
11 周年記念ならではの嬉しい特典あり！

手作り雑貨が大集合！
おはりこ＊くらぶおはりこ＊くらぶ

11/6 火

10:00～16:00 
1F パームコート

11/4日
1F パームコート

ゆげひる
いのちと夢のハーモニー
コンサート

ゆげひる
いのちと夢のハーモニー
コンサート

①13:00～13:40
②15:00～15:40  観覧無料

地元福岡を拠点に、旅をしながら歌作りを続ける、弓削田健介＆比留間光悦が
奏でるアコースティックサウンド&奇跡のハーモニー！

いのちの大切さ、夢を持つことの素晴らしさを歌の中で語ります。
子どもから大人まで楽しめるコンサートです。

美しが丘南文化祭美しが丘南文化祭

地域の皆様による発表会、展覧会の
開催です！

11/3
土・祝

11:00～14:30 
1Fパームコート

美しい街に文化の彩りを！

フリーダイヤル 0120-000-395

最新情報はホームページ
SNSをチェックして下さい。

※店舗によって内容が変更になる場合がございます。

10：00-20：00  営
業
時
間 店 舗 に よ り 営 業 時 間 が 異 な り ま す 。

３F 筑紫修学館　 ☎092-927-2821 

３F ズーアドベンチャーカフェ

☎092-710-3440  休/木曜　　

お1人様 1ドリンクでご自由に
利用できます。※お子様２才以上~１ドリンク

お料理（お酒以外）持込みOK!
貸切もできます（要予約）

B2F フィットネスクラブ
   ゴールドジム筑紫野福岡 ☎092-919-0115

 １F 武田メガネ 筑紫野ベレッサ店
 ☎092-927-0250

1F 総合衣料 マックハウス ☎092-926-7477

火～金 15時～22時 ・土 13時～20時半

☎0120-747-818

３F 個別教室塾スタンダード

ペットショップOPA　☎092-927-0990    
別棟　フラワーショップ

フルールジュン　☎092-927-0252

元気いっぱい！
可愛い子犬・子猫が
たくさん待っています。

２F ファミリーファッション  ネイブル
☎092-408-6092

2f タムタム

1f リサイクルマート 2f セリア 別棟 フルールジュン2f ペットショップ OPA

2f ネイブル 1f マックハウス

１F レディス＆ファッショングッズ シューラルー 

☎092-927-2883

1f シューラルー

筑紫野ベレッサ整骨院 ☎092-982-6376

通常
300円が

空圧マッサージ 

※お一人様１回限り

足のむくみ解消や筋肉疲労の回復、
血流改善を促す

施設体験利用

1,080円(税込)

※お 1人様１回限り

更に次回ご利用無料チケット
プレゼント！

チラシ
持参で

チラシ
持参で

チラシ
持参で

1回
(10分) 無料

鉢物 10％OFF
土日限定

6,000円（税込）以上お買上げで
ノベルティバッグプレゼント！

※なくなり次第終了

ポイント3倍！

くまざわ
Kポイント
カード

アロマを取り入れたバリ風の
ヘッドスパ（税抜2,000円）が大好評！

６種類のアロマオイルの中から、その時の
気分やお好みで選べます。

１回

B1F 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

B1F 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

1F サンドラッグ　 ☎092-927-3171

１Ｆ ルミエール 筑紫野店
営業時間  9 時～ 21 時
☎092-927-2202

RF  ニューバランス
フットサルプレイス福岡
☎080-4099-1992 

別棟 1000 円カット 
カットファクトリー
毎週木曜日定休

B1F 西日本新聞 TNC 文化サークル
      　筑紫野教室 ☎092-927-1549 

B1F カワイ音楽教室　 ☎0120-700-660 ３F デイサービス筑紫野
　　　 ☎092-408-4499

手作りワークショップ
刺し子・ベスト・手さげ他（予約制）

秋物半額セール
2,900円→1,450円

※image

\5,400（税込）

通常価格より
1,800円お得！

ザクロシャンプー
トリートメントセット

輝き、ハリコシ、まとまり、色持ち
地肌改善！紫外線防止！

シャンプー 350ｇ、 トリートメント 350ｇ
洗い流さないトリートメント

しっとり 
キラツヤ トリートメント

\2,160
（税込）

通常ホームケア付

4,320円（税込）

　　↓
チラシ
持参で

秋物最大50％オフ

2,000円以上のジーンズ2本で

1,000円引き

　1F リサイクルマート☎092-555-3339  

11/30迄買取金額

お酒

２F タムタム ☎092-919-0120  2F くまざわ書店  ☎092-926-6931   

2F セリア筑紫野ﾍﾞﾚｯｻ店 ☎092-555-4111 

2f プアン

2F ミセスファッション＆手芸雑貨
   プアン ☎092-926-5654

1f プレミアムセレクト

B１F ハクジュプラザ ☎092-919-7039  

電位治療器 ヘルストロン
肩こり・頭痛・慢性便秘・
不眠に大変効果的です。

B1f ハクジュプラザ

１F ヘアサロン・グッズ販売 プレミアムセレクト

別棟 プロエレガントカラー

外棟 ヘアカラー専門店
   プロエレガントカラー 
電話受付承っておりません B1F ヘアサロン PAL ☎092-926-7733 

カット 2,200 円 
リタッチ 2,800 円

ホリスティックカラー
 3,800 円 
ホリスティックパーマ

（C 別） 4,000 円～

ホリスティックストレート
（C 別） 7,000 円 
 
 
 

3f ズーアドベンチャーカフェ2f ゴールドジム筑紫野福岡

B1F セイハ英語学院
 筑紫野ベレッサ教室 ☎0120-815-718  

2f セイハ英語学院

2f くまざわ書店1f 武田メガネ

B1f ヘアサロン PAL B1f アップケリー

B1f 筑紫野ベレッサ  整骨院

初めて体験する
お客様へ

15分延長券
プレゼント！

11/ 5（月）～ 7（水）３日
限定

10/ 20（土）～ 11/4（日）期間限定

10/ 12（金）～ 18（木）期間限定

３F エステートワン㈱

 ☎0120-080-142

リッシュハウス筑紫野
アマルフィモデルルーム

ハロウィンアイテムたくさんあります !!

B1F きょくとうクリーニング筑紫野ベレッサ店
  ☎092-927-0266

B1f きょくとうクリーニング

脇 or V 脱毛

 無料
B1F エステサロン アップケリー
☎092-919-8507  休/火曜

1年（10 回）

フレーム＋レンズ
9,900 円より（税別）

補聴器
聴力測定お試し無料

21％UP

16％UP

金・プラチナ

10/27（土）～ 28（日）

タムタム筑紫野店

開店５周年祭！

1f SAI

店内 3,000円（税抜）以上商品

2 ～ 5割引 !!
※一部除外あり 10/ 12（金）～ 16（火）５日

限定

1F レディスファッション SAI筑紫野店

☎092-926-1322

10/15（月）～ 19（金）１Fパームコート

特別催事開催!!

保障見直してみませんか？
保険相談（無料）で

生活用品プレゼント！

1F ほけんの110番 筑紫野ベレッサ店 ☎092-926-8922  
募集文章番号 HH18-0054-0015 広告有効期限2020年9月

1f ほけんの 110 番

20％OFF

店内一部商品

【お買い求めは】１F 千鳥屋本家 
筑紫野ベレッサ店  ☎092-927-1523

1f 千鳥屋本家

会員様限定

オゾン＆アクアドライ指定で

ドライ
クリーニング

半額 10/31まで

無料体験
実施中！
その他特典有り。


