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であいマルシェ
アクセサリーに手作り雑貨、地元のおいしいものなど。
様々な作家さんやショップがあつまる
新しい出会いいっぱいのマルシェ。

3/23 24
㊏・

㊐

時間

10：00〜17：00

場所

1F ＴＳＵＴＡＹＡ前通路

※写真は出店ブースの一部の紹介になります。

カントリー パル
手作り木工雑貨

手作りでカントリー雑貨・木工品を製作し
ています。ぜひ、手にとってご覧ください。

4/27㊏・28㊐・5/4 ㊏㊗・5㊐㊗

次 回は

時間

10：00〜17：00

場所

4/30㊋

コトライブ

耳にする音や目にするもの。ライブだ！音楽だ！LINOASでのスペシャルライブ。

リノアスのイベントスペースを活用します。

音楽を一緒に楽しみましょう！
時間

13:00〜16:00

[出演アーティスト]
● inﬁnity (インフィニティ)
● OTOMO (おとも)

観覧
無料

八尾市ダンス協会
GWダンス発表会

八尾ダンス協会はダンス文化の
人のために表現の場の整備を
目的とした団体です。
LINOASでのGWスペシャル

3Ｆ 特設ステージ（雨天時中止）

● こっとんふぃーるず
● 垂水DTP (たるみダウンタウンパイレーツ)
● 中西弘晃 (なかにしひろあき)

観覧
無料

Swing! Yao

ライブをお楽しみに！

場所

場所

5/1㊌

普及とダンスを夢とする多くの

時間

観覧
無料

OTOMO（音友）フリーライブ

地元の学生さんやアーティストを招待し、
さまざまな活動、カルチャー発信や育成の場として

4/29㊊㊗

1F ＴＳＵＴＡＹＡ前通路

Ride of Swing ×
Mechakucha Swing

心揺さぶる、大人のためのちょっといいひと時。

①11:00〜
②14:00〜
（各回１時間）

好評のスウィングジャズライブにダンサーを招き、
いっそうご機嫌なステージをお届けいたします。
時間

3Ｆ 特設ステージ
（雨天時中止）

場所

①14:00〜 ②16:00〜 ③18:00〜
① ② 3Ｆ 特設ステージ（雨天時中止）
③ 8Ｆ 休憩スペース

※中止の場合の代替公演はございません。※当日においても実施が難しいと判断される事象が起こった場合は、中止とさせていただきます。

北本町公園

アリオ八尾

友だち募集中！!

光町公園

@linoas
LINOASの最新情報をお届け♪
ぜひご登録ください！

LINEの「友だち追加」から

ID検索で

QRコードで

三菱UFJ

みずほ

近鉄

八尾

大阪シティ
信用金庫
りそな

営業 時 間

10 : 0 0 〜20：0 0
8F レストラン街………………… 11：00〜22：00

2F 連絡通路

1F TSUTAYA……………………… 10：00〜24：00
1F スターバックスコーヒー…… 10：00〜24：00

駅

〒581-0803 大阪府八尾市光町2-60

［お問い合わせ］TEL.072-990-0511

P

ht t p:// w w w.l i n o a s .j p

@linoas
提携駐輪場

※定員に達し次第受付を終了いたします。予めご了承ください。※イベントは予告なく変更・中止となる場合がございます。 ※写真はイメージです。※詳しくはLINOASのホームページをご覧ください。

駐車場までのルート

リノアス

検索
2019.3.22

春旅るるぶ2019
コーナー登場!!

ing items
Out

お出かけ
アイテム
春休みやゴールデンウィークの
お出かけを楽しくするアイテム
が勢揃い♪

もずやん
デザイン
タンブラー

国内･国外･お花見･春グルメなど、
春のおでかけ情報盛りだくさん！
春ぴあ GW10連休大特集 税込702円

春の新生活にピッタリ
！
気分を上げる鮮やかなカラーのアイテムです。
アウター
ナイロンワッシャーキリカエジャケット
税込6,480円

数量限定
春ぴあお買上げで大阪府公式マスコットキャラクター
「もずやんデザインタンブラー」プレゼント

デイパック
452ナイロンデイパック
税込5,184円

東京ディズニーリゾートであなたの夢をかなえる
100のこと 税込1,058円

1F ツタヤ

1F アウトドアプロダクツ
②
①

①

②

③

④

③

⑤

バーを好みの高さに調整でき、
キャリーバーの高さを自由に調整できる
ストッパー機能を付けたハードキャリー。 ストッパー付き ハードキャリー
走行音がより静かになりました。
①（19L） 税込12,900円
②（35L） 税込14,900円
③（62L） 税込19,900円
④（87L） 税込24,900円
5F 無印良品
⑤（104L）税込29,900円

車内でも保温･
保冷が可能。
ドライブに最適！

①アーノルドパーマー 税込4,320円
②ルコック 税込7,020円
③ポロ ラルフ ローレン 税込7,452円

電子保冷保温ボックス
TWINBIRD（HR-DB06P）
税込10,778円

他にも新作多数ございます！
この機会にぜひご利用ください！
！

4F バーンズソーホーストリート

7F エディオン

er's day g
oth
ift
M

料理好きなお母さんに絶対喜ばれる久世福のおだしや、
人気のハーバリウムと久世福の人気商品で豪華なプレゼントを。

母の日

飲む酢（赤ぶどう･ざくろ･パイナップル･もも･りんご･オレンジ）
税込各1,058円
万能だし（5P）税込486円
（15P）税込1,296円
（30P）税込2,268円

ギフト

ハーバリウム ピンクドレス 税込2,160円

B1F 久世福商店

母の日に感謝の気持ちを込めて
とびきりのプレゼントを♡
ハンナオリジナルの器にカーネーションメインの
生花アレンジメント
「メッセージ」。育てるのが好きな
お母さんにはボリュームと華やかさのあるアジサイがおすすめ♪

①

②

顔立ちから全身まで、
艶やかな輝きを深くつまみ流します。

①生花アレンジメント「メッセージ」 税込3,240円
②鉢物アジサイ
「こんぺいとう スマイル ピンク」税込6,264円

ReFa CARAT
プラチナ電子ローラー MTG
（PEC-L1706）
税込25,704円

4/30㊋まで早期割引でお得！
③生花アレンジメント「ディア･マザー」
当店平常価格税込3,780円の品→税込3,240円
③

1F フラワーラウンジ ブラン ハンナ

NEW SHOP OPEN!

新しいお店がオープン！リノアスがますます賑やかに♪
※オープン日は都合により変更となる場合がございます。

4月オープン

4月オープン

関西初上陸 the SAEM ーザ セムー
1F
韓国コスメ

献血実施のお知らせ

韓国人気コスメ！
日本でも話題のコンシーラーはもちろん
the SAEMの人気アイテムをゆっくりご
体験ください♥
今、人気のグループSEVENTEENとの
コラボ商品もたくさんご用意しております♪
2019年4月より毎月第1土曜日に
リノアス2Fで「献血」を実施いたします。

7F エディオン

リノアス屋上に手ぶらでＢＢＱが出来る
ビアガーデンがＯＰＥＮ！！
RF
BBQ&ビアガーデン

第1回は、4/6㊏に開催。次回5月は、5/4㊏㊗開催

今関西で人気の手ぶらＢＢＱ＆ビアガーデンの
お店が八尾に初上陸♪
最大のウリは「大きな骨付き肉」
と
「６種類以上のクラフトビール飲み放題」
！

時間

11:30〜16:30（予定）

場所

2Ｆ東側通路

献血へのご協力を、よろしくお願いいたします。

※掲載の価格は税込価格のみを記載しております。※掲載の内容につきましては、表記の各店舗に直接お問い合わせください。※広告の品は多数ご用意しておりますが、品切れの節はご容赦ください。※印刷の特性上、現物と色が異なる場合がございます。※写真はイメージです。

