
� 4= 
’

 
且

リンガーハット
[2Fフー ドコ ート］ちゃんぼん
tel.093-383-7175 

・冷やしちゃんぽん白
・冷やしまぜめん黒各745円§

ご戴ととろろ とろ妻
[1 F レストラン街］靱貪
tel.093-967-2251 
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元祖・燐き
ギョーザ(1人鶴j�

240円§
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冷�うどんセット 842円〖
ご虹臼む.,,v.i-

叫咋.. 定貪霞百菓旬

る某霧 [1 F レストラン街］定貪和食
tel. 訳3-ヽ74-3561

お好きなバスタとケ-.ギ

ドリンク直べる
Aセット 1,080円§

バリュ ー コンピセット Bセット 1,188円§ 々·
ィタリアントマトカフェ [1F レストランIii]イタリアン ｀ 
tel.093・383-6310 -、

サニー サイドモ ール小倉店舗リスト

ファッション／ファッション雑貨
レディスアパ9ル・服篇撻貨グリーンパ一クストピック8093-953-9559

レディスアパレル やェリ工／リジェイ（うージ灯�fl093-953-9221
メガネ・時計・補聴器武田メガネ 呻3-471-6500
レデイスアパレル 詩仙堂BY HITOSHI f!093-475-0007 
レデイスアバレル 工ターナル f!093-471-1200 
レデイス7バレル k•m•t !!093-967-0855 
百貨店 井筒屋 !!093-475-5671 
レディスアパレル M2 ff093-472-4663 
レディスアバレル アンダルファ !1093.\72-9788 
レディスアパレル MILK 呻3.473・3362
婦人靴 クエスト神戸 呻3-383-1240

バッグ・服衝雑貨 ラパ ッ クス f!093・383-8260
服飾雑員 Tool Tools 畑3·383-9983
レディスアバレル ファッションライフコヤマt!093·475·8582
レデイスアパレル NEWYORKER 8093-953·8005 
帽子 帽子屋Flava f!093-383-0003 
メンズ•レディスアバレ）、ザザグルーブボッブアップストア!!093-383-7797
レディスアバレル az 8093-4 7 5-1700 
メンズキ仄·レディU,I,ルマ9りIIりス,-11-, トi71-f!- !!093-473-9300 
レデイスアバレル T's collection 呻3--473-9222
レディスアバレル サマンサモスモスケィッティオf!093-967·6861
フゎション衣料·"フ7ッションセンターしまむら!1093-967-3178
レデ9スメンズ.,,.,ションCASUAL&SHOESアベイルf!093-967-6036
ベビ----'f供用品 ベピー・子供用品パ一ステイも093-967-6083
以7rlレ庄窃か油ウィッシュアンドプレイプ 8093-475-9017 
キッズファ元ション こどもの森 H093ー383-9118

シュー ズ デイパロ tl093·967-0370 

シュー ズ アスピーファム 官093-474·5527
メンズ・レディス阻釘11貨 ZAZA U093-471-9700 

レデ.;;,.アパレル ）＼ニーズ 8093-967-0177 
以•げ代わ力”シ恥toカジュアルアウトレットSHOT tt093-3B3-9630 
レディA],C.,ルセWトシ.,1Cham ft093-473-3320 
レディスファッション mame tl090-9602-3717 
呉股，和装,1ヽ物 ら ・たんす tr093-383-8738 
きもの 白水 ff093-475-5555 
レディスアパレル籟貨ぎゃらりーワズこやまff093-471-8739
キッズフア9ション CoCo ft093-4 73-7730 

インテリア／生活雑貨
写真ブリント・フォト・縫貨,�レットプラザ 如93-474-6570
300円均ー・雌貨三8月百子 如93·967-8670
パラエティ雑貨 ザ・ダイソー ft093·383·9880 
玩具・ ペビー用品 トイザらス•ペピーザらスft093-47S·5522
ファンシ ー 雑貨 CAMPUS 如93-383·861S

書籍 喜久屋書店 ℃ 093·383-8022 
家貝・インテリア・籠貨BABI 如93-967-[282—� 言U'訟＇塁I*•― 
クリーニング クリーニングせいや 1!093-471-7711 
洋股お直し 洋服お直しマルシェ ff093-475-0533 
貴金属ブランド品等員取買取専門店大吉 西0120-06-7744
へアカラー専門店 クイックカラ一Q 8092-732-6693 
パソコン技能・坐習支匿ハロー パソコン教室 如93・472-8626

幼児教室f英語教室／小学鱚の幼児教室ドラキッズ 8093-475·7753 学詈教室 /J学鱚の英語敦室イーコラポ
ドラッグストア ドうッグストア マッモトキヨシ ff093-474-2561 

化粧品・健康食品 DHC直営店 tr093-4 72-8581 

亀｀

美容室 美容室マキシム ff093·474·1242 
携帯 UQスポット D093--474-5271 
携帯 ワイモバイル 即7%430-2116

旅行代理店 エ イチ• ア イ・エス 1!093-475-1212 
エス合＜ゥク•説毛サEンミJしフィ 9093-953-9464 
美容 Eyelash Salon Blanc 8093-967-2344 
リラクゼーション ラフィネ D093-953-6991 
美容室ネイルサロン美容室 Plu'• Plu'nail D093-953-8120 
銀行 西日本シティ銀行 8093-472-7061 
学習塾 個別指導塾スタンダード9093-482-3177

保険相板窓口 保険ひろば 1!093-953-8740 
饂科・矯正饂科 小倉オリーブ薗科矯正薗科9093-475-8080

写真スタジオ スタジオアリス Baby! 四0120-075ー303

体操教室 カーブス U'093·471·8875 
奮楽敦塞 力ワイ音楽教室 D08J0--000-5453 
撻鼠器具・食品 ハクジュプラザ 0093-474-1107 
サ一ビス・医療 そね健康整骨院 8093-383-8007 

イオンペットPeTeMo 1t093-47l-2112 
ペットショッブ 卜，）ミ ング・ホテル 蒟0120-9S9-634

生体 U093-47 l -55 l2 

語学学校 NOVA ff093-967 -3889 

·1�11: 図7.、 9�,日:irj出百厖ヤ
―
�出日=�11

ペーカリーカフェ
和食
定食和食
和食
和食

かき氷

各475叶
サンマルクカフェ
[1F] ペーカリーカフェ
tel.093ーヽ72-3309

サイゼリヤ rt093-475-2545 

びっくりド ンキ ー 0093-967・1224

ITAUANTOMATO cafe fl093-383-6310 

ミスタードーナツ fl093-967-1178 

ポンズクレープ fl093-967-6226 

はなまるうどん 。093-475-0870
ガーハ

大阪王将 rt093-967-228l 

スーバーマーケットハローデイ
生鮮市湯 生鮮市場リエソン

!!093-471-2222 
!!093-967-0831 

モール一番街／モール市場—: J�-
レディ入ヤングアバレルANZU
メガネ オンデーズ
レデイスアパレル Lunetta 
レディスアパレル b.flap 
レデイスアパレル Abientot 
レデイスアパレル ルミエ
峙計覧池交換 ウォッチ＆タケッチ

ff()!)J-473-1919 
ff()!)J-967-3563 
tl093-482-2310 

ff093-471-9880 
ff093-471·5780 
tl090-3604--0310 

サ ンマルクカフェ ft093-472-3309 I Ill貨
天ぷらふそう t:093-472-1661 I三ア斜貰

定食墨百菜旬 血93.474.3561 

とんかつ処浜田屋 t:093-471-8998 

こ飯ととろろ とろ麦U093·967·22S1

一鯰わ必＇奇r-t:t一
籍貨屋さん
ベルデ

11093-474-1400 
℃ 093-471-8955 
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Kokura 
一琴言t量霧:.=!If.ー

ATM 

クリーニング クリーニング ハルヤ
フラワー ショッブ フェリーチェ
保験拒駿冦口 ほけんバレット
ショー ル—ム（住宅投●1菖蒲商会

編員鼠行•西B本シティ畠行
訊州鼠行・福岡ひびき信用金冒・ゆうちょ観行

カット専l'Iへアサロンオンリーカットポックス1!093-953-9525
くすり くすりの大信 0093-967-2226 
宝くじ フーガチャン スコーナ—009:,.,11-Sm

整体・リラクゼーション コリドック 1!050-3749-5151 

f!000-3977ー3319
ft093-474-3777 
ft093-967--0874 
ft093-383-13595 

精肉
惣菜 ・弁当
餅・弁当・惣菜
干物
惣菜・弁当
お茶
明太子・塩干
青果
惣菓・弁当
バン
和洋菓子
ァイスクリーム
和洋菓子

にくよし ft093-967-2975 

板前厨房きどや ft093-472-0337 

宇佐餅 含093-472-2666

じじゃ "093-482-2004 

唐十 ff093-471ー5887

翠晃園 ft093-475-8650 
かば田 ft093・383-8307

後藤青果 ft093-475ー6169

丸ふじ ft093-472-7808 

阪急ペーカリー ft093-482-4932 

湖月堂 "093-967-7161 

サーティワンアイスクリームft093-471-5031

シャトレーゼ ft093-472-7007 

唸�mALL�員戸望塁臣誓直旦塁雪。0 レストラ
/&カフェ/n,00-22,00 

サニーサイドモール小倉 KOKURA ●アミューズメント/10:00~20:oo サニーサイドキッチン（フー ドコート）/11 :00~21 :oo ※一部営業時間の巽なる店舗がございます。
期間中は交通渋滞が予想されますので、 ご来店の際は公共の交通機関をご利用ください。周辺道路の交通渋滞緩和にご協力をお願いいたします。

http://sunnysidemall.jp [サニーサイドモール小倉]� ・JR日豊本線「下曽根駅」より徒歩1分■小倉東 I.C.より車で約5 分■小倉 ・ 行橋方面より国道10号線、下曽根駅入口交差点入る
■平面駐車場245台・ 立体駐車場1,137台※車椅子優先駐車スペースあり■駐輪場481台[5ヶ所合計]24時間営業(2時間まで無料）
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サニーサイドモール小倉 彎月"●m漬にお貫,.. "'●ちゃい”’

＼ぜ～っ たいお得／ ＊二＿ サイドモール小倉●おもいっ●,, ●しもう1

毎月 15 日は、 e:�;;� 需し���;:�和．

おとなりモールの
-�U200名●1こ..,. 九切I

{"'
� 

� 給 "'1158市芸羞菩し” ‘

も"":
岬

・ ‘•が.,__,，，，r 、

� 品f.l因渥翡 l凡f.iむJH�i!L!f.l団�

需料レンクルスベース

ぉとなLJ
ス』フエア|

お祭りの出し物、学校の発衰会などのプレイベント
として！手作りワークショッブをしてみたい！など
お問い合わせ： otonarl-square@sunnysldemaJI.Jp 

サニ ーサイドモール小倉ホームページからも
お問い合わせ可能です。 .' 

※時期、 内容によってはお断りさせて頂く場合もございます。

置璽

口1F ひまわり広場 Cエロ11:00,..,15:00

ロコエいサニーサイドモール小倉内全店舗
※一部対象外店舗がございます。

［ レシー ト対象期間 6/1(金） -6/30 <土）
期間中、サニーサイドモ ール小倉対象店舗にて、お買上げ

悶
＇

は口竺9は？。�:芯訂□芯］
回抽選 [m]

●'""-"-

瓢多

鷹の祭典専用
ユニフォーム
究品区堕！

鷹の祭典観戦チケット I遍日の引襖轡）

三
駈

鷹の祭典2018
クリアファイル

1 肛
マフラ一

夕オル

撃
·-し J-N•JIIII 
サニーサイドモール小●
オリジナル
クリアファイル

&m1F ひまわり広場
mm 11:00,..., 

尋愈霰品;�温＇

合
6ID1F ひまわり広場 ロ:ma 11 :oo,-,J1 a:oomロサニーサイドモール小倉内全店舗
※一部対象外店舗がございます。※賞品が無くなり次第、 早めに終了致します。

［ レシート対象期間 7/1 <日） -7/30(月） l 
期間中、サニ ーサイドモ ー ル小倉対象店舗にて、お買上げ頂いたレシ ー ト
金額5,000円（税込／合算可）毎に 1 回抽選できます。

〇三゜：；；i：の—�；;'.:,iで;、各日限定bl璽曰□
そうめんスライダー 量刃置

, · -·· —- . ー .... —·- ― -··-·--··· ー・

Event lnfort1tatiot1 

北九州空港発着
スターフライヤーで行く
沖縄旅行チケット

� —1 

今日も｀明日も。おとなりモ ー ル。

翁=云iしlemRLL
サニーサイドモ ール小倉 KOKURA 

おとなリモ ールさんきゅ
！

イペ
；愈醤

縁�;

特別セール実施中！
お得にお買い物もできちゃう！

● ーー・・・----------------一ー・ー・・・・● ー一● 一●一● ー・・＇
15 日市、7月の先着プレゼントは

f夏野菜の詰め合わせ（トマト、キュウリ_.,.ス）j
サニーサイドモール小倉当日のお買上げのレシート金額
1,000円以上（税込／合算可）ご提示でプレゼント！

に1F ひまわり広場 Bi310:00~

ふわふわかき氷器
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※イベントは都合により変更・中止となる場合がこざいます。 ※渇載の写真・イラストはイメ ージです。
※掲載の白品には数に限りがございます』 群しくlil:HPや館内ポスタ一をご覧ください。

4名糧

●広告の商品は多数こ用意しておりますが、品切れの際はこ了承ください。

丁 口






