
BELLEZA Happy Mother's Day

初夏の爽やかな装いにピッタリのマリンボーダー柄の
トートバッグ!!  ボーダータッセルトートバッグ ￥2,990（税別）

①カーネーション（造花）

　1 本プレゼント！

②ラッピング無料
　サービス

③配送無料サービス
　（九州圏内・離島は除く）

※②③特典期間 5/9 ～ 5/13

期間中特典
2000 円以上

お買上げにつき

カットソー、ベスト、チュニック、
ストール、帽子、他 20％～ 50％引

ＬＯＶＥＴ２枚目半額

１F シューラルー １F マックハウス ２F ネイブル ２F プアン

外棟 大戸屋

ＲF
ニューバランス
フットサルプレイス福岡

5/13迄※数量限定。一部対象外

みんなのスマホ

スマートフォン端末ご購入のお客様に
スマホで色が変えられる

スマートLEDインテリア
ライトプレゼント!!

１F みんなのスマホ

500円（税込）以上お買上げで

千鳥饅頭
1個プレゼント

帰省のお土産に
ぴったりです！

１F 千鳥屋本家

☎092-927-1523

１F 武田メガネ

聞こえの相談
無料聴力測定で
聞こえのレベルを
確認しませんか？
補聴器の試聴も無料で出来ます！

ベレッサ館内で1,000円以上の
お買物レシート（当日）提示で

ポテトLサイズ
200円（税込）！

１F ルミエール

ルミエール　9時～ 21 時　☎092-927-2202

２F セリア

日頃の感謝を
お母さんへ

セリア筑紫野ﾍﾞﾚｯｻ店
☎092-555-4111 

２F ペットショップＯＰＡ

5/1～31迄

生体を購入頂いた方に
13,000円相当の

スターターセット
プレゼント!!

ニューバランス
フットサルプレイス福岡
☎080-4099-1992 

別棟 カットファクトリー

1000 円カット 
カットファクトリー
毎週木曜日定休

B1F レヴィ歯科クリニック

レヴィ歯科クリニック
平日10時～20時 土日祝10時～18時30分

☎092-403-7600

B1F キッズキッズ

キッズキッズ保育園
7時 30 分～ 18 時 30 分 （日祝休） 

☎092-710-3238

企業主導型保育園

３F 筑紫野ﾍﾞﾚｯｻ デイサービス

☎092-408-4499

別棟 リペアスター

B1F プリモパル

カット￥2,200
フロントカット￥500
小学生
平日カット￥1,500
土日祝カット￥1,700

別棟 プロエレガントカラー

全体染めコース
髪のダメージを最小限に抑え良い状態に仕上げます。

9時 30分～ 19時（最終受付18時）
お電話のご予約は承っておりません。

ハリコシツヤ（エステカラー）
8種類のアミノ酸、
12種類のハーブエキス \4,000

\3,500
サラサラツルツル（シルクカラー）　　　　
天然由来100％の
コラーゲン

髪の補修・補強（メディカルカラー）
コラーゲンに加え
高分ケラチン配合 \4,500

B1F セイハ英語学院

体験日当日の入会お申込みで

ノベルティグッズ
プレゼント

セイハ英語学院
筑紫野ベレッサ教室
☎0120‐815‐718

B1F カワイ音楽教室

春のピアノチャレンジキャンペーン実施中！

４才からのピアノコースがお気軽に
”おためし”できるキャンペーンです！

１ヶ月３回のレッスンが通常 7560 円（税込）のところ

半額の 3780 円（税込）で受講できる
チャンスです！　〆切は5/31迄

お申込はカワイ音楽教室　　0120-700-660（10時～ 17時）日祝除

３F ズーアドベンチャー

総合衣料 nable　☎092-408-6092

ズーアドベンチャー
木曜定休日

☎092-710-3440

筑紫修学館 　　☎092-927-2821

中間テスト対策

勉強会実施します！
詳細はお問合せ下さい。

母の日
プレゼントに！

母の日プレゼントラッピング無料

メンズ・ウィメンズの組合せ自由！

年に一度の
mother's day「大感謝祭」期

間
限
定

B1F 筑紫野ﾍﾞﾚｯｻ 整骨院

300円 ⇒ 無料

空圧マッサージ
    1回(10分)

※配送も
お受け致します。

2,000 円以上
お買上げで
ソックス

プレゼント！

B1F 文化サークル

紙粘土と古布で作る人形
“ほんわか姫さま”（6ヵ月コース）

講師：小島鉄平（人形作家）
曜日：第１・３金　　教材費/実費
時間：10：15～12：15・13：00～15：00
月額受講料（税込）5,076円 （３ヵ月分前納）

B1F アップケリー

スペシャル美顔セット
フォト顔＋フォト首＋炭酸パック＋
ビタミンC・コラーゲンプラズマ導入

通常7,000円が2,000円OFF！

B1F きょくとう

会員様限定！チラシ持参で1回限り
ドライクリーニング半額 5/1～5/13迄

B2F ゴールドジム筑紫野

5/13（日）20才以上の女性は
1 回体験利用無料 
※通常1,080円
5月末までにご入会手続きすると
初期費用 1,000 円（税別）
※通常26,460円
ゴールドジム筑紫野福岡  ☎092-919-0115 

店内商品  5％OFF 
（クレジット払い除く）
通常価格より買取価格

10％UP ※金、プラチナ、
　金券、切手除く

※チラシ持参
リサイクルマーケット  ☎092-555-3339  

別棟 博多ベーカリー

☎092-926-6888 

別棟

☎092-408-6070 

３F 筑紫修学館 

１F マクドナルド

１F リサイクルマーケット

チラシ持参の方でお一人様１回限り

３F スタンダード

スタンダードのお得なデビュープラン！

１ヶ月分の
授業料が０円 スタンダードの ０円初めて割

キャンペーン詳細はお問合せください

※ 週１回 (月４回 )の
　 4 コマ分が無料となります
※ お申込期限４月 30日まで

火～金 15時～22時 ・土 13時～20時半

１F ほけんの110番

保険のことなら

お気軽に

ご相談下さい

キャンペーン期間 4/1 ～ 5/31 迄

B1F ハクジュプラザ

１F サンドラッグ

２F シエスタ丼匠

ソフトクリーム 
バニラ

１００円（税込）

シエスタ丼匠  ☎092-555-4329   

※全て税抜

※店舗によっては内容が変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

※全て税抜


