
Thanks!
Fifth anniversary!

なるぱーくがお届けする
ハッピーフェスティバル!!

いつもいっしょ

3/25(金)▶4/3(日)

皆様のおかげで5周年。これからも皆様の近くになるぱーく！！

これからもいっしょ

※当店平常価格とは、表記の各店舗によって「本体価格」または「税込価格」と異なります。 ※掲載の内容につきましては、表記の各店舗に直接お問い合わせください。 ※掲載の価格は本体価格と税込価格を併記しています。掲載の品は多数ご用意しておりますが、品切れの際はご容赦ください。印刷の特性上、現物と色が異なる場合がございます。 ※写真はイメージです。

アクセスの
ご案内
公共交通機関で
お越しの場合

●名鉄本線「鳴海」駅から徒歩約10分「最中」交差点。
●名鉄本線「鳴海」駅、地下鉄桜通線「新瑞橋」駅・「鳴子北」駅・「徳重」駅などから
　名古屋市営バスが運行しています。
　バスの運行時間については、名古屋市交通局ホームページをご確認ください。
　http://www.kotsu.city.nagoya.jp/

営 業 時 間

http://www.narupark.jp/
〒458-0847 名古屋市緑区浦里3-232

10：00～21：00（※一部店舗は異なります。）新端12 新瑞橋～弥富通一～赤坪町～/鳴海山下～浦里五丁目～名鉄鳴海～
緑市民病院～篭山西～/緑文化小劇場～地下鉄徳重

鳴子15 地下鉄鳴子北～鳴子町～池上～/緑市民病院～名鉄鳴海～
浦里五丁目～星崎～鳴尾車庫

年中
無休

なるぱーく 検索
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オートバックス

名鉄本線

「最中」交差点

バス停「浦里五丁目」

レクサス緑

Honda Cars

36

鳴
海
駅

以下の路線が「浦里五丁目」に停まります。

キプリング
当店平常（税込）価格より

50%OFF
5,000円以上お買上げの方に
チャームプレゼント

1F ラパックスワールド  〈ファッショングッズ〉   052-899-7378

ご新規様限定
整体骨格調整コース60分
当店平常（税込）価格8,424円のところ

税込3,980円
2F カラダファクトリー  〈整体サロン〉   052-848-7614

プロパー
当店平常（税込）価格より

20%OFF
※一部除外あり

3,218円（税込）以上の品対象

赤札10%OFF
2F シエロ  〈レディス・レディス雑貨〉   052-892-7132

御祝・入学祝い好適品
取り揃えています。
納屋橋紅白まんじゅう
ご予約承ります。

1F かしょうひょうたん  〈和・洋菓子〉   052-892-6711

「チラシ見た」で

春アート1本
プレゼント♥

※当店にて施術されたお客様に限ります

2F ネイルサロン グランツ  〈ネイルサロン〉   052-892-6721

クリームソーダ 90円引
当店平常（税込）価格290円の品

税込200円
1F ファーストキッチン  〈ファーストフード〉   052-892-6730

● 限定10個  2,000円相当の
・ミニブーケ ・ミニ花束

税込1,000円
●桜（鉢物）まつり
（啓翁桜・南殿桜・しだれ桜など）

税込980円均一
Youフローラ

1F ユーフローラ  〈生花〉   052-892-6723 当日ご入会OK!!  自店会員さま限定
ドライクリーニング
当店平常（税込）料金より

30%OFF
※但し、特殊品は除きます。

1F 白英舎  〈クリーニング〉   052-895-3336

1万円以上ご購入で

10%OFF
1F エスキロブランコ.  〈レディス〉   052-848-9241

イースター
ハッピードール
（うさぎ・くま・パンダ・ひよこ）

税込各450円
TMTM

1F サーティワンアイスクリーム  〈アイスクリーム〉   052-853-9888

ディズニーワンタッチ
ステンレスボトル  限定40個
当店平常（税込）価格2,500円の品

本体価格980円
 税込1,058円

1F オリンピア  〈バラエティ雑貨〉   052-848-9406
洋服のお直し
当店平常（税込）料金より

10%OFF
※但し一部除外品がございます。

1F 洋服お直し おしゃれ工房  〈洋服・バッグのお直し〉   052-838-7704

コーヒーチケット
当店平常（税込）価格3,700円の品

税込3,500円
1F 支留比亜珈琲店  〈喫茶店〉   052-848-6218

●部分ウィッグ当店平常（税込）価格より
5,000円引

●オールウィッグ当店平常（税込）価格より
10,000円引

2F アプレイズ  〈ウィッグ・かつら〉   052-848-7185
貴金属ご成約のお客様に

粗品プレゼント!!
2F ジュエルカフェ  〈貴金属・金券買取〉   052-899-7379

〈レノマフェアー〉
renoma商品
2点お買上げで10%OFF!!
レノマ商品
5点お買上げで20%OFF!!

1F タカキュー  〈メンズ・紳士服〉   052-899-7362

キャンチョコ（一部商品に限り）
当店平常（税込）価格より

限定30個10%OFF
1F 不二家  〈洋菓子〉   052-892-6800

フレッシュスタートキッチン
食器類・収納用品・ランチバッグなど
新商品入荷中！

全品100円税込108円
2F セリア  〈生活雑貨〉   052-848-7471

事前ご予約の上、生命保険証券コピー
ご持参で保険見直しご相談のお客さま

ノベルティプレゼント
■ご予約受付／0120-33-0526
※他のキャンペーンとの併用はできません。

2F 保険見直し本舗  〈保険〉   052-899-7370

限定1日30個

メロンパン 30円引
当店平常（税込）価格130円の品

本体価格90円税込97円

1F みもすパン工房  〈ベーカリー・カフェ〉   052-680-9303

期間限定特別セット ～4/10（日）まで
①ポール＆ジョーシスター・
レイバン特別セット

税込24,000円～
②マックスマーラ・
マリクレール特別セット

税込30,000円～
1F キクチメガネ 鳴海店  〈メガネ・補聴器〉   052-899-7387

●5周年限定ドレス♪ 限定3枚

50%OFF!!
●特得♥コーナー
春物50%OFF!!

お見逃しなく！！

2F ペグ  〈婦人服〉   052-891-2949

～3/31（木）まで

選べる入会特典
プレゼント

2F パソコン教室 わかるとできる  〈パソコン教室〉   052-848-8654

限定10食

麻
マーボー
婆あんかけ麺＋ご飯

当店平常（税込）価格780円の品

20%OFF
本体価格578円税込625円　

1F 福泰厨房  〈中華料理〉   052-848-9264 ハズレなしの
抽選会開催中！

ご旅行をお申込み頂くとグループで
1回ご参加頂けます。
対象：1泊以上の宿泊を含むご旅行
※なくなり次第終了となります。

1F JTB 東海  〈旅行〉   052-899-7350

3/25（金）・26（土）・27（日）の3日間限定

ほっとクリゼン 30円引
当店平常（税込）価格250円の品

税込220円
1F スガキヤ  〈ラーメン＆ソフトクリーム〉   052-892-6791

ご新規様限定お試し価格
チラシ持参で
ALLメニュー 
当店平常（税込）料金より

20%OFF
※前髪カットを除く。

2F ファミリーヘアサロン デューポイント  〈美容室〉   052-680-9700

スイートランドゲーム
1回無料チャレンジ券
※お1人様1回限り
※有効期間 3/25（金）～4/3（日）

1F にこぱ  〈アミューズメント〉   052-848-6946

2F ニトリデコホーム なるぱーく店  〈ホームファッション〉    0120-014-210

当店メンバーズ登録会員様
税抜3,000円以上お買上げで

5%OFF
お昼寝布団セット 
当社平常（税込）価格から

全品10%OFF

3/26（土）・27（日）
キッズシューズ（税抜1,990円の商品）

2足まとめ買いで本体価格3,000円
3/28（月）～4/3（日）

人気シューズ最大 50%OFF

3ドアボックス パル
税込各1,590円

ユンケルD2（3本パック）
当店平常（税込）価格2,916円の品

本体価格1,463円
税込1,580円

2F ライトオンex  〈レディス・メンズ・キッズ〉   052-385-9720

2F 西松屋チェーン  〈ベビー・子供用品専門店〉   052-892-6268

1F ABC-MART  〈メンズ・レディス・キッズシューズ〉   052-899-7372 2F ファッションセンターしまむら 〈ファミリー〉   052-899-7377

縦横、どちらでも使える！
用途に合わせて
レイアウト自在。

限定20セット
洗える着物と半巾帯セット
当店平常（税込）価格12,782円の品

本体価格2,900円
 税込3,132円

2F BANKAN  〈和雑貨・きもの〉   052-899-0670

限定30セット
ハラミカットステーキ
＋ハンバーグセット 
ステーキとハンバーグとライス・スープカレー
当店平常（税込）価格1,060円の品

本体価格834円税込900円
1F キングステーキ  〈ステーキ・洋食〉   052-838-6867

期間中 

10分間の
無料鑑定サービス
※お1人様1回限り

2F 占い猫のユリカゴ  〈占い〉   070-5405-2573

同時開催
ポイント
2倍

●天恵 二色どら焼
本体価格198円税込213円　

●壮関 茎わかめ（うす塩味・梅しそ味）
当店平常（税込）価格より 41円引

本体価格148円税込159円　
1F おかしの里 もりや 〈駄菓子・お菓子の専門店〉   052-891-3277

●新規入会の方
100ポイントプレゼント
●期間中 ポイント3倍

1F くまざわ書店  〈書籍〉   052-892-6124

限定3名様
中学生英会話コース
入学金
8,640円免除

2F ECC 外語学院  〈英会話スクール〉   052-899-0144

●春物限定商品
平常価格より

※但し、赤札および一部除外品あり

● 期間中5,000円以上お買上げのお客様へ
4月中にご利用いただける
自店1,000円クーポン

プレゼント
※但し、税込10,000円以上お買い上げ時にご利用
いただけます。

2F コマダ プラスモード  〈レディス・レディス雑貨〉   052-895-7110

10%OFF

※当日登録の
お客様も
対象となります。

税込3,240円

1F マツモトキヨシ  〈ドラッグストア〉   052-899-7399

限定40点  お一人様2点限り
・ レディースTシャツ各種（M・L）
・ レディース骨盤シェイプ 
ショーツ各種（M～LL）

税込各500円
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〈使用例〉


