
ハイハイ＆カタカタ＆はじめてのおつかいレース

参加景品

プレゼント！

2/11
月・祝

2/
15  ～17

金
日

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

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

営
業
時
間

根元染め 2,000円（税抜）根元3cm以内・シャンプー付
全体染め 2,500円（税抜）シャンプー付

※電話受付承っておりません

別棟 プロエレガントカラー

2f ペットショップ OPA ☎092-927-0990 

脇 or V脱毛

 無料1年（10 回）

B1f アップケリーエステサロン 　　　　　　　☎092-919-8507  休/火曜

☎092-919-7039  ヘルストロン

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。

成人式お祝いの
お花予約受付中

姿勢分析の上、一人一人に合った
根本治療をしております！
産後の骨盤矯正、猫背矯正、頭痛
コース等、豊富にございます。
お気軽にご相談下さい。

B1f ハクジュプラザ

体 験 無 料 で す

 ☎092-982-6376B1f 筑紫野ベレッサ　整骨院 

/新年最初のお得なBIGキャンペーン!!/

B2f ゴールドジム筑紫野福岡 ☎092-919-0115

1,000円（税別）

☎092-926-7733 B1f ヘアサロン PAL

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！

 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

筑紫野ベレッサ店  ☎092-927-0266B1f きょくとうクリーニング

１，５００円以上お買上げで

一品 15％OFF

新春セール開催！！

1/2(水)・3(木)限定新春企画！！

※一部対象外。詳しくはスタッフまで

３F   筑紫修学館  
☎092-927-2821 ☎0120-747-818

３F 個別教室塾スタンダード

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

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 

３F デイサービス筑紫野

☎092-408-4499

３F エステートワン㈱

リッシュハウス筑紫野アマルフィ

モデルルーム　 ☎0120-080-142
B1F カワイ音楽教室

 ☎0120-700-660 

☎092-555-3339  1f リサイクルマート

☎092-926-6931 2f くまざわ書店

☎092-927-0252別棟 フルールジュン

☎092-919-0120  2f タムタム

☎092-927-31711f サンドラッグ

筑紫野ﾍﾞﾚｯｻ店　☎092-555-4111 2f セリア

館内当日お買上げ
千円以上レシートご提示

or
筑紫野ベレッサ
LINE＠お友達

１会員様お子様２名まで可

参加
無料

で

各先着

25名様

筑紫野ベレッサ教室 ☎0120-815-718  B1f セイハ英語学院

●おつかいレース（生後 36 ヶ月迄のお子様）：14：30 ～
指定したものをカゴに入れて保護者の元へ戻るスピードを競います。

●ハイハイレース（生後 12ヶ月迄のお子様）：11：00 ～
ゴールラインの保護者の元へハイハイで移動するスピードを競います。

●カタカタレース（生後 24 ヶ月迄のお子様）：13：00 ～
ゴールラインの保護者の元へカタカタを押して歩くスピードを競います。

年始の営業時間

水 木

木

4 金 9時～21時10時～19時

筑紫野ベレッサ店　☎092-927-15231f 千鳥屋本家

元気いっぱい！可愛い子犬・子猫がたくさん待っています！

受付：各回 30 分前～(代理受付不可 ) 場所：１Fパームコート

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

３F ファンタジーキッズリゾート筑紫野
 ☎092-919-0040

筑紫野

冬休みは楽しい
イベントがたくさん♪

入会金 500円
その他特典有り

1/8
火

手作り雑貨大集合！オリジナルグッズを手に入れよう♪

10:00～16:00 １Fパームコート

10:00～ １Fパームコート

クリスマスローズ
フェア

～ 一期一会の花たちとの出会い。～

presented by Prime plants

千鳥屋本家 福袋（限定 50袋）

　1,770円 ⇒ 1,080円

　・千鳥饅頭 5個 ・チロリアンハット 5枚

・クッキー 1袋・アルペン (クランチチョコ ) 5個 入り

※１/4（金）～ 31（木） 数に限り有り。なくなり次第終了

平成最後のクリーニング福袋
セール開催！ 詳しくは店頭スタッフまで

冬でもかわいい花を

咲かせるクリスマスローズ

先着
30名様限定！

期間：1月最終営業日まで
※諸条件等は店頭窓口、電話にてご確認下さい。

入会初期費用＋1 月分月会費
（通常 16,200円）

1f プレミアムセレクト ☎092-408-7703

このチラシ
ご持参の方

～

～

カレンダー・ダイアリー
販売中！

新春特別セール !! 1/2～1/6迄

お酒 10%OFF ※１部除外品あり

その他新春特別企画 1/2～1/31迄

テレカ 50度 260円買取り
ダイヤモンド 買取価格 10%UP

1/2～1/14まで

予約受付中！！
ご予約頂いた方Kポイント

モロッカンオイル

お得な増量サイズ
入荷しました！！

※１/2（水）～ 2/9（土）まで

数量限定

通常 100ml ⇒ 125ml
◆ 自分で選べる福袋 ◆ おためし福袋

　　(ヘアケア商品のサンプル品詰合せ)

さらに期間中お買い物された方はくじ引きあり！

3,240円相当(税込) 540円(税込)

詳しくは
スタッフまで

※写真はイメージです。


