
●表示価格は消費税を含んだ税込価格となります。※実施期間につきましては、各店舗にてご確認下さい。●広告の商品は多数ご用意しておりますが、品切れの際はご了承ください。※掲載写真の一部はイメージ写真を使用しており、実際の商品と（盛合せ・品姿・その他）異なる場合がありますので、予めご了承ください。

綺麗なコットン素材の成型カットソー。
秋を感じさせる深いカラー展開で

ご用意いたしました。

税込17,600円
成型ダブルシルケットコットンクルーネック
カーディガン

税込15,400円
成型ダブルシルケットコットン7分袖
プルオーバー

税込18,700円
ノルディスツイル オータムカラー
スカーチョ

税込4,400円
バロックパールワントップ
ネックレス

1F レディスアパレル
NEWYORKER TEL.093-953-8005

サニーサイドモール小倉の情報発信版 PRESS 309/ 水

9枚組パズルマット各種
当店通常本体価格490円の品

期間限定：9/25（金）～9/27（日）

2F ベビー・子供用品
ベビー・子供用品バースデイ
TEL.093-967-6083

期間限定！サニーサイドモール小倉店限定！
4周年を記念したレジにて値下のお買得商品をご紹介♪

おままごと玩具各種 当店通常本体価格より

当店通常本体価格1,790円の品当店通常本体価格1,290円の品
レジにて本体レジにて本体

40%OFFレジ
にて 40%OFF

Hall Mark プリモスマート
当店通常本体価格24,000円の品
レジ
にて 20%OFFレジ

にて

20%OFFレジ
にて20%OFFレジ
にて

LoveCity 抱っこ紐COCOBaby
当店通常本体価格13,455円の品

【税別】1,032円 【税別】1,432円

一
例

サニーサイドモール小倉

デー感謝お客様
サニモ4周年

SPECIAL SALE!

税込19,800円

1F レディスアパレル
k・m・t TEL.093-967-0855

ワンピース

税込12,100円
Tシャツ

税込15,400円
スカート

税込990円レディスウエア各種

税込550円メンズプリントＴシャツ

サニーサイドモール小倉

秋の

アイテム

ローソク２種・線香4種・お墓参りセット・
仏花・菊 2種・ライター

各税込110円

各税込110円

1F バラエティ雑貨
ザ・ダイソー
TEL.093-383-9880

ラフィネ「47都道府県 全国出店達成キャンペーン」
皆様に感謝の気持ちを込めてメンバーズカードの
ご提示でボディケアorリフレクソロジー60分が
３５％OFFになります。

1F リラクゼーション
ラフィネ
TEL.093-953-6991

期間限定：9/30（水）まで

当店通常価格税込6.600円
税込4,290円

期間限定：11/30（月）まで

10分
※5分550円
　ごとに延長可税込1,500円

クリアケア 6ヶ月セット［ミニキット付き］

税込5,500円

NOVAバイリンガルKIDS 新学期生募集！！

無料体験レッスン
実施中！！※詳しくは

　お問い合せください。

2F 語学学校
NOVA
TEL.093-967-3889

珪藻土 7種

秋季限定キャンペーン「肩甲骨ストレッチ」

フェイストップス
当店通常価格
税込3,850円

税込3,465円

税込3,465円

袖レーストップス
当店通常価格
税込3,850円

10%OFF※マスク除外
店内商品

店内商品

開催中!80%OFF
MAX
※一部除外品あり

店内商品

トリプルポイントフェア

ポイント

期間限定：9/22（火）まで

秋・冬物ワゴンセール

2F キッズファッション
こどもの森
TEL.093-383-9118

期間限定：9/19（土）～9/27（日）

税込869円

税込990円～

税込4,290円

3倍

フォーマルパンプス・
オフィスサンダル各種

2F シューズ
ディバロ
TEL.093-967-0370

当店通常税込価格
1,980円の品

秋物商品 20%OFF
※小物類は除く

丸洗い

2F 呉服・和装小物
ら・たんす
TEL.093-383-8738

4周年スペシャルセール
一部商品を４周年スペシャル価格で！

MAX50%OFF
※一部除外品あり

店内商品 10%50%OFF~※一部除外品あり

1F レディスアパレル
サマンサモスモス ケィッティオ
TEL.093-967-6861

1F レディスアパレル・服飾雑貨
グリーンパークス トピック
TEL.093-953-9559

2F レディスファッション
mame
TEL.090-9602-3717

2F メンズ・レディス服飾雑貨
ZAZA
TEL.093-471-9700

※なくなり次第終了

不織布マスク（50枚入）

※商品がなくなり次第終了

2F 帽子
CHEZ NOUS
TEL.093-967-8621

1F レディスアパレル
k・m・t
TEL.093-967-0855

定価税込５，５００円以上で
メンバーカード

ブランドスニーカー・
キッズシューズ各種

1F レディスアパレル
アンダルファ
TEL.093-472-9788

オータムフェア

お買得!

2F シューズ
アスビーファム
TEL.093-474-5527

秋のスペシャルセール

1F レディスアパレル
パルスビート
TEL.093-471-8977

税込1,386円
税込1,078円

Ladies'

※店頭在庫限りのため、店舗により色・柄・サイズが異なります。※セール期間終了後、
通常価格に戻ります。※写真と価格は一例です。※売切れの際はご容赦ください。

税込4,466円
2F 家具・インテリア・雑貨
BABI
TEL.093-967-1282

50%OFF

20以上の人気ブランドを
取り扱うセレクトショップ。
シューズやアクセサリー
バッグなども充実し
トータルコーディ
ネートを楽しめます。

期間限定
期間限定：9/30（水）まで30%OFF
Men's

10%OFF

秋を彩る
絣まつり＆和雑貨 他

※一部除外品あり

2F レディスアパレル・雑貨
ぎゃらりーワズこやま
TEL.093-471-8739

各税込9,900円
ニューバランス
シンセティックレザーシューズ
［ホワイト×ホワイト、ホワイト×グリーン］

1F レディスアパレル
Abientot
TEL.093-471-9880

1F レディスアパレル
T's collection TEL.093-473-9222

税込3,190円 税込3,190円ワイドパンツ［デニムスタイル］
（サイズ：M・L・LL/クロ・コン）

チュニック・カットソー・ブラウス抜群の伸縮性でシルエット長持ち

1F レディスアパレル
ファッションライフ コヤマ
TEL.093-475-8582

秋の新作商品入荷！！
1F レディスアパレル
サマンサモスモス ケィッティオ
TEL.093-967-6861

2F レディス・メンズファッション
CASUAL＆SHOES アベイル
TEL.093-967-6036

レディス
クイックビューティーパンツ
（M･L･LL）

税込1,969円

2F ファッション衣料etc
ファッションセンターしまむら

TEL.093-967-3178

※売り切れの際はご容赦下さい。写真は一例です。

【税別】1,998円～
USAコットン

1F レディスアパレル・服飾雑貨
シューラルー TEL.093-953-8410

秋物新作商品、多数入荷！
税込2,980円～人気のワンピースも

2F レディスアパレル
ハニーズ
TEL.093-967-0177

税込19,800円
パイソン長財布

1F レディスアパレル・装飾雑貨・宝飾
INOYA Flep
TEL.093-475-7170

税込5,390円Longコート

税込4,290円Longプルオーバー

商品アイテムは4～５号（黒のみ）

1F レディスアパレル
ルミエ
TEL.093-471-5780

税込1,573円

ソーシャルディスタンスの
世の中ですが「1cm」をキーワードに
①「＋1cm」 文響社

2F 書籍
喜久屋書店
TEL.093-383-8022

税込1,738円
大人気ベストセラー第４弾
②「夢をかなえるゾウ４」
　作 水野敬也 文響社

秋の夜長に
読書は
いかが？

お彼岸のご準備に

①

②

1F バッグ・服飾雑貨
ラパックス
TEL.093-383-8260

（大）税込25,300円
（中）税込24,200円
（小）税込22,000円

軽量感のあるナイロン素材にグログランテープ
のダブルリボンで大人かわいいキャリー。
スワニー キャリーバッグ ルバンド
（75mmキャスター・４輪ストッパー）

2F コンタクト
中央コンタクト
TEL.093-474-8031

肩甲骨周りをストレッチ！施術前にオリジナル発酵
ドリンクを飲んでいただき効率良く代謝UPが期待
できます。自律神経を整えていきましょう。

期間限定：9/19（土）～9/22（火）
USAコットンの対象商品
お買い上げで
WPCポイントアップ
対象商品2枚お買い上げ⇒
WPCポイント2倍

対象商品3枚お買い上げ⇒
WPCポイント5倍

【3日間限定】犬猫おやつ 5点お買い上げで
本体価格より

期間限定：9/25（金）～9/27（日）

2F ペットショップ
イオンペット PeTeMo
TEL.093-471-2112

10%OFF

4周年を記念して
秋物商品

1F レディスアパレル
エターナル
TEL.093-471-1200

20%50%OFF~
※一部除外品あり

店内一部商品

20%30%OFF~

1F レディスアパレル
リシェリエ/リジェイ（ラージサイズ）
TEL.093-953-9221

レジ
にて

秋物一部商品

1F レディスアパレル
ルネッタ
TEL.093-482-2310

20%OFF
期間限定：9/30（水）まで 家具全品（税込３万円以上～）

2F 家具
リバップ
TEL.093-472-8711

5%~

ビルトインコンロご成約のお客様に

3合炊き炊飯鍋プレゼント

1F ショールーム(住宅設備)
菖蒲商会
TEL.093-383-8595

Wポイントフェア
期間限定：9/27（日）まで

1F レディスアパレル
NEWYORKER
TEL.093-953-8005

オータムコレクション2020

秋物特別価格
ポイント2倍

1F レディスアパレル
az
TEL.093-475-1700

査定額

※ご成約２万円以上のみ事前にチラシ見たの申告で適用

※詳しくは無料体験へお越しください。
ご入会同時に１０レッスン以上ご予約の方へ入会金が無料に！

期間限定：9/30（水）まで

1F パソコン技能・学習支援
ハローパソコン教室
TEL.093-472-8626

ハートのキーホルダー１コ無料

マステ 詰め放題（10コ）
税込1,100円

1,000円UP 100円 1.5倍

0円キャンペーン

1F 写真プリント・フォト・雑貨
パレットプラザ
TEL.093-474-6570

すぐアル（当日仕上げフォトブック） ご注文１冊毎に

新規ご入会

1F 貴金属ブランド品等買取
買取専門店 大吉
TEL.093-967-2086

ブランド品各種・貴金属をおまとめ4点以上の
ご売却で

当店通常税込価格
1,540円の品

ガラポンくじ

期間限定：9/19（土）～9/22（火）
携帯カバー
※一部除外品あり

会員様限定
クリーニング一部商品

会員様
クリーニング一部商品10点まで
※当日ご利用いただけない方に限り、クリーニング割引チケットを当日のみ
　配布いたします。

Yシャツ
税込132円

期間限定：9/30（水）まで

期間限定：9/29（火）限り

20%OFF

50%OFF

50%OFF

税込550円

2F ファンシー雑貨
CAMPUS
TEL.093-383-8615

1回

1F クリーニング
クリーニングせいや
TEL.093-471-7711

まで

メンバーズカードのスタンプが２倍！！
LINEクーポンのご利用で更にスタンプ＋１コ

期間限定：9/25（金）限り
９/２５（金）は５００円（税込）お買上げ毎に

ノベルティ プレゼント！
4周年記念 5,000円（税抜）以上お買い上げで

ノベルティープレゼント

期間中、スワニー商品を
ご購入の方に 【数量限定】

クレーンゲーム機 全台 メダル増量

10%
OFF
SALE

期間限定：9月23日（水）まで

3F アミューズメント
タイトーステーション
TEL.093-967-1081

レジにて

レジにて

レジにて

当店通常税込価格6,380円の品

広告期間：

税込6,006円
当店通常税込価格8,580円の品
レジにて

ビジネスシューズ各種

1F クリーニング
クリーニング ハルヤ
TEL.080-3977-3319

汗ぬきWクリーニング加工料

一
例
と
し
て

一
例
と
し
て

※税込6，38０円以上の品


