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今週はピンクリボン応援号！
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乳がんは増えています。でもセルフチェックや検診によ
る早期発見、適切な治療によって「治るがん」ともいえま
す。乳がん経験者の皆さんの胸の内にある想いを聞き、
今日は自分や家族の胸のこと、考えてみませんか。
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詳しいお話は２ページ目以降、またはチイコミで！

知ろう、 胸の内知ろう、 胸の内
Pink Ribbon Campaign

私らしく、
乳がんを生きる
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ボン運動
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塗りの時文字の時塗りの時文字の時
全4（一面）-枠なし記事

ママ友会に大好評★
チイキの選べるランチセット ￥880～

￥880　パスタメニュー

￥980　パスタメニュー

●ツナ&キャベツ&キノコのアンチョビぺペロンチーノ
●小エビとほうれん草のトマトクリームソース
●ベーコン&キノコ&ナスのピリ辛トマトソース
●カルボナーラ
　（ベーコンのタマゴクリームチーズソース）
●ジャコ&ネギ&キノコの和風ソース
●ツナ&ケッパー&アーモンドのトマトバジル
●ベーコン&キノコの青シソぺペロンチーノ
●若鶏&ほうれん草のカレークリームソース
●水菜と明太子のぺペロンチーノ

●渡り蟹のトマトクリームソース
●ほうれん草とトマトクリームソースのタリアッテレ
　（生パスタ）
●鮭&ホウレンソウのクリームチーズソース

℡000-000-0000
千葉市若葉区
Lunch time
11：30～14：30
Dinner time
17：30～23：00
毎週月曜定休

※全メニューにサラダ、パン（ライス）、デザート、
　コーヒー又は紅茶がセットになっています。
※中盛り、大盛りは無料です。

ビックカメラビックカメラ

JR○○

柏神社柏神社

NTTNTT

消防署消防署
ケーヨー
D2
ケーヨー
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丸井
ローソン

ココココ

日替わりを含むランチセットは、
あなた好みの味がきっと見つかります！
忘年会にもピッタリ♪

ランチメニューが
リニューアル★

R e s t a u r a n t
C H I I K I

半3サイズ

1ヶ月分
月会費
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月会費費月会費
月月1ヶ月1 月分分分分月月

0000000000000000000000 【営業時間】毎日9：00～23：00【休館日】毎月4日・14日・24日
Tel.00-0000-000
http://www.aaaaaaaaaaaaaa

ご入会・ご体験のくわしい内容はWEBで！
チイキスポーツクラブ 検索

半額事務務手数料料事務手数料お二人様以上
での同時入会で 通常2,800円　　　　  （税込）

いつでも
いただいておりません入会金 0円円さ

ら
に

スタッフ募集中！
詳しくはお問い合わせ下さい

チイキスポーツクラブ ※ご入会時にご持参いただくもの
・銀行通帳又は郵便局通帳・届出印鑑
・事務手数料（通常2,800円）
・2ヶ月分月会費（自動引落しまでの会費）

昼間にゆっくり運動したい！ 仕事帰りにフィットネス！それが新習慣に♪

Day Time Night平日会員 ナイト会員Night

Day Time

値下げ後
価格

値下げ後
価格

▶6,200円 ▶6,200円
本体価格 6,500円

９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

本体価格 6,500円

９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

月～土（祝日可） 毎日（祝日可）

9:00～18:00 19:00～23:00

（税込 6,825円 （） 税込 6,825円）

（税込 6,696円） （税込 6,696円）

正会員Regular

平日も、休日も、いつでも自由に使いたい。

Regular
everyday

値下げ後
価格

▶8,300円
本体価格 9,000円

９ 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

毎日

9:00～23:00

（税込 9,450円）

（税込 8,964円）

ファミリー会員ならお一人様
本体価格 7,800円
（税込8,424円）

7日間体験  実施中
2,000円00円円（税込）2参加費 期　間 5/11（日）～5/20（火）5/115 （日） 5/20（火）

5/21（水）～5/31（土）
上記の期間内で、ご都合の良い7日間をご利用いただけます。

キッズスクール入会クラスのご案内キキキキキキキキキキキキキキキッッッッッッッッッッズズズズズズズズズズズズズスススススススススススススススクククククククククククククククールルルルルルルルルルルルルルル入入入入入入入入入入入入入入入会会会会会会会会会会会会会会会クククククククククククククククララララララララララララララスススススススススススのののののののののののののののごごごごごごごごご案案案案案案案案案内内内内内内内内内内内内キッズスクール入会クラスのご案内
今なら事務手数料2,800円（税込）が0円に！（5/31まで）
スイミングスクール
月会費

（全クラス週1回）
本体
価格 （税込 6,069円）

クラス名 対象

3歳～
小学2年生

ケンダガーデン
クラス

小学生エレメンタリー
クラス

時間

月～金 16：00～17：00

土
11:30～12:30
12:30～13:30

月～金 17:00～18:00

土
13:30～14:30
14:30～15:30

5,620円
ダンススクール

月会費
（全クラス週1回）

本体
価格 （税込 6,480円）6,000円

対象

幼児～4歳

6歳～小学6年生

時間

火 16:45～17:35

火・土 17:45～18:45

スイミングスクール体験会のお知らせ
【事前のお申し込みが必要です】

体験料 1,080円→0円
キッズスクール入会時にご持参いただくもの

・月会費（1ヶ月から2ヶ月分）
・顔写真2枚（縦3cm×横2.5cm）スナップ可
・銀行通帳又は郵便局通帳・届出印鑑
（月会費自動引落しのために必要です）
・スイミングスクール指定用品
　　※詳しくはフロントまでお問い合わせ下さい。

※無料体験も受付中！

開催日 対象 時間
5月毎土曜日 幼児～小学2年生 16:45～17:45

5月毎日曜日 小学生 11:15～12:15
幼児～小学2年生 13:00～14:00

値下げしました！会会会会会月会費
5/31（土）までにお申し込みの方 分分

e ナイNight

0円0円

20%OFF全メニュー

20%OFF
全メニュー

ご新規の方限定
2011.3.31まで

カット（シャンプー・ブロー込）
　　　￥4,200→￥3,360
パーマ（カット別）
　　￥4,200～→￥3,360～
グレイカラー（カット別）
　　￥4,200～→￥3,360～
ファッションカラー（カット別）
　　￥5,250～→￥4,200～
バブルヘッドスパトリートメント
　　　￥1,890→￥1,510

JR○○駅

マクドナルド

ヤオコー サンマルク

100満ボルト
AOKI

泉谷中

美容室Chiiki

泉谷公園

イオン

○○○駅

○
○
○
駅

京葉銀行

※ネイル・着付は割引対象外

---------------MENU---------------
　一般 ￥4,200　
　大学生 ￥3,990　
　中・高校生 ￥2,630　
　小学生以下 ￥2,100　
　シニア（60歳以上） ￥3,990　
　デザインパーマ ￥4,200　
　トリートメントパーマ ￥5,250　
　デジタルパーマ ￥8,400　
　縮毛矯正 ￥8,400～
　スーパー矯正 ￥12,600～
　グレイカラー ￥4,200～
　ファッションカラー ￥5,250～
　バブルヘッドスパ　　￥1,890
　潤いトリートメント　 ￥2,630
　 その他各種メニュー有ります。

CUT
（シャンプー・
   ブロー込）

PERM
（カット別）

縮毛矯正
（カット別）

COLOR
（カット別）

TREATMENT
（カット別）

スタッフ募集中！美容室Chiikiでも同時募集。詳しくはお電話を。

千葉市中央区00-00-000
☎043-000-0000

COUPON

卒業・入学式の
ご予約承ります
（着付・メイク・セット）

予約
優先

Chiiki のの

半3サイズ


