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オープニングセレモニー・イベント金

フォレストモール木津川の
グランドオープンを盛大に祝う
セレモニーを行います。皆様
是非ご参加くださいませ。

勇ましい声かけとともに力強い音を響かせ、元気
いっぱいの梅美台こども園和太鼓グループ
（５歳児）です。子どもたち一人ひとりのやりたい
という気持ちや友だちと心をひとつにする事を
大切に、楽しみながら練習に取り組んでいます。 

※主催者の都合により、開催が中止または内容が変更になる場合がございます。 ※悪天候その他事情により、開催が中止または内容が変更になる場合がございます。

11 22㊎ 10:00 OPEN！

木津川市
マスコットキャラクター

いづみ姫 

バルーンパフォーマー
キャサリンによる
バルーン配布 

どこにやって
来るかはお楽しみ！

場所

①10：30～
②12：30～
③14：30～ 

時間

どこにやって
来るかは
お楽しみ！

場所

①  9：30～
②11：30～
③13：30～ 

時間

いづみ姫グリーティング

梅美台こども園 和太鼓演奏

スーパーマーケットバロー前場所
9：10～（予定）時間

オープニングセレモニー
9：30～
スーパーマーケット
バロー前

場所

時間

関西エリアで大活躍中のバルーン
パフォーマー“キャサリン”が遊びに
来てくれます。ご希望のお客様には
その場で作るバルーンアートを
プレゼント。 

恭仁京の都があった木津川市のお姫さま

木津川は昔「いづみ川」と
呼ばれていた事に由来
する、木津川市のマスコット
キャラクター「いづみ姫」
がグランドオープンを盛り
上げてくれます。

遊びに来てくれたおともだちにバルーンをプレゼント！ 



オープニング特典 11/22金～11/27水

［丼ぶり・京風うどん］
なか卯

フォレストモール木津川  11/22金 OPEN！

●表示価格は税抜表記です。 ●写真はイメージです。
●商品は充分ご用意しておりますが、品切れの際はご容赦ください。
●オープニング特典内容は変更になる場合がございます。

ガンバでは『がんばる力を育てる』
という大きな柱のもと、子ども達
のレベルに合わせた指導を行って
います。マット・とび箱・鉄棒はもち
ろん、なんと全長11ｍのトラン
ポリンも完備 ! ! 先生達と楽しく
体を動かしてみよう♪

0774-72-9977
月・火・水・木・金 …9:00～21:00
土…………………8:00～19:00
日

［体操教室］
ガンバ体操クラブ

・入会諸費用10,000円→すべて無料
・1ケ月分授業料半額（8,000円～）

12月中に
入会申込の方限定
キャンペーン

サンドラッグでは「安心・信頼・
便利」をモットーに専門スタッフ
によるお客様の健康・病気・薬に
関する相談をきめ細やかに対応
しています。お客様のご来店を、
従業員一同、心よりお待ちして
おります。

丼ぶりと京風うどんのなか卯では
定番の親子丼から季節限定の商品
や朝定食、夜定食など幅広い商品
を取り揃えております。お持ち帰り
も大歓迎です。いつでもご利用
頂けるように24時間営業でお待ち
しております。

0120-29-5770
24時間
無休

フォレストモール木津川調剤薬局
では、服薬指導はもちろん、何気
ない日常会話までを含めて、薬剤
師が患者様・お客様と心の通った
コミュニケーションを大切にしてい
ます。

［調剤薬局］
フォレストモール木津川調剤薬局

ナットクの価格だから続きます。
わたしたちエニタイムフィットネス
は、会員の皆様に、安心・安全に
トレーニングできる環境を低
コストで提供することを目標
としています。まずはご見学に
お越しください。

0774-46-9133 
24時間
無休

［フィットネスクラブ］
エニタイムフィットネス

0774-71-8008 
月・火・木・金 … 8:30～19:00
土……………… 8:30～13:00
水・日・祝日

「地域の健康を見守り笑顔で安心して楽しく暮らせる
社会を創ること」を目標に、ご年配の皆様から小さな
お子様とそのご家族全員のかかりつけ医となる
ファミリークリニックとして診療させていただきます。
●内覧会の際に事前診察券作成をご希望の方は
健康保険証をご持参ください。

［内科・小児科］
たけもとクリニック
0774-75-1122
月・火・木・金…8:30～12:00
　　　　　　  16:00～18:30
土 ……………8:30～12:00
水・日・祝日

内覧会限定
粗品プレゼント
（数に限りあり）

［ドラッグストア］
サンドラッグ
0774-71-8227
月・火・水・木・金 …10:00～21:00
土・日………………9:30～21:00
無休

バローでは、『新鮮さがバローのいのちです』
をモットーに、採れたての野菜、新鮮なお魚、
良質なお肉はもちろん、毎日の食卓に安心・
安全、厳選された商品をお値打ち価格にて
ご提供させていただき、地域の皆さまの毎日
の食生活を力一杯応援してまいります。

［スーパーマーケット］
スーパーマーケット バロー
0774-75-2666 
月・火・水・木・金 …10:00～21:00
土・日………………9:30～21:00
年4回の休みあり

店内でお食事のお客様・お持ち帰りのお客様

【オープン記念フェア特上7選】

先着2,000名様
「なか卯オリジナルスプーン」

プレゼント

［100円寿司チェーン］
はま寿司

はま寿司では、厳しい安全基準
をクリアした食材のみを使用し、
一皿一皿を最高の品質でお客様
にご提供。豊富な種類の寿司の
ほか、サイドメニューやデザート
なども充実しており、幅広い層の
お客様にご満足いただけます。

0774-75-1124
11:00～23:00  L.O.22:45（最終入店22:30）
※11/22～12/6は11:00～22:00
　L.O.21:45（最終入店21:30）
無休

オープニング特典 11/22金～12/1日

［クリ-ニング］
クリーニング ルビー

衣類のことならおまかせくだ
さい。衣類に応じたお手入れを
親切・丁寧にご提案します。
明るく元気なスタッフが皆様の
ご来店をお待ちしております。

0774-46-8310 
10:00～19:00
無休

オープニング特典 11/22金～

オープニング特典
11/22金～30土

耳より情報

・セキュリティキー発行 手数料0円
・11月・12月会費合計で1,980円

ご
入
会
の
方
全
員

事前内覧会開催
11/22金・23土
10：00～15：00

オープニング特典
11/22金～30土 10：00～19：00

新規開校記念キャンペーンオープニング特典

内覧会限定 健康測定会
11/22金・23土 10：00～15：00

ＫＥＣゼミナールは創業40年以上、
国立中学合格者数「関西Ｎｏ．1」を
誇る学習塾です。自らの力で考え、
答えを導き出す教育で志望校合格を
目指し、子どもたちの「10年・20年先
にも続く自信」を育んでいます。対象
は小学生および中学生になります。

［学習塾］
KECゼミナール 木津南教室
0774-75-1300
13:00～22:00
未定

クリーニング代 40％OFF

先着300名様へ
「エコバッグ」プレゼント

［コインランドリー］
コインランドリーAQUA

洗濯乾燥機6台・乾燥機7台の
大型コインランドリー。地域初の
防ダニ加工導入で寝具洗いに
最適！お子様のアレルギー対策
にも！ポイントカード・領収書
発行も可能です。お買物の間に
洗えます。是非ご利用ください。

0120-199-797
24時間
無休

［カフェ］
さかい珈琲

香り・コク・酸味・苦みのハーモニーが絶妙の
バランスで味わえるブレンドコーヒーは絶品！
1枚1枚丁寧に焼き上げる手作りパンケーキは
誰もがそのふわふわ食感に感動！パスタや
サラダ感覚で食べられるご飯、手作りココット
など店舗オリジナルのフードメニューも手間暇
かけたこだわりの料理をお楽しみいただけます。

0774-72-6688
7:00～21:00 L.O.20:00
無休

［文具］
COMPASS

文具＋雑貨＋アウトレットの
新感覚ストア！！毎日学校で
使う文房具・キャラクター
雑貨・事務用品・アウトレット
商材まで幅広い品揃え！！
宝探し感覚で欲しいモノを
GETしにお越しください。

0774-66-3390
10:00～20:00
無休

2020年オープン

日常を彩る、おしゃれでかわいい
モノに出会える「100円雑貨の
専門店」。明るくゆったりとした
店内に、見てるだけでワクワク
する雑貨と、手作り素材が驚きの
充実度。小さな幸せがいっぱい
のお店です。

［100円ショップ］
Seria
0120-188-581 
10:00～20:00
無休 

オープニング特典 11/22金～24日
5点以上お買い上げの

各日先着300名様（計900名様）
「セリアオリジナル トートバッグ」

プレゼント

オープニング特典 11/22金

先着200名様限定、お一人様1点限り

事務用セロテープ1パック（5巻）
特別特価98円

［整骨院］ ［美容院］

・お買い得商品を多数揃えております！

お野菜・果物・お肉・お魚
お惣菜・そのほか沢山の
商品を取り揃え

オープニング価格
にて大奉仕致します。

魅 力 あ ふ れ る 店 舗 が 皆 様 の 生 活 を 彩りま す

11/30土・12/1日 無料体験会開催

11/22金～24日 館内見学会・トランポリン体験
※詳しくはお問い合わせください

・12/1日まで、
   サンドラッグポイント 3倍！ ・厳選まぐろ中とろ（150円）

・厳選まぐろ炙り中とろ（150円）・炙りうなぎ（150円）
・蝦夷あわび（150円）・赤えびいくらのせ（100円）
・北海道・三陸産さんま（100円）・赤貝（100円）

①…入学金（15,000円）無料
②…通年教材費・3学期講座教材費無料
③…冬期講習授業料無料
④…1・2月授業料無料 ※上記以外にも、たくさんの商品を取り揃えて、皆様のご来店心よりお待ちしております。

※玉井式国語的算数教室
　（小1・2年生）は①～③の
　キャンペーンが対象 

12/23月までに入塾手続きをされた方 

年内使える
クーポン券（チラシ）を
プレゼント

オープニング特典 11/22金～12/1日

ＩＣカードご購入後チャージの場合
1,０００円で１００ポイント進呈のところ
５倍の５００ポイント進呈

骨健康度チェック
血圧チェック
体組成チェック

更にフォレストモール木津川が便利に！

オープニングセール

12／2月
オープン

12／2月
開院
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