
駐車場時間
変更のお知らせ

4時間30分無料
モール駐車場ご利用のお客様

詳しくはホームページをご覧ください

サニーサイドモール小倉

以降通常料金
最大料金 
駐車場営業時間

20分／100円
24時間迄　400円

7:00～24:00
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春から始めるじぶん磨き

おすすめグルメ 2017 Spring

サニーサイドモール小倉は、いつでもあなたの「おとなり」にある、そんなショッピングモールを目指しています。

あなたのスタート応援します！！

新しいチャレンジ、始めませんか？

お腹がすいたらモールに行こう！

ココがおすすめ2017 S�ing

2017 S�ing

毎日働くショップスタッフだからこそ知っている、
サニーサイドモール小倉のおすすめ情報を教えちゃいます！
お店で見かけたら、ぜひ声をかけてくださいね。

読み聞かせイベント

春も楽しいイベントが盛りだくさん!!

海老や帆立貝柱、魚や野菜など、
10種の天ぷらが付いたセット。天
ぷらは２度に分けて運んでくれる
ので、揚げたてを楽しめます。ごは
んのおかわり自由。

天ぷらふそう

すべて国産野菜を使用し、お値段そのままで
麺を1.5倍・2倍に増量可能。
3月12日はぎょうざの日です！

リンガーハット

オリジナルミックス粉と和の配合を組み合わせた
生地を素早く高温で焼いた黄金色クレープです。

ボンズクレープ

「今」が旬の厳選素材を生かした、からだにやさしいおすすめ
メニューです。

民謡から祝儀舞、演歌まで、幅広い種類の踊りを
気軽に楽しむ日舞教室。「踊る曲によって、娘役に
もなるし、勇ましい男役も演じます。いろんな役に
なりきれるのが踊りの楽しみのひとつよね」と和
気あいあい。年に一度の文化祭のほか、老人会な
どの慰問など発表の場も多く、「よかったよ！と喜
んで貰えるのも嬉しい」と陽気なメンバーの笑顔
が絶えないサークルです。

お口の中のご不安なことはご遠慮なくお聞
かせください。また小さなお子様が、楽しく安
心して遊べるコーナーも完備しております。

大人の女性をきれいにしたい高感度レディス
ショップ。お手頃価格でワンランク上の大人
ファッションを発信。

ご飯ととろろ とろ麦

活動場所

活動日

お問合せ

沼市民センター

第1・2・3火曜日 13:30～15:30
tel.093-471-7656（高木）

ニュー オープン

つくし教室 日舞

椿定食　1,180円

牛ステーキ、ハンバーグのお手頃セットのほか、ス
テーキ量り売りもあります。

えびすステーキ

1Fの宇佐餅の「いつもの
コロッケ」（96円税込）は、
テレビでも紹介されるほ
どのおいしさ。和菓子の
お店ですが揚げ物の種類
も豊富で、あと一品欲し
い時におすすめです。

お隣にあるイオンペット
PeTeMoの周囲は、ペッ
ト同伴で利用できるエリ
ア。トリミングやドッグラ
ンに行くかわいいワン
ちゃんたちの姿に、こっ
そり癒されています。

ハローデイは調味料やお
酒など、珍しい商品も多い
のでおすすめ。特にお気に
いりは糸島のスコーン専
門店「キナフク」のスコー
ン。たまにしか入荷しない
ので要チェックです！

毎週火曜と土曜の朝９時
から開催されている朝市
は、とにかく活気がありま
す！ハローデイやリエゾン
をはじめ、お肉や野菜が
安く買えるとあって、毎回
大賑わいですよ。

1Fの 定 食 屋 百 菜 旬 の
「和風ステーキ定食」はボ
リュームがあって、ごはんの
大盛りも無料で1,058円
（税込）! 野菜もしっかり取
れるから、よく行ってます。

お客様のサイズ直しでも
よくお世話になっている
１Fの洋服お直しマル
シェ。混み具合にもより
ますが、早くて丁寧なの
でおすすめです。そしてお
ばちゃんの人柄もgood！

お昼休みによく食べるの
が、１Fにある丸ふじの
お弁当です。お弁当やお
惣菜の種類が豊富で目
移りしちゃうほど。私がよ
く食べるのはジューシー
な唐揚げと太巻きです。

シニアの方もゆっくり
できる１Fのひまわり広
場、２Fフードコートの
キッズコーナーなど、各
世代が楽しく、ゆっくり
と過ごせるスペースが
あるのがサニーサイド
モールの特徴です。

Event Inf�mation

3/11［SAT］ 3/11・12
［SAT］ ［SUN］

［2F］BABI
三木 克成さん

1

［2F］ CAMPUS
船越 千草さん

2

［2F］ アスビーファム
大野 直樹さん

3

［1F］ パレットプラザ
山田 知佳さん

4

［1F］DHC直営店
箱崎 絢子さん

5

［2F］ZAZA
服巻 僚亮さん

8

［1F］ダイソー
森山 大地さん

6

［2F］イオンペットPeTeMo
熊切 舞さん

7

サ

ニー
サイドモール

の

クラブ・サークル紹介!!

NEW OPEN情報

［1F］tel.093-472-1661
［1F］tel.093-967-2251

［2F フードコート］tel.093-967-6226

［2F フードコート］tel.093-471-5100

［2Fフードコート］
tel.093-383-7175
長崎ちゃんぽん　561円

※ぎょうざ5個ご注文で1個プラス

クレープ　350円～

牛ステーキセット　1,382円

New Open!!

New Open!!

（税込）

揚げ出し豆腐と春の香り 小とろろ付き 1,166円（税込）

小鯛と桜えびの春のおひつご飯 小とろろ付き 1,382円（税込）（写真大）

（写真小）

（税込）

（税込）
※ライス・サラダおかわり可

元気！イキイキ！地元で活躍！

絵本の読み聞かせを行います。
是非ご参加下さい！

［2F］喜久屋書店前
小学校低学年まで
無料

さんきゅ!
イベント

場　　所
対象年齢
参 加 費

鹿児島フェア

新鮮野菜と加工品を現地直送で
販売いたします。

［1F］ひまわり広場
10:00～18:00

場　　所
時　　間

［1F］パレットプラザ
撮影料 2,160円（税込）

場　　所
参 加 費

WEBまたは店頭にて
ご予約ください

犬吉猫吉 撮影会

3/19［SUN］

プロカメラマンが撮影！
「犬吉猫吉」に載っちゃおう！

［2F］PeTeMo
ドッグラン前
PeTeMoで
お買い物をされた方

場　　所

対　　象

エクササイズで
体力年齢を測定しよう！

4/15［SAT］

ゲーム感覚でエクササイズ！
自分の運動能力をチェックしよう!

［1F］ひまわり広場
無料

場　　所
参 加 費

おひるねアート撮影会

3/25［SAT］

赤ちゃんと一緒に作るアート作品。
一生の思い出を作ろう!

さんきゅ!
イベント

※イベントは都合により変更となる場合がありますのでご了承ください。詳細はHPをご覧ください。

営業時間

休　診

電話番号

10：00～20：00 ※日曜日17：30まで
水曜、祝日

093-475-8080

小倉オリーブ歯科・矯正歯科

営業時間

電話番号

10：00～ 20：00
090-9602-3717

レディスファッションmame
マ メ［1F］ ［2F］

3/7
OPEN



Stationnery

Co�ection

Le�on

あなたの“スタート”応援します!!

・トップス
・ボトム
・バッグ
・パンプス

［2F］tel.093-967-0177

［1F］tel.093-967-0855

［2F］tel.093-471-8739

［1F］tel.093-953-8005

［1F］tel.093-383-1240

［1F］tel.093-472-8626 ［1F］tel.093-475-7753
［2F］
tel.093-471-8875

［1F］
tel.093-967-2344［2F］tel.093-967-3889 ［1F］tel.093-953-8120

［2F］tel.093-383-8022

・ワーク刺繍プルオーバー

・カーディガン
・リメイクデニムパンツ
・レースタンクトップ
・2wayパンプス
・リングハンドルショルダーバッグ

7,452円
6,372円
7,452円
2,700円
6,372円

5,940円

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

2,280円
1,980円
2,980円
2,680円

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

・ワンちゃん用ウエア
  2,138円～（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

・プレミアムオーダースーツ

フレッシュ割／親子割で
21,600円（税込）に

42,120円 が（税込）

・ソファー１脚
・コーヒーテーブル
・デスク

69,660円
59,400円
95,040円

（税込）

（税込）

（税込）他

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）

・ジャケット
・スカート
・ブラウス

37,800円
19,440円
17,280円

（税込）

（税込）

・ストール
・ブローチ

9,720円
4,860円

［1F］tel.093-473-9300
・コットンライクジャケット
・コットンライクトラウザー
・ボートネックTシャツ

10,692円
7,452円
2,149円

［1F］tel.093-383-8260

ゴールデンウィークは旅に出よう!!

・スヌーピー エンボスキャリーケース（限定色）
 15,660円（税込）
※予約販売の場合あり

［2F］tel.093-471-2112

・ラウンドランチボックス 各108円（税込）
［1F］tel.093-383-9880

・お名前シール 入園・入学セット
2,894円～（税込）

［1F］tel.093-474-6570

［2F］tel.093-474-5527
・ナイキ タンジュン（23～24.5cm）
・ニューバランス515（25～28cm）

6,480円
8,800円

［1F］tel.093-967-8670
・ミニタオル　３枚で324円（税込）

［2F］tel.093-383-8615
・ドラゴンボール GIFT SET
・すみっこぐらし ゴーゴースクールギフトセット

3,607円

3,240円

［2F］tel.093-383-9118

［2F］tel.093-471-9700
［1F］tel.093-474-2561

［2F］tel.093-967-1282

・絣プルオーバー
・絣スカート
・絣ストール
・バッグ

21,384円
25,704円
4,320円
8,640円

・パンプス（全6色）　各10,800円（税込）

おけいこ

ハローパソコン教室 小倉校 美容室 Plu’・ Plu’ nail

進学や就職から趣味に至るまで、パソコンのスキルを
磨く豊富な講座をご用意。まずは無料体験でお確か
めください。自信を持って新しい春を迎えましょう。

期間中にご入会いただき、
10レッスン以上をご予約
いただいた方

通常入会金
3,240円（税込） 円!!0

春のご入会
キャンペーン サニーサイドモール小倉校

開講キャンペーン
①入会金50%OFF　②QUOカード1,000円分プレゼント

③初月会費5,400円OFF ※通常8,640円→3,240円（税込）

45分のカウンセリング＋
15分のサーキットトレー
ニング体験
※動きやすい服装とトレー
ニング用の運動靴をお持ち
ください

さらに幼児総合教育コースご入会の方は

お問い合わせ・資料請求は　　0120-415-255

ス

タッフ 安藤 玲奈
さん

ス

タッフ 松﨑 秋江
さん

私のお
すすめ

はこれ
!!

藍 染の久留米絣は、綿
100％で着心地も良いで
すよ。洋服にはない味わい
が魅力です。

ツヤ感のある優しいベー
ジュのセットアップは入
園・入学式にも最適です。
シルクカシミヤのストール
で華やかさをプラス。

柔らかな履き心地で歩きや
すいパンプスです。履きや
すさを追求した婦人靴をた
くさん取り揃えています。

ス

タッフ 城下 美沙
さん

ス

タッフ 岩滿 千華子
さん

春素材のはおり
ものもたくさん
揃っています。

草木が芽吹く新しい季節。自分のために新しいチャレンジ、始めませんか？

便利なフロントポケット、360度回転タイヤ、
荷崩れ防止の仕切りシートなど使いやすさ
抜群。スヌーピープリントスリッパ付きです。

人気のロングカー
ディガンも春色に。
足元はカットオフデ
ニムが今年風です。

春から始めるじぶん磨き

満1歳から小学6年生までの幼児総合教育コース、英
語コース、算数・国語コースが4月開講します。1Fハロー
デイ横、2Fトイザらス横に受付カウンター設置中。
※おとなりモール通信をお持ちの方にドラえもんお面
プレゼント！

12種類のマシーンを使う女性専用の手軽な体操教
室。運動が苦手、体力低下が心配。そんな悩みを抱えた
女性に最適なプログラムを提供します。

英会話上達のカギは、英語に触れる環境をたくさん作
ること。３才からのこども英会話「NOVAバイリンガル
KIDS」新年度生募集中です！

施術スタッフ全員が美容師免許保持で安心の、まつげ
エクステと眉の専門美容室。136種類以上のエクステ
をご用意して、理想のまつげを実現いたします。

まつげエクステ
上60本 3,996円（税込）

2,592円（税込）
5,292円～ 6,372円（税込）

2,160円（税込）
2,700円（税込）9,720円（税込）

新規限定

春のつけ放題
上160本まで

ご予約不要のサロン。美容室と
ネイルサロンが併設しており、
同時施術も可能です。春らしい
スタイルをご提案いたします。
オーガニックの白髪染め、ファッ
ションカラーもおすすめです。

・カット
・カット＋カラー
・ジェルネイル ラメグラデーション
・ジェルネイル ワンカラー

Beauty 美 容 B�ks 読書

春に読みたい一冊

スタッフ
尾倉 理佳さん

人気のネイルシリーズに春の
新色が登場。雪が降ったよう
なパステルや、ランダムなグ
リッターなど、指先まで春の
おしゃれを楽しんで。

アンティーク調のオ
リジナル家具はオー
ダーも可能。ほかに
はない個性的なイ
ンテリア雑貨も豊
富に揃えています。

今年人気のイージーパンツに
ゆったりブラウスを合わせた
リラックススタイル。カーディ
ガンは1,780円～カラー豊富
にご用意しています。

30種以上の生地、ボタン、裏地まで
選べるオーダースーツ。新社会人とそ
のお父様向けの割引キャンペーンを
実施中です。（４月2日まで）

ビジネスから休日まで、着心地抜
群のオールラウンダージャケット
です。ネイビーもあります。

各ブランド、春の新
色・新商品が続々
入荷中です。新学
期は新しい靴で！

スタ
ッフ 熊切 舞さん

・NAIL HOLIC パステルスノー

・NAIL HOLIC パーティーフレーク
各388円

各388円

1,620円（税込）

ポケットでもかさばらない
タオルハンカチ。
ディズニーやスヌーピーなど、
キャラクターも豊富。

入園・入学準備に欠
かせないシールは当
日仕上げ～。スタン
プもあります。

新学期に必要なものをまと
めた「新入学チェックリスト」
をご用意しています。入園・入学・進級に

4,212円
1,998円
3,132円
1,620円
2,160円

2,484円
3,132円
1,998円
1,080円

・キャップ
・ライダースジャケット
・ロゴTシャツ
・キャンバススリッポン

・レース切替ジャケット　
・プリントTシャツ
・プリーツスカート
・ドットレギンス
・シューズ

女の子用

男の子用

春らしいウエアや小物も
続々入荷中。ドッグラン
にもお越しくださいね！

Trend!!

Bri�iant

Col�ful

Elegant!!

ス

タッフ 山田友美
さん

3/31（金）
まで

3/31（金）
まで

お問い合わせ・資料請求は　　0120-324929

無料体験 随時受付中 NOVAバイリンガルKIDS 新年度生徒募集中
月額レッスン（月4回） 8,420円（税込）～
講師は全員外国人／少人数レッスン／レベル別レッスン／
異文化体験など

・ご来校で
・ご入会で

NOVAうさぎ学習帳プレゼント！
スクールバッグプレゼント！

どなたでも

毎日の暮らしが輝く52の習慣
1週間に1つずつ。

各1,296円（税込）

料理のきほん練習帳
／かんたん! お店の味

はじめてでも、とびきりおいしい

著：ブレット・ブルーメンソール　訳： 手嶋 由美子
出版社：ディスカヴァー・トゥエンティワン

著：小田真規子　出版社：高橋書店

穏やかな日々を過ごすためのささ
やかな習慣は、すぐにでも取り入れ
てみたいと思うものばかりです。

だれでも料理が上手くなる100の「お
いしいコツ」を基本から教えてくれる
一冊。お店の味をマスターできるシ
リーズとセットでどうぞ。

ガールズトレンド研究所コラボ
第3弾。かわいいお弁当でラン
チタイムを楽しもう♥

［1F］tel.093-475-1212

スターフライヤーチャーター便で行く

旅行代金／大人お１人様（2•3名１室利用時）。燃油サーチャージ含。
※北九州空港施設利用料（大人310円、小人150円）、台湾入国税（1,870円）が別途必要です（2/2現在目安額）

G.W.台北 59,800円～97,800円3日
間

北九州空港発 35
5  4 5  5

出発日 2017年

水・祝

木・祝 金・祝

55
5  6 5  7
金・祝

土 日

※価格は全て税込表示です。※商品は売り切れとなる場合もございます。詳しくは店舗までお問い合わせください

お問い合わせ・資料請求は　　0120-441-029


