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MAGAZINE
あなたの南草津ライフをちょっぴり応 援！！

レシート対象期間は12/1（土）～12/16（日）16日間

期間中（12/1～12/16）の館内ご利用レシート税込合計1千円分のご提示で1回抽選いただけます。
※お1人様最大10回までとさせていただきます。※一部対象外の店舗がございます。裏面に掲載の店舗でのお買物、お食事が対象です。

フェリエ南草津
お買い物券

1万円分

フェリエ南草津
お買い物券

3千円分

日用品、
生活必需品

3等
20本

4等
250本

フェリエ南草津
グルメ券１００円分
粗品末等

5等
500本

特賞
2本

（各1本）

1等
2本

2等
10本

or

その他、フェリエ南草津のグルメ券や
日用品が当たる空くじなしの抽選会！人気の家電やお買い物券が当たる！

【 時間 】10：00　20：00  【 場所 】1F中央広場

人気家電

Xmas
ラッキーガラポン
Xmas
ラッキーガラポン

レシートを集めてチャレンジしよう！

クリスマス
プチギフト

※景品の写真はイメージです



●商品には限りがございます。●掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。

ATM （滋賀銀行/ゆうちょ銀行） ショッピングゾーン1F～4F 5F1F

6F ビバスポーツアカデミー

南草津図書館 市民交流プラザ

フェリエ南草津 
〒525-0059 滋賀県草津市野路1-15-5

http://ferit.jp/

南草津駅 自転車・自動車駐車場のご案内 フェリエご利用のお客様に限り、お買い上げ金額に関わらず

2時間無料 1日無料1～3階店舗・5階南草津図書館 お時間を気にする事なく

4階店舗・5階市民交流プラザ
6階ビバスポーツアカデミー 4時間無料

※各店窓口へ券をご提示下さい。（定期券ではサービスを受けられません）
※駐車場無料サービスは、「2時間無料」
　又は「4時間無料」どちらか1回限りご利用頂けます。

下記の施設をご利用のお客様

オトクな情報配信中！

LINEアプリの｢その他｣→
｢友だち追加｣から、｢ID検索｣
or｢QR読取｣で当店を追加！

ここのカドを曲がって
頂くとあとは一本道!!

JR南草津
● ドラッグユタカ

● ビッグボーイ ●
CoCo壱番屋

● 西友

● 焼肉市場

● 極楽湯

南草津駅口

野路町
野路南

情熱 ●
ホルモン　

● 駅前ロータリー

POINT!!

P フェリエ
南草津

車でお越しの場合 自転車・バイクでお越しの場合 検 索@ezq4926q
フェリット

友だち追加してね！！

［ 専門店街 ］ AM10:00～PM 8:30 ※一部PM8:00までの店舗もございます。
［ 飲食店街 ］ AM11:00～PM11:00 ※但し、一部店舗により異なります。

JR南草津駅に直結で便利なショッピングセンター「フェリエ南草津」

1F JTB 関西トラベル［旅行代理店］ TEL:077-561-3415 4F Raffine(ラフィネ)［リラクゼーションスペース］ TEL:077-562-3101

4F ＥＣＣ南草津校［総合教育機関］ TEL:077-561-1440 4F セラピ［占い］ TEL:077-567-0330

四柱推命、タロット、姓名判断、カウンセリング
30分 3,000円～（税別）

1F 保険サロン Ｐlan・For・You［総合保険代理店］     0120-379-363

生命保険のムダ・
ムラを無料診断！

証券診断無料 見積り無料
http://www.planforyou.org/

みなくさ無料サロン

JTBでは国内・海外ともすでに、夏休み期間を含
めて発売中です。店頭にパンフレットをご用意し
ております。皆様のご来店お持ちしております。

どこよりも「やすい」「はやい」「きれい」な年賀状
をお求めの方は当店にお越しください！

お客様により良い人生を歩んでいただ
きたいと願っています。予約が確実です。

3F 便利屋工房［DPE･合鍵･ハンコ・印刷］ TEL:077-569-3150

おかげさまで8周年。
保険の最上級資格
「トータルライフコン
サルタントファイナンシャルプランナー
AFP」を持つ専門家が無料相談をします！
さらに先着30名様には粗品進呈！

初回相談時に
粗品進呈！

ただいま

8感謝祭周年

就職、昇進、転職など、TOEIC® L&Rのスコアが必要になる日の
ために！３ヶ月で最高３１５点UPの実績！ 077-567-0330迄

来年の
ゴールデンウィークは10連休!!

TOEIC® L&R対策コース［1月開講］

Service
毎日の暮らしをフェリエが
ちょっぴりお手伝い♪

キ
リ
ト
リ

1F 珈琲館 南草津店［喫茶店］ TEL:077-561-1800 1F ケンタッキーフライドチキン［ファーストフード］     0120-73-2141

3F かつ屋［手打ちとんかつ］TEL:077-563-2698

和風ねぎおろしロースかつ膳　1,058円（税込）
そばつゆとさっぱりしたおろしでお召し上がり下さい。

3F まんまる亭［お好み焼・鉄板焼き・焼きそば］ TEL:077-566-44513F 風風ラーメン［ラーメン］TEL:077-566-4470

毎月28日はにわとりの日！
通常価格より380円もお得！
とりの日パック　1,000円（税込）

5回分

1F クーズコンセルボ［イートインベーカリー］TEL:077-565-81801F café alegre［カフェレストラン］ TEL:077-566-0760

シチューパイランチ　880円（税込）

とりの日
限定！

3F 白木屋［居楽屋］TEL:077-567-8588

男性 2,500円（税別）、女性 2,300円（税別）、
小学生 1,000円（税別）、小学生未満3歳以上 100円（税別）

食べ放題だけならこの価格!

食べ飲み放題（2時間制）
男性 3,200円（税別）
女性 3,000円（税別）
小学生 1,200円（税別）
小学生未満3歳以上 100円（税別）

お好きなものを好きなだけ!

本券1枚で4名様まで、ご利用いただけます

まんまる亭にて650円（税込）以上ご注文の方
ソフトドリンク無料券

有効期限：平成31年1月31日有効期限：平成31年1月31日

COUPONサラダ・スープ・ケーキセットがついて
COUPON

お好み焼き
豚玉
730円（税込）
焼きそば
730円（税込）

Gourmet
フェリエがおすすめする

旬なメニューはいかがですか？

キ
リ
ト
リ

2F ＣＯＬＯＲ ＢＯＸ［振袖専門館］ TEL:077-566-6021

Shop
これからの季節に役立つ
アイテムをピックアップ！

2F アバンティブックセンター南草津店［書籍］ TEL:077-561-0155 3F キャン★ドゥ［100円ショップ］ TEL:077-566-6270 1F ココカラファイン［ドラッグ］ TEL:077-566-7520 1F ハニーズ［レディス］ TEL:077-516-4182

FURU PURU
スキンケアギフトセット
900円～2,510円（税別）

振袖専門館 カラーボックス

振袖レンタル
148,000円（税別）～

袴、着物レンタル
23,000円（税別）～

オープン８周年を迎え、
成人式振袖はお得な特典がいっぱい！

マキアージュ
ドラマティック
ルージュEX
2,800円（税別）

当日着付、写真撮影もお任せください！
母振袖

持込みもOK!

１本で２通りの
唇を演出できる
美容オイル生まれの
ルージュ

20年目 も ありがとう

パンケーキセット　900円（税込）

バターミ ル クと
アーモンドプードル
が極上の風味と食
感をもたらすプレ
ミアムパンケーキ!

1F toco toco［くつ下のお店］ TEL:077-516-1532

ふあふあのパイ生地の中、開けてびっくり
とろーり濃厚なシチューが・・・

初回相談時
粗品進呈中

!初回相談時
粗品進呈中

!

12/1・12/2限定!!
2点以上で
10全品 ％

OFF♪

小さなプレゼントはいかがですか?当店の商品は
全て図書カードでも購入できます!

お世話になっているあの人へお世話になっているあの人へ

2F mont-bell［アウトドア］ TEL:077-566-6385

クリマエアマフラー
2,400円（税別）

毛足が長くたいへん
暖かいマフラーです。
軽量で携行にも便利!!

①入会金半額 6,000円▶3,000円
②12月に使える受講無料券（2時間分） 3,000円▶無料
③1月に使える受講無料券（2時間分） 3,000円▶無料
④オリジナルテキスト1冊プレゼント
受講されるコースによりテキスト価格は異なります。

総額10,000円OFF ※税別

10,000
早割りキャンペーン

円
OFF

3F ひより［和カフェ＆自家製生パスタ］TEL:077-566-3460

「モッツアレラチーズと小エビの
トマトクリームパスタ」のひよりセット

1,350円（税込）

青春18きっぷ
～ 行 きた い 所 へ 行 く冬 ～

12/10～1/10利用できます
11,600円（税込）

数に限りが
ありますので、
売り切れの際は
ご了承くださいませ。

クリスマス商材、
ユニコーンデザイン雑貨
※一部の衣装セット販売もあります。
108円（税込）

あったか！
ルームソックス各種
３足よりどり
1,000円（税別）

あったかかわいい
アイテムがいっぱい‼
プレゼントにも最適です。

2F パソコン市民講座［パソコン教室］ TEL:077-599-3190

3F チケットライフ　南草津店［金券ショップ］ TEL:077-566-1010

冬の

2019年度年賀状
好評発売中!

とってもお得な
冬のクーポン限定
セットです。

X’masプレゼントや
自分へのご褒美にどうぞ!

X’mas スーパーバリュアブルカード
19,440円（税込）
3,240円お得分付き。22,680円分使えます。

クリスマスオリジナルデザインで
全国でご利用可能。
（一部使用できない店舗有り）
有効期限は購入日から3カ月。

コーヒー　420円（税込）

ご注文の度に一杯ずつ心を込めて抽出しております。
クリスマス期間限定のケーキとご一緒にどうぞ。

カリッ
ふわっ
しっとり
幸せの新食感

サラダ、
もちもロール、
コーヒー付


