足し算ができれば入学できます。
千葉ニュータウン教室には、4歳から大
人の方まで多数在籍しています。「そろ
ばん」は、幼児期の「能力開発」、大人の
方には「脳の健康」のツールとして注目
を浴びています。

土曜日レッスン開始！ メンズクラス開設！
体を動かして表現力を学ぼう！

書写ラボは①速く②見やすく③正確に書くために研究開発された日本初
の文字トレーニング教室。高いレベルの書く力により学習能力を高めます。
大手中学受験有名進学塾の国語主任の先生も「書くことは国語とは別科目
で、低学年のうちに書く力の土台を身に付けて学習へつなげることが大切、
早いうちに書道教室へ」と話しています。

速書トレーニングで学力アップ！
特許取得 

書く力は別科目

書写ラボ 
速書・書写 書道教室 

［速書・書写・書道教室］

●営業時間／月曜・木曜・金曜15:00～20:30　
　　　　　　水曜10：00～15：00
●定 休 日／火曜・土曜・日曜・祝祭日　
●TEL：0476-46-3970

1F

体験入学時に本チラシをご持参いただいた方には、
アルカサールご利用券2,000円分進呈

秋の
グルメフェア!

ア
ルカ

サー
ルの
秋は　　　

「お
いし
い」が大豊作！

10/13（土）より
イルミネーションを
点灯いたします

10/13 11/11 日土 ～

10/13（土）～
11/25（日）まで



■海鮮居酒屋

 はなの舞
TEL: 0476-47-2141
●営業時間／ランチ／月～木12:00～14:00（L.O.13:30）
　　　　　　ディナー／ 月～木・祝17:00 ～ 23:00（L.O.22:30）　　　
　　 　　　  金・土17:00～24:00（L.O.23:15）  
●定 休 日／日曜、第1・第2月曜

■お好み焼き

  道とん堀
TEL: 0476-48-5205
●営業時間／11:30～23:00（L.O.22:00）
●定 休 日／無休 

■網焼酒場

  とみせん
TEL: 0476-46-8818 ●営業時間／16:00～24:00（L.O.23:00）　

●定 休 日／日・祝　　 

■居酒屋

  礼 仁
TEL: 0476-47-5998
●営業時間／17:00 ～ 23:00（L.O.22:30）
●定 休 日／日・祝 

■炭火串焼    
 シロマル
TEL: 0476-36-7870
●営業時間／17：30～24：00 （L.O.23：00）
●定 休 日／無休 

いろいろにぎり 3,000円（税抜）→2,500円（税抜）
※チラシ1枚のご持参につき1人前を割引サービス　※他サービスとの併用不可　
※有効期限:2018年11月11日（日）まで

※ディナーのみのご利用とさせていただきます。※他サービスとの併用不可
※現金支払いのみ（クレジットカード不可）※有効期限:2018年10月12日（金）～11月11日（日）

チラシ
ご持参
特典！チラシ

ご持参
特典！

お会計  10％OFF
ご予約大人3名～10名様まで

※宴会コース、他クーポンなどとの割引併用不可
※有効期限:2018年11月11日（日）まで

※現金会計のみ
※有効期限:2018年11月11（日）まで

飲み放題30分延長 無料！さらに、
飲み放題の内容がグレードアップ
※3,400円（税抜）以上のコース限定とさせていただきます。ご予約時にお申し付け
ください。※他サービスとの併用不可※有効期限:2018年11月30日（金）まで

写真はイメージです。

■地ビールと地酒

 こだわりやま
TEL: 0476-48-6880
●営業時間／月～木 17:00～23:00（L.O.22:30）
                     金・土 17:00～24:00（L.O.23:00）　
●定 休 日／日・祝 

写真はイメージです。

写真はイメージです。

写真はイメージです。

市場で仕入れた
新鮮な魚、肉、
ホルモンを

お楽しみください。

宮崎の至宝
「霧島鶏」を炭火で
焼く絶品焼き鶏や、
プレミア焼酎を
お楽しみください。

美味しい
料理とお酒を
豊富にご用意
しております。

大人気地ビ
ール『富士

燦燦®』を

印西市内で飲
めるのは当店

だけ！

写真はイメージです。

※注文時に本チラシをご提示ください。※他サービスとの併用および宴会コースでは
ご利用になれません。※1組様1回のみのご利用とさせていただきます。
※有効期限：2018年10月12日（金）～11月11日（日）まで

ひょっこりからあげ（4個）
半額

■焼きとり・串揚げ・釜めし

 とりのごん助 
●営業時間／17:00～24:00（L.O.23:30）
●定 休 日／無休 

TEL: 0476-47-5003

写真はイメージです。

写真はイメージです。

チラシ
ご持参
特典！

チラシ
ご持参
特典！

一番人気の名物！
「ひょっこり唐揚げ」は、
ボリューム満点の
手のひらサイズ！

■天ぷら・鮨

  松栄鮨
●営業時間／ランチ／火～土11:00～14:30（L.O.14:00）
                   ディナー／16:00～23:30（L.O.22:45）  
                   日／11:00～22:00（L.O.21:15）
●定 休 日／月曜（月曜が祝日の時は火曜が振替になります） 

グループに一皿
「とり天」をサービス！

前日までにご予約いただいた場合に

※他サービスとの併用不可　※有効期限:2018年11月11日（日）まで

チラシ
ご持参
特典！ 人数×100円引き

お会計から 

写真はイメージです。

チラシ
ご持参
特典！

チラシ
ご持参
特典！

か
ら お会計 8％OFF（消費税抜）か

ら

10/13 土 11/11日～

■イタリア料理

  カプリチョーザ
●営業時間／平日 11:30～22:30（L.O.22:00） 
                   土・日・祝 11:00～22:30（L.O.22:00）
●定 休 日／無休 

TEL: 0476-47-1160

■カレーハウス

 CoCo壱番屋
●営業時間／平日 11:00～24:00　
　　　　　　  日・祝 11:00～23:00
●定 休 日／無休 

TEL: 0476-46-6944

TEL: 0476-37-3033

アルカサールで秋のごちそうを味わおう
美味しいお酒を揃えてお待ちしておりますふ れ あ い 横 丁

オータムセール

1,550円（税抜）→ 1,200円（税抜）
●生ビール（1杯）　●しめさば刺
●秋野菜の天ぷら

1,598円（税込）

トリュフボールと鴨の
生パスタ
クリームソース

トリュフの香りと
鴨の旨味・生パスタ
“キタッラ”を楽しむ
ごちそうパスタ

四季折々の
旬の素材を

お楽しみください。
秋ならでは

の旬のごち
そうを

お得に楽しんでください！

気の合う仲間と、
楽しく鉄板

コミュニケーション！

秋の
グルメフェア!

大小ご宴会（ご法事など）
55名様までご利用いただけます。
写真は桜コース4,000円（税抜）

仲間と
わいわい

食べると楽しいね！

本チラシをご持参で

お得な特典が盛りだくさん！

「カレーならココ一番や！」
カレーの辛さと量、

ライスの量を選べるほか、
豊富なトッピングを
選べます。


