11 19金

11 27土

フードウェイカードも
新しく変わります!
■ 500 ポイント貯まると 500 円分の

モラージュ佐賀の

無料

お買物券プレゼント！
■ 電子マネー機能付

28 日

岡の美味しいパンが勢揃い!
福
、
佐賀

発行
・
切替
費

■ お買上200円(税抜)毎に1ポイント!

初開催

リニューアル
オープン!!

パンまつり

〈11/25㈭までの切替・入会特典〉
①その場で100ポイント進呈
②1万円チャージ毎に、100ポイント進呈
北館 フードウェイ［スーパーマーケット]
1F TEL.0952-41-2118

11 26金

黒くて
パリパリな
ごはんのお供

なんにでも合う
魅惑の黒い
調味料
北館1F

モラージュ佐賀

モラージュ佐賀

佐賀市

佐賀市

福岡市

佐賀市

福岡市

鳥栖市

佐賀が生んだ
黒いザクザク
スイーツ

ハウスオブローゼ
［コスメ]

先着100名様限り

北館2F

ただいま無料体験会実施中!

11 20 土

resents.
Hajime p

時間
場所

モラージュ佐賀

場所
料金

11 28日

楽しみながら交通安全

同時開催

限定!!

時間

ご入会

¥200

orご 提 示で

無料！

当日の施設お買い上げレシート
税込¥500以上
（合算可）
をご提
示ください。
LINE 友だち登録
（既存友だち
も可）
画面をご提示ください。

12：00〜17：00
モラージュ佐賀館内

場所

時間

12

2

〜
木

5

参加
無料

オリジナル
メッセージ付
反射キーホルダー
づくり

先着100名様
下記条件のどちらか
1つを満たした場合 税込

モラージュ館内
税込

場所

売り切れ
ご免
Foodway前駐車場（特設会場）

10：00〜17：00

俊敏性年齢チェック

11：00〜16：00
※場所など詳しくはホームページをご覧ください。

詳しくはモラージュ佐賀ホームページをご覧ください。

北館１Fモラージュプラザ

わく わく
ワークショップ

※最終受付15：30
※定員に達した場合早期終了となります。

10：00〜19：00
南館1F

場所

時間

毎月
第3日曜
開催!!

ミニティピーライトづくり
時間

10：00〜

11 28日

11 21日

21日

時間

11：00〜15：00

場所

北館1F
モラージュプラザ

日

プリキュア プリティストア mini

期間限定ショップ オープン！

11 27土

『映画トロピカル〜ジュ！プリキュア 雪のプリンセスと
奇跡の 指 輪！』の 公 開を記 念して、
「 プリキュア プリ
ティストアmini」実施いたします。
新規書き起こしイラス
トを使用したグッズや、
オリジナル特典がもらえる抽選
会もご用意しております♪
時間
場所

詳しくはモラージュ佐賀ホームページをご覧ください。

南館
2F

好評公開中!!

金 公開!！
11/26●

金 公開!！
11/26●

ARASHI

ミラベルと
魔法だらけの家

土竜の唄
FINAL
■監督：三池崇史
Ⓒ2021「土竜の唄」製作委員会Ⓒ高橋のぼる・小学館
■出演：生田斗真、鈴木亮平、
岡村隆史、菜々緒、滝沢カレン、吹越満、遠藤憲一

■監督：堤幸彦
■出演：相葉雅紀、松本潤、二宮和也、大野智、櫻井翔

Ⓒ2021 J Storm Inc.

北館1F モラージュプラザ
詳しくはモラージュ佐賀ホームページをご覧ください。

各作品の上映期間･時間･鑑賞料金およびキャンペーン情報など、
詳しくはホームページまたは劇場まで問い合わせください。

ナビ
ダイヤル

10：00〜18：00

ご来場される
お客様へのお願い
金 公開!！
11/26●

金 公開!！
12/3●

MANKAI MOVIE
A3! SPRING
AND SUMMER

EUREKA ／
交響詩篇エウレカセブン
ハイエボリューション
Ⓒ2021 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

■監督：バイロン・ハワード、ジャレド・ブッシュ

■監督：京田知己
■出演：
（声の出演）
：名塚佳織、遠藤璃菜、
小清水亜美、森川智之、根谷美智子、宮野真守

Ⓒ2021 MANKAI MOVIE「A3!」製作委員会
■監督：倉田健次
■出演：横田龍儀、高橋怜也、前川優希、立石俊樹、古谷大和、
陳内将、宮崎湧

Ⓒ2021 BONES/
Project EUREKA MOVIE

※有効期限／2021年12月5日(日) ※このチラシは特別な表記がない限り、
全て税込価格で表記しております。※割引表記は、各店での通常価格からの割引です。※商品は豊富に取り揃えておりますが、
品切れの場合はご容赦ください。※写真は実際の商品とは異なる場合がございます。

モラージュ佐賀

10：00〜21：00
検 索 ●営業時間
※一部専門店を除きます。詳しくはお問い合せください。

モラージュはママ・パパに
優しい特典がいっぱい！

水

※詳しくはモラージュホームページ及び
館内設置のチラシをご覧ください。

サガン鳥栖ホーム戦

©2014S.D.CO.,LTD.

ペア観戦チケットプレゼント!!
年中無休

@mallage-sagaでID検索!

古新聞・古雑誌をためて
モラージュで使える商品券と交換!!

※詳しくはモラージュホームページ及び
館内設置のチラシをご覧ください。

古紙リサイクルポイントシステム

公式SNSをチェックしてね！

エコモ

4
1

6

構口
交差点

巨勢郵便局
〶
国道2
64号線

歩道

立体駐車場

2

牛島宿
交差点

〈設置場所〉

サイゼリヤ横

〈ご利用時間〉

10：00〜21：00

モラージュ佐賀
Twitter ＠mallage̲saga

3

イエロー
ハット

5
（2F）
（1F）

屋内駐車場
軽専用

牛島下
交差点

東部環状線

お友達登録すると抽選で

安心してご来 館、ショッピングを楽しんでいただくために

さが子育て とくとく 応援の店

毎週水

▲

曜日スイは

〒840-8551 佐賀県佐賀市
巨勢町大字牛島730番地

冬物新作入荷中!

11/21（日）まで

※写真はイメージです。

北館 LOOSY&BURST［レディス]
1F TEL.0952-41-1208

南館 エスタシオン［ミセス]
2F TEL.0952-28-7771

北館 MAJESTIC LEGON［レディス]
1F TEL.0952-37-7808

北館 RAY CASSIN［レディス]
1F TEL.0952-37-5000

伝統工芸品
特集

11/20 ㈯より
¥900
冬物特価品
多数販売中!

久留米絣

税込 ¥54,800

レディス
ニット
プルオーバー

11/23（火・祝）まで

博多半巾帯

税込 ¥35,200

数量
限定

北館 G・F・C［レディス]
2F TEL.0952-27-0527

TEL.0952-27-6667

ブラックフライデー限定

LINEお友達登録で、次回使える

お好きなスーツ、ジャケット、コート

北館 SPECCHIO［ミセス]
1F TEL.0952-27-3727

北館 スーツセレクト［メンズ・レディス]
2F TEL.0952-27-8700

また、11月19日㈮〜 11月28日㈰の間
※なくなり
次第終了

店内商品一部

一部商品、値下げ価格より

北館 ファッションハウス彩［ミセス]
1F TEL.0952-28-9095

北館 ハニーズ［レディス]
2F TEL.0952-41-6088

紳士・婦人
裏起毛スウェット
上下組（M・L・LL）

11/19㈮〜 11/21㈰
3日間限定

北館 マックハウス［カジュアル]
2F TEL.0952-26-7500

※写真はイメージです。

北館 アベイル［メンズ・レディス・雑貨]
2F TEL.0952-20-0302

北館 SM2 keittio［レディス]
1F TEL.0952-37-1107

※税抜¥3,000（税込¥3,300）
以上の商品に限ります。一部除外あり。
北館 オルベネ［レディースファッション]
1F TEL.0952-41-7540

南館 カルコーク［メンズ]
2F TEL.0952-27-2139

M・L

※一部除外品あり

北館 Green Parks fuuwa
1F ［レディス]

北館 呉服のもろふじ［呉服]
2F TEL.0952-41-8343

北館 GORGE BE［レディス]
2F TEL.0952-37-7660

北館 ニューヨーカー［レディス]
1F TEL.0952-41-6030

税込 ¥11,000均一

税込各 ¥1,098

税込 ¥26,400 より

※なくなり次第終了

北館 サンキ［実用衣料]
2F TEL.0952-26-6081

北館 アヴァンティ［ミセス]
1F TEL.0952-28-1748

北館 ORDER BOX/BIG M ONE
2F ［メンズ・レディス]

北館 シューラルー［レディス・雑貨]
1F TEL.0952-27-2221

TEL.0952-27-7573

11/30（火）まで

[数量限定]

レディス
サイドゴアショートブーツ Zipper
カジュアルショートブーツ セダークレスト
北館 イルーシー 300［生活雑貨]
1F TEL.0952-37-1559

税込 ¥330より

税込 ¥1,639

北館 シュープラザ［シューズ]
1F TEL.0952-27-0168

ラッキーストーン推奨天然石

※詳しくはスタッフまで
おたずねください
北館 CDFエタンデュ
2F ［インテリア雑貨]

北館 ラッキーストーン［天然石・アクセサリー ]
1F TEL.0952-97-8464

TEL.0952-28-2708

※

コーセークリアターン
ベイビッシュウルオイマスク（32枚）
ベイビッシュホワイトマスク（32枚）
（各種）

[12/7（火）まで]ワンステップで美白+美肌
※メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

ちりめん端切れ（大）詰合せ
税込¥440を表示価格より

通常価格 税込¥6,810を

メーカー希望小売価格 税込¥1,650を

2個セットでさらにおトク通常価格 税込¥13,620を
キャンペーンセット価格

北館
1F DHC直営店［化粧品・健康食品] TEL.0952-27-2144

税込 ¥5,500均一

20袋限定

キャンペーン価格

60%OFF
北館 セルレ［アウトレットコスメ]
2F TEL.0952-27-7363

北館 和真メガネ［メガネ・補聴器]
2F TEL.0952-41-2181

※一部除外品あり

北館 パーティー［雑貨]
2F TEL.0952-97-7488

※なくなり次第終了

北館 手芸マキ［手芸用品]
2F TEL.0952-27-8115

※一部除外品あり

北館 ラパックスワールド［バッグ・アクセサリー ]
2F TEL.0952-41-6010

北館 Ms.SALITA［シューズ]
2F TEL.0952-41-6017

MrMaxアプリ
会員募集中!
遠近・中近・近近フェア

店内POPまたはTwitterにて

冬物ファッション小物
（バッグ・ストール・帽子）
※一部除外品あり

北館 ミスターマックス佐賀店
1F ［総合ディスカウントストア]

北館 ドゥミエール ビジュソフィア［宝飾]
1F TEL.0952-41-6020

TEL.0952-41-6300

北館 ABC-MART［シューズ]
1F TEL.0952-27-8070

北館 あらお花店［生花]
1F TEL.0952-20-7005

北館 T.G.C.［メガネ]
2F TEL.0952-28-3911

北館 zakka eQ［雑貨・レディス]
1F TEL.0952-37-8267

詳細は店頭の告知をチェック!
南館 アニメイト［アニメ・コミック・ゲーム]
2F TEL.0952-41-2201

らしんばんモラージュ佐賀店で検索を!!

（一部除外品あり）
北館 K-POP WORLD［その他]
2F TEL.080-8351-7958

南館 らしんばん[中古アニメグッズ]
2F TEL.050-3640-9828

※商品すべて税込価格です

超BIGキャンペーン
締切迫る!!11月末まで!!

ミュゼはじめて&WEB予約限定
全身まるごと2回プランに
顔脱毛1回プランと両ワキ+
Vライン完了コースまでついて

登録手数料
税込

¥5,500→

初月月会費
税込

¥2,970→

南館 スポーツクラブアクトスWill̲G
1F ［フィットネスジム]

TEL.0952-37-3551

※11/30まで
北館 ミュゼプラチナム［美容脱毛サロン]
2F TEL.0120-489-450（新規予約専用）

北館 ロッテリア
1F ［ハンバーガー ]
有名芸能人愛用者多数!!
セルキュア4プラス 導入記念エステ

毛穴クリーンコース・
EMSリフトアップコース

TEL.0952-27-0022

ほけんの110番
ホームページ予約キャンペーン
期間中、振袖レンタル成約の方

限定
価格

北館 MIZモラージュ［コスメ]
1F TEL.0952-41-6006

北館 ほけんの110番［保険代理店]
2F TEL.0952-97-8380

北館 スタジオシエル［フォトスタジオ]
2F TEL.0952-27-7210

黒糖風味のぷにぷに
食感わらびもちにつぶあんを
合わせた和風の
チョコクロです。

数量限定・ご予約受付中

プレミアム
チョコクロ
黒糖わらびもち
※期間：11/19㈮〜 11/28㈰

※12月末までに入会のお客様限定
サンキュー

北館 ニトリ デコホーム［生活雑貨＆インテリア]
2F TEL.0120-014-210

時計ベルト

クリスマスサンリオ
キャラクターズ
スノー
パレット 税込

税込¥702を

北館 サンマルクカフェ［カフェ・ベーカリー ]
1F TEL.0952-37-1309

北館 カルチャータウン［各種講座]
2F TEL.080-4458-0246

サンリオがX'masケーキ
で登場!保冷バッグ付き

もちっと
りんぐ
5ヶ入

税込 ¥280

水彩調のフラワーデザインが
素敵な寝具カバー。
フリル付きの毛布と合わせて寝室を
ちょっぴりラグジュアリーな空間に…

11/30（火）迄
お1人様1セット迄

北館 パティスリー Chou Chou［洋菓子]
1F TEL.0952-28-5066

※一部早期割引あり

北館 Fit Plusone［靴修理・合鍵]
1F TEL.0952-27-3777

北館 西日本旅行［旅行代理店]
1F TEL.0952-41-6363

カレー
うどん

山賊モモ（1本）
※一部対象外機あり
（1日1回のみ）

北館 1F auショップ［サービス] TEL.0952-41-5080

南館 1F namco モラージュ佐賀店［アミューズメント] TEL.0952-37-8013

ご予約承ります。
北館 2F ガージュ［質屋・買取・販売] TEL.0952-20-5777

南館 2F NOVA［英会話スクール] TEL.0952-27-9705

（うどんのみ）

北館 から揚げドンドン［から揚げ]
1F TEL.0952-24-3511

北館 峠屋うどん［うどん・そば]
1F TEL.090-1169-2105

数量限定!
無くなり次第終了!

11/20（土）、11/21（日）
数量限定

南館 1F ヤマハ音楽教室・中央楽器［音楽教室] TEL.0952-29-1678

ベリーベリー
チョコホイップ

税込¥270

北館 コッペパン専門店あんバター∞えんバター
1F Risa-Risa［レストラン・フーズ]

TEL.0952-37-8412

南館 1F 買取キング インパクト［中古トレーディングカード] TEL.0952-97-7712

南館 1F サンキューカット［カット専門店] TEL.0952-38-0832

さが錦お徳用パック

税込¥600

北館 RAJA［インド料理]
1F TEL.0952-27-7303

魚介豚骨醤油
つけ麺

北館 2F はんこ工房ライフポート強運館［印鑑・表札] TEL.0952-27-2145

北館 お茶の山輝園［お茶]
1F TEL.0952-28-6611

なくなり
次第終了

無料で大盛り
まで増量!

税込¥4,000以上
お買い上げの方に
ドリッパー
プレゼント!!

限定24個

北館 村岡屋［和菓子]
1F TEL.0952-41-6070

おたのしみ袋
税込¥3,780相当、30袋限定

北館 2F タイトー Fステーション［アミューズメント] TEL.0952-97-9339

※一部除外品あり

南館 1F あいプロ［スマホ修理] TEL.0952-97-5322

タンドリー

税込 ¥550 チキン

北館 2F あそびパーク モラージュ佐賀店［アミューズメント] TEL.0952-37-3685

音楽教室

週替わり／ブランド激アツセール

テイクアウト限定で
1本 税込¥500
→税込¥350に

新メニューです

開店より
17：00までの
タイムセール

¥3,600

北館 サーティワンアイスクリーム
1F ［アイスクリーム・クレープ]
TEL.0952-28-2831

税込 ¥880

北館 まるいちラーメン［ラーメン]
1F TEL.0952-97-9211

デュアルドリッパー

北館 ジュピター［輸入食品・ワイン]
1F TEL.0952-27-2129

11/20（土）・11/21（日）の2日間

薬膳工房さんの黒にんにく

北館 わくわく広場［農産物直売]
1F TEL.0952-37-5138

※表示価格は10％税込価格になります。
お持ち帰りの場合は軽減税率8％になります ※店内のイートインスペースでのご飲食の場合、
消費税が10％となります。会計時にお申し出ください

※有効期限／2021年12月5日(日) ※このチラシは特別な表記がない限り、
全て税込価格で表記しております。※割引表記は、各店での通常価格からの割引です。※商品は豊富に取り揃えておりますが、
品切れの場合はご容赦ください。※写真は実際の商品とは異なる場合がございます。

