
クリスマスグルメ

GOURMET
おい
しいス
イーツもりだくさん�

12/5(Sat)

12/27(Sun)

開催期間

フォレオのクリスマス
ショッピングデー

ファッション グッズ

FASHION
&GOODS

おす
すめアイテムいっぱい�

①クリスマスケーキ 4号　¥2,600
②クリスマスケーキ 6号　¥3,９00

ビアードパパ1F08

ストロベリーショートケーキ 15cm　¥3,800
いちごタルト 15cm　¥3,800

SECOND HOUSE1F04

大海老タルタルプレート
(選べるデザート・コーヒー/紅茶付)　¥1,749

宇治らんちょす。1F06

ピザ各種　¥864
阪急ベーカリー1F01

ドラえもん クリスマスケーキ　￥3,500
サーティワンアイスクリーム1F07

クリスマスプレート　¥1,500

近江スエヒロダイニング
The Beef 一里山

1F02

プレミアムメロンパン
ホワイトチョコクロ　¥275

サンマルクカフェ1F05

片畔ハイネック
ボリュームニットプルオーバー (Ivory)　¥3,839
スキニーフィットデニム (Indigo)　¥3,289
ミディ丈ドロップショルダー
コクーンコート (Mocha)　¥6,589
ステッチスクエアバレエシューズ (Black)　¥4,389

AMERICAN HOLIC1F01

【マンダム バリアリペア ピュアオイルマスク】
・シアバターオイル 4枚入　¥328
・ローズヒップオイル 4枚入　¥328

セルレ2F02 12月誕生石限定ブレスレット　¥33,000
The Green Tara1F03

クリスマスリース　¥1,650～
Flower produce 一花1F05

マフラー　¥3,190
グローブ　¥4,290
ネクタイ　¥5,390
ネクタイ 赤チェック　¥1,089

ORIHICA1F07 BACK SQUARE
LOGO HOODIE　各色¥13,200
TNF OrganicCotton Tote
各色¥3,520
Lumbar Pack　各色¥5,500

モリスポ・アスリート大津店1F12

THE CLOCK HOUSE　各種¥17,600
THE CLOCK HOUSE1F04

DX聖剣ソードライバー　¥6,980
シルバニア 赤い屋根の大きなお家　¥5,980

エディオン2F06

【ドクターディームス カトレンブルガー】
・ブルーベリーグリューワイン　SALE ¥935
・アップルシナモングリューワイン　SALE ¥935
・チェリーグリューワイン　SALE ¥935
・ハニーレモンジンジャーグリューワイン　SALE ¥935
・オレンジマンダリンフルーツグリューワイン　SALE ¥935

ジュピター1F08

100にんのサンタクロース　¥1,650
クリスマスのかくれんぼ　¥968
いち・にい・サンタ!　¥935

大垣書店1F10
① ZS 201013 41A1　¥5,500
② ZP 192015 24E1　¥7,700
③ ZJ 71013 D-1　¥11,000

Zoff1F09

SIMPATEX ダウン　¥27,500
ライトオン2F11掲載商品を購入いただいた方に、先着で

ノベルティプレゼント(なくなり次第終了)
※20歳以上の年齢であることを確認できない
　場合には酒類を販売しません。

※12/21までにご予約、ご入金の方は、
   早期予約特典（300円値引）となります。※金額は特別な表記がない場合は全て税込みです。

香味チキン　¥400
オードブルB　¥4,990

大戸屋 ごはん処1F03

BACK

※写真はイメージです

①

①

②

②

③



フォレオ大津一里山 公式SNS

@cnp5681yID

ID検索またはQRコードから 友だち追加

Instagram

foleo_otsu
ichiriyama

イン ス タグ ラ ム

ID検索またはQRコードから
フォロー

ID

お得な最新情報など
いろんな情報をお届け！

おすすめ商品も
多数ご紹介！

【お忘れ物・落とし物のお問合せ】
TEL.077-547-0787 （代表）077-547-0777

https://otsu.foleo.jp/
〒520-2153 滋賀県大津市一里山7丁目1-1

営業時間
10：00から20:00まで
11：00から21：00まで飲食店舗

物販店舗

※天災・保守・メンテナンス等により、臨時休業する
　場合がございます。
※一部店舗により異なる場合がございます。
※新型コロナウイルスの影響により、営業時間を変
　更させて頂く場合がございます。ご来館の際には、
　施設ホームページをご確認の上お越しください。

イベントでもっと楽しい!クリスマス!

年末年始営業時間
2020年12月31日（木） 10:00～20:00 11:00～20:00物 販 レストラン

2021年1月4日（月） 通常通り営業致します。

2021年1月1日（元日） 10:00～19:00 11:00～19:00物 販 レストラン

2021年1月2日（土）～ 3日（日） 10:00～20:00 11:00～20:00物 販 レストラン

 営業時間が変更になる場合がございます。一部店舗は営業時間が異なる場合がございます。詳しい営業時間はHPにて御確認下さい。ご注意

12 26 (土)
ウルトラマンブルが

やってくる

場 所

2F ユニクロ前
参加人数

各回25名様

①11:00~
③14:00~ ④15:30~

②12:30~

※撮影会になります。（ショーではありません。）
※カメラはご持参ください。
※予告なく諸事情により内容が変更、中止となる場合がございま
　す。あらかじめご了承ください。
※イベント開始時間にお越しいただいても多数の方にお並びい
　ただいている場合、ご参加いただけない場合がございます。あ
　らかじめご了承ください。
※イベント当日はスタッフの指示に従っていただきます様、宜し
　くお願い致します。

12 26 (土) 27(日)

B1F センターコート

無料
各日先着400名様(合計800名様)

※定員400名に達した時点で終了と
　なります。（入場制限有り）

ウルトラヒーローズ
スタンプラリー

11:00~16:00 最終受付15:30

2021年happy占い

2F 新幹線展望テラス前

※レシート対象店舗は、館内ポスター/HPにて御確認下さい。 
※先着順にて定員となり次第、受付終了とさせて頂きます。

時 間

場 所

参加
方法

11:00~18:00

12 6 (日)

当日、対象店舗にてお買上げ・ご飲食レシート
7,500円以上（税込・合算可）ご提示で、1回限り
ご参加頂けます。

KANA☆先生 美咲レイカ先生 緑先生

最終受付17:40

ふわふわサンタハウス
12 12 (土) 13 (日)

B1F センターコート

時 間

場 所

料 金

※フォレオ館内の当日お買上げレシート
　1,000円分（合算可）ご提示で100円オフ

10:00~17:00 最終受付
16:40

お1人様 300円 対象年齢
3歳以上

ふわふわの遊具で思いきり遊ぼう！

参加条件

応募
方法

12 28日（月）から月2020年 2021年 月1 3（日）
上記期間中にフォレオ各店でお買い上げ頂いた3,000円以上
（税込・合算可）のレシートにつき１回、ご参加頂けます。
フォレオ大津一里山館内のHP・告知ポスター、各専門店に備付
の抽選会POPに掲載のQRコードを読み取り、専用フォームから対
象レシートを添付しご応募下さい。
※複数のレシートにてご応募いただく場合、１回あたりのレシート枚数を10枚までと
　させていただきます。

ゆく年くる年 2021年

スペシャ
ルお年玉

開催期間

スマホで
簡単応募!

12 13 (日)
クリスマスランタンを作ろう
時 間 11:00~17:00
場 所 2F 新幹線展望テラス前

料 金 お1人様 300円
参加人数 各回20名様

※整理券配布あり。11:00より定員に達した時点で受付終了。

最終受付
16:40

12 19 (土)

プロの似顔絵師があなたの
似顔絵を描いてプレゼント!

思い出の1枚を残そう!!

Hiro兄。
ヒロニイ。

松本直記
マツモト ナオキ

芽瑠藻 凛
メルモ リン

時 間

場 所

所用時間

11:00~18:00

30分前後
2F新幹線展望テラス前

最終受付17:30

参加
方法

当日、対象店舗にてお買上げ・ご飲食レシート
7,500円以上（税込・合算可）ご提示で、1回限り
ご参加頂けます。

※レシート対象店舗は、館内ポスター/HPにて御確認下さい。
※先着順にて定員となり次第、受付終了とさせて頂きます。

12 20 (日)
FOLEOで

サンタさんと遊ぼう!
①11:00~
③15:00~

②13:00~

場 所

時 間

場所・受付

参加人数

料 金

FOLEO大津一里山館内

※詳細はHPを
ご確認下さい。

時 間

一緒に楽しもう！
一緒に楽しもう！

12 27(日)
オリジナルミニチュア門松を作ろう
時 間 11:00~17:00
場 所 2F こどもっとパーク 料 金 お1人様 500円

参加人数 各回20名様

※整理券配布あり。11:00より定員に達した時点で受付終了。

最終受付
16:40

ゴールで
ステッカー
プレゼント!

時 間

注意事項


