
ご使用になりたいクーポンを
切取ってお店の人にお渡し下さい。

スタンプラリー＆ディノスライダー
で遊ぼう！

ハイハイ＆カタカタ＆
はじめてのおつかいレース

ディノスライダー

★スタンプラリー★ 

館内のスタンプ台で
スタンプを集めよう！　

スタンプを全部集めると

「化石」プレゼント！

先着

100名様

館内店舗1000円

以上お買上当日

レシート持参の方

筑紫野ベレッサ

LINE＠お友達

以下の条件で参加無料

or

※ディノスライダーは１回 300円でも参加可。小学校３年生まで

297/ 日

11:00～16:00 

1F パームコート

118/ 土
・
祝

1F パームコート

128/ 日

1F パームコート 歌と音楽の楽しい
絵本の読み聞かせ

ウッドベースやピアノの生演奏で

絵本の物語を彩ります。

体を包み込むような音色、

軽快なリズム、みんなの表情や

進行に合わせて。

いつもより特別な読み聞かせです。

観覧
無料

第一部 

13:00～13:30
第二部 

15:00～15:30
●ハイハイレース（生後 12ヶ月迄のお子様）：11：00 ～

●カタカタレース（生後 24 ヶ月迄のお子様）：13：00 ～

●おつかいレース（生後 36 ヶ月迄のお子様）：14：30 ～

ゴールラインの保護者の元へハイハイで移動するスピードを競います。ゴールラインの保護者の元へハイハイで移動するスピードを競います。

ゴールラインの保護者の元へカタカタを押して歩くスピードを競います。ゴールラインの保護者の元へカタカタを押して歩くスピードを競います。

指定したものをカゴに入れて保護者の元へ戻るスピードを競います。指定したものをカゴに入れて保護者の元へ戻るスピードを競います。

参加景品
プレゼント！館内店舗1000円

以上お買上当日

レシート持参の方

筑紫野ベレッサ

LINE＠お友達

以下の条件で参加無料

or

※定員に達した場合はキャンセル待ちとなります。

いきなりぎゃらりぃ
フロンティア・ウィンド inベレッサ筑紫野

フルールジュン

お盆フェア
別館  フルールジュン 
 ☎092-927-0252   

78/ 火

10:00～16:00 

1F パームコート

8 -118/
水

土・祝

10:00～ 

1F パームコート

2 -58/
木

日

10:00～ 18:00

1F パームコート

/手作り雑貨が大集合！ /

おはりこ＊くらぶ
1 プレイ
サービス

クレーンゲーム

2f プレイランド

筑紫野ベレッサ店限定 2018.8/ 31 まで

筑紫野ベレッサ

自由研究をテーマに３つの制作メニューがあります。
好きなメニューを自由に選んで
世界に一つだけのオリジナルを作りませんか？

夏休み!! 自由研究工作 夏休み期間
毎日開催

参加費300～600円　12：00～16：00まで

お盆に最適なアレンジメント等
ご用意しております。

まごころのこもった手作り商品販売します！

働く障がいのある方々を

応援します！

100円引

3f ファンタジーキッズリゾート 
筑紫野

施設利用料金

筑紫野ベレッサ店限定 2018.8/31 まで

※一会計につき一枚使用可。
※お誕生月特典他クーポンとの併用可能

2f

筑紫野ベレッサ店限定 2018.8/ 31 まで

シエスタ 丼匠

￥200
かき氷 全品

別棟 大戸屋　美しが丘店

筑紫野ベレッサ店限定 2018.8/ 31 まで

※デザート、サイドメニューのみは対象外

ドリンクバー or
五穀の素
１つサービス

定食又はおかず単品
ご注文で

1f マクドナルド
筑紫野ベレッサ店

筑紫野ベレッサ店限定 2018.8/31 まで

ポテト L サイズ

￥200

受付：各回30分前～(代理受付不可)

※全イベントは変更になる場合がございます。予めご了承下さい。



フリーダイヤル 0120-000-395

最新情報はホームページ
SNSをチェックして下さい。

※店舗によっては内容が変更になる場合がございます。
※掲載の衣料品の写真はイメージです。

10：00-20：00  営業時間 店舗により営業時間が異なります。

３F カットファクトリー
1000 円カット 　毎週木曜日定休

３F プロエレガントカラー
電話予約は受付ておりません

1F サンドラッグ　 ☎092-927-3171

B1F 西日本新聞 TNC 文化サークル
      　☎092-927-1549 

B1F キッズキッズ筑紫野保育園
7 時 30 分～ 18 時 30 分 （日祝休） ☎092-710-3238

B1F きょくとうクリーニング
　　　 筑紫野ベレッサ店  ☎092-927-0266

B1F カワイ音楽教室　 ☎0120-700-660 

３F ニューバランスフットサル
    プレイス福岡　 ☎080-4099-1992 

３F デイサービス筑紫野
　　　 ☎092-408-4499

３F エステートワン㈱  ☎0120-080-142
B1F レヴィ歯科クリニック
平日10時～20時 土日祝10時～18時 30分  ☎092-403-7600

ベレッサ
夏の

夏期講習会キャンペーン！

１ヵ月分の授業料が無料
※週１回 （月４回） の４コマ分が無料。 （7/16 ～ 8/31）

火～金 15時～22時 ・土 13時～20時半 ☎0120-747-818

３F 筑紫修学館　 ☎092-927-2821 

夏期講習

受講申込受付中！

B1F セイハ英語学院 筑紫野ベレッサ教室 ☎0120-815-718  

B1F

筑紫野ベレッサ 整骨院
☎092-982-6376

ルミエール 筑紫野店
営業時間  9 時～ 21 時
☎092-927-2202

☎092-926-6888 別棟

博多ベーカリー

３F ズーアドベンチャーカフェ　　
☎092-710-3440  休 / 木曜

お 1人様 1ドリンクで
ご自由に利用できます。
※お子様２才以上~１ドリンク

お料理（お酒以外）持込みOK!
貸切もできます（要予約）

B1F ハクジュプラザ ☎092-919-7039  

【セールのお問合せ】 １F 武田メガネ 筑紫野ベレッサ店 ☎092-927-0250

50％OFF！最大

サングラス 
※image

【セールのお問合せ】　
1F 総合衣料 Mac-House

☎092-926-7477

80％

OFF！

最
大

１F マックハウス

※image

1F リサイクルマート
３F 個別教室塾スタンダード

【セールのお問合せ】２Fネイブル ☎092-408-6092

夏物衣料2F ネイブル

最大半額
均一セール

 ☎092-919-0115 

B2F ゴールドジム
　　筑紫野福岡

/BODY MAKE START キャンペーン！/

※詳しくはスタッフまで （7/1 ～ 8/12）

( 税抜 )

入会手数料  

コミコミ１万円！
先着

50名様

2F ペットショップ OPA

ペットショップOPA
☎092-927-0990    

元気いっぱい！
可愛い子犬・子猫が
たくさん待っています。

店内最大

１F シューラルー

60％OFF！
【セールのお問合せ】
１F レディス＆ファッショングッズ　シューラルー 

☎092-927-2883

※image

☎092-555-3339  

店内商品

5％OFF！
クレジット払い除く

買取金額

10％UP！

【お買い求めは】
２F タムタム ☎092-919-0120  

【お買い求めは】　2F くまざわ書店  ☎092-926-6931   

自由研究グッズ、夏休みドリル　

セリア×学研で
自由研究

【お買い求めは】
2F セリア筑紫野ﾍﾞﾚｯｻ店
☎092-555-4111 

別棟 リペアスター

☎092-919-7708 

靴・カバン修理
合鍵作成・
時計電池交換等
承ります。

エアコンの冷えからくる
足のむくみに

フットオイルマッサージ

初めて体験されるお客様に

クマ笹商品と海藻商品1日分
をプレゼント！

最大12日間

通常19,000円が 4,000円 
※モニター条件有 詳細はスタッフまで

モニター

募集中！

【セールのお問合せ】
2F ミセスファッション＆手芸雑貨
   プアン ☎092-926-5654

※一部除外品有

夏物バーゲン
2F プアン

50～20％
OFF！

１F 千鳥屋本家

【お買い求めは】１F 千鳥屋本家 
筑紫野ベレッサ店  ☎092-927-1523

お土産に最適
です。

白露しずく

B1F ヘアサロン PAL
☎092-926-7733 

カット 2,200 円 
リタッチ 2,800 円
ホリスティックカラー 3,800 円 
ホリスティックパーマ（カット別） 4,000 円～

ホリスティックストレート（カット別） 7,000 円 
 
 
 

モロッカンオイル

アジュバンボディプロテクト
UVスプレー

ピコオイル

予約優先

夏へ向けて
紫外線対策

大好評
！

※全て税別価格

１F 彩 SAI

※image

店内夏物商品

50％OFF！
＊一部除外品あり

【セールのお問合せ】　
1F ファッションハウス彩 SAI
筑紫野店　☎092-926-1322

保険見直して
みませんか？
チラシ持参の上、
保険相談で

ココット鍋プレゼント

1F ほけんの110番
☎092-926-8922  

筑紫野ベレッサ店

B1F エステ アップケリー
☎092-919-8507  休 / 火曜   

冷凍脂肪吸引

1 部位 32,400 円→1,500円

2 部位 43,200 円→2,500円

新グランド
メニュー
スタート

別館 大戸屋 ☎092-926-6888   

1F  プレミアムセレクト

エストロンブラックシャンプー

3,900円（税抜）→3,100円（税抜）

ザクロベリー（育毛剤）
2,000円（税抜）→1,600円（税抜）

1日2回使用で2ヶ月分 ※キャンペーン期間 8/31迄

汗や紫外線による抜け毛、
頭皮の乱れ改善にザクロ美容!!

夏休み工作コーナー
展開中 !!

夏休み！ワク
ワク

夏物SALE！


