
　　 《スイミング》
水着・スイムキャップ・連絡
袋・スイスイステップノート
の4点で、男子4,536円～、   
　   女子6,264円～
　　　　　です。

《ベビースイミング》
フィックス（腕に巻く
　浮き輪）2,592円+
　ベビースキップノート
　　　　　864円です。

 《体操》
体操着上下
4,320円です。
ただし、バック、チャレンジ
　ノート、連絡袋
　　（合計3,878円）は
　　　 購入となります。

1,080円でご入会いただけます。会員証発行手数料

キッズまつり’夏キッズまつり’夏

※6ヶ月以上継続できる方が対象です。
　価格はすべて消費税込みとなります。
※本広告の有効期限は2018年8月31日㈮まで

※6ヶ月以上継続できる方が対象です。
　価格はすべて消費税込みとなります。
※本広告の有効期限は2018年8月31日㈮まで

2018年8/31金
締切迫る‼

キャンペーン期間

ハッピースターズ・クラス
1日 水泳体験

チャレンジスターズ・クラス

※期間中の体験は一回のみになります。※期間中の体験は一回のみになります。

木曜日クラス／16：15～17：05
土曜日クラス／15：30～16：20
定　員／各クラス2名
対　象／4歳～
料　金／1,080円

木曜日クラス／16：15～17：05
土曜日クラス／15：30～16：20
定　員／各クラス2名
対　象／4歳～
料　金／1,080円

★
★
★
★
★

★
★
★
★
★

日　程／①8月19日日
　　　　②8月26日日
時　間／13：30～14：30
定　員／各15名
対　象／2歳6ヶ月～小学3年生
料　金／1,296円＜会員外＞

日　程／①8月19日日
　　　　②8月26日日
時　間／13：30～14：30
定　員／各15名
対　象／2歳6ヶ月～小学3年生
料　金／1,296円＜会員外＞
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★

★
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★
★
★
★

木曜日クラス／17：15～18：05
金曜日クラス／17：00～17：50
土曜日クラス／15：30～16：20
定　員／各クラス2名
対　象／小学生
料　金／1,080円

木曜日クラス／17：15～18：05
金曜日クラス／17：00～17：50
土曜日クラス／15：30～16：20
定　員／各クラス2名
対　象／小学生
料　金／1,080円

★
★
★
★
★
★

★
★
★
★
★
★

ご入会特典 指定商品をプレゼント！

2018年8/31㈮まで！
体験期間

体操スイミングベビースイミング

習いたいけ
ど

一度体験
してみたい

人！

今年の夏、できないことにもう一度挑戦！！

ダンス1回体験

 北上
厚生労働大臣認定「健康増進施設」

TEL.0197-61-4700
http://fitness.kitakamitwinmall.com/

〒024-0092　岩手県北上市新穀町1-4-1
ツインモールプラザ西館７・８階

随時見学受付中

営業時間   月・水～金 10:00～22:00　土 10:00～21:00　日・祝 10:00～18：00
入会受付   月・水～金 10:00～21:00　土 10:00～20:00　日・祝 10:00～17：00
休 館 日   火曜日（メンテナンス休館）　   

TEL.0197-64-2525
上映作品・上映時間はこちらから▶イオンシネマ北上
（音声自動ダイヤル 9:00～22:00）
※間違い電話が増えております。お掛けの際はお間違えの無い様ご注意下さい。

東館
5Fおすすめ＆スピーディ＆お得なセット

※ポップコーン（バターしょうゆ味）には原材料の一部に、乳・小麦・豚肉・鶏肉・大豆を含んでおります。
※ドリンクはソフトドリンクの中からお選び下さい。
※内容は予告なく変更または終了する場合がございます。
※写真はイメージです。
※表示価格は全て税込です。

映画を
観ながら、

　ポップコーンセッ
トは

いかが？お得な

© 2018 Disney / Pixar. All Rights Reserved.

「インクレディブル・ファミリー」
©2018 「センセイ君主」製作委員会 (C) 幸田もも子／集英社

「センセイ君主」 「僕のヒーローアカデミア THE MOVIE
 　　　　　 ～2人の英雄（ヒーロー）～」

© 2018「僕のヒーローアカデミアTHE MOVIE」製作委員会 (C) 堀越耕平／集英社

「ミッション：インポッシブル
　　　　　／フォールアウト」

©2018 Paramount Pictures. All rights reserved.

「劇場版 仮面ライダービルド Be The One
／快盗戦隊ルパンレンジャー
VS警察戦隊パトレンジャー en film（アンフィルム）」

劇場版「ビルド・ルパパト」製作委員会 (C) 石森プロ・テレビ朝日・ADK・東映 (C) 2018テレビ朝日・東映AG・東映

「オーシャンズ8」

©2018 WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC., VILLAGE
   ROADSHOW FILMS NORTH AMERICA INC. AND 
   RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC

「銀魂2
／掟は破るためにこそある」

© 空知英秋／集英社 © 2018映画『銀魂2』製作委員会

－8月10日金公開－
－8月17日金公開－

「劇場版　コード・ブルー
　　－ドクターヘリ緊急救命－」

©2018「劇場版コード・ブルー－ドクターヘリ緊急救命－」製作委員会

絶賛上映中！
お盆は涼しい映画館で楽しみませんか？

さくら野 いわてのお土産
■1階／さくら野催事場
　　　　　及び
　さくら野銘店売場

■3階／家庭用品売場
■期間／8月15日水迄

〈さいとう製菓〉 大船渡
かもめの玉子
（12個入）

・・・・・・・・・・・［税込］1,360円

〈フルールきくや〉
奥州前沢 奥州ポテト
（10個入）

・・・・・・・・・・・［税込］1,670円

〈中村家〉
釜石 黄金海宝漬
（360ｇ）

・・・・・・・・・・・［税込］4,800円

〈前沢牛オガタ〉
奥州前沢 前沢牛入シュウマイ
（40ｇ×10個）

・・・・・・・・・・・［税込］1,620円

〈白乾児〉
盛岡 パイカルの餃子
（20個・タレ40cc×2）

・・・・・・・・・・・［税込］1,350円

〈北上まきさわ工房〉
北上 北上里芋コロッケ
（120g×5個）

・・・・・・・・・・・［税込］1,566円

〈松栄堂〉
一関 ごま摺り団子
（16個入）

・・・・・・・・・・・［税込］1,188円

〈小岩井農場〉
雫石 グルメファンクッキー
　　　（森の仲間たち）
（230g）・・・［税込］1,750円

〈栄泉堂〉 北上
五郎がびっくり焼
（10個）

・・・・・・・・・・・［税込］1,380円

〈かぎや菓子舗〉 北上
二子さといも
　　さくさくもっちりタルト
（9個）・・・［税込］1,650円

【新谷】
ふらの雪どけチーズケーキ
北海道メロン
（1個）・・・［税込］1,450円

〈カメヤマ〉
お線香・ローソクセット
・・・・・・・・［税込］2,700円～

〈トロイカ〉
北上 ベイクドチーズケーキ
（5号…直径15cm）

・・・・・・・・・・・［税込］2,880円
お取り寄せ限定販売

［限定30個］

〈回進堂〉
奥州江刺 江刺りんごゼリー
（9個）

・・・・・・・・・・・［税込］1,944円

8/20月
棚卸しのため

いたします。
（5階イオンシネマは通常営業）

全館休業

8/21火～30木■1階／催事場

おかえりなさい、ふるさとへ。おかえりなさい、ふるさとへ。

お線香・盆提灯 お盆用品

お線香をはじめ、ローソク・安全マット・
盆提灯・念珠などを取り揃えております。〈宏八屋〉 九戸洋野

いちご煮
（425ｇ）

・・・・・・・・・・・［税込］1,280円

〈巖手屋〉
二戸 いかせんべい
（14枚）

・・・・・・・・・・・［税込］1,188円

ギフト解体
暮らしの
　バーゲン

＆


