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出産準備＆子育て家族をサポート！
ベビーザらスの便利＆お得なサービス

ベビー用品や育児に関する専門知識を持ったスタッフが、
どこからでも出産準備をサポートします。
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クーポンプレゼント条件

クーポン利用条件

●ハローベビー ストアツアー、及びスマホでストアツアーに参加された、トイザらス・ベビーザらスメルマガ会員の
　プレママ・プレパパのお客様にプレゼント ※会員登録は事前にWeb登録あるいはツアー当日に店頭にてご登録可能です
●1回のご参加につき、1枚プレゼント（ご家族で参加でも1枚のみ）

クーポン適用対象外
粉ミルク、液体ミルク、ベビーフード、ベビードリンク、紙おむつ、おしりふき、ママ＆キッズ商品、ゲーム機/ソフト、
書籍、CD、DVD、ブルーレイディスク、各種前売券、ギフトカード、プリペイドカード、予約金、オンライン予約商品、
こども商品券、トイ・ワイド友の会会費、配送料、防犯登録料など

ハローベビー ストアツアーの場合
全国のトイザらス・ベビーザらス店舗または
オンラインストアにて
1回合計税込 ￥50,000以上購入でご利用可能

スマホでストアツアーの場合
トイザらス・ベビーザらスオンラインストアで
1回合計税込 ￥50,000以上購入でご利用可能

※サービス内容は、事前の予告なく変更となる場合がございます。予めご了承ください

学生さん＆そのご家族は
コンタクトが30％OFF！
学生証のご提示で、コンタクトレンズが全品30％
OFF。ご家族の方も同時購入で30％OFFに！
※他割引との併用不可 

1F ハートアップ

KUNDAL H＆Mウォーター
トリートメント 2,024円（税込）
ダメージヘアもさらりとした健康な髪に
導きます。今だけ20％OFFの特別価格♪
1F 韓国商店 イルソイルソ

スカイラボスーツケース
12,980円（税込）
グランサックスオリジナルデザ
イン。4泊分が入る大容量。その
ほか、機内持ち込みサイズも。
1F グランサックス

店内ウオッチ各種10％OFF！
期間中、店内の時計商品がお得に♪季節の
変わり目と一緒に、時計も一新して秋
ファッションを楽しんで。
1F キラット

松竹梅うさぎ直火用
名入れ土鍋8号 14,300円（税込）
 9号 17,600円（税込）
世界に一つの名入れ土鍋は贈り物にも最
適。そのほか、IH対応名入れ鍋も展開。
1F ORIBE

靴下3足 1,100円（税込）
1足 385円（税込）
定番カラーから、差し色に
ぴったりのカラーも豊富♪
足元から秋の装いにチェ
ンジ！
1F チュチュアンナ

アデリアレトロ 中コップ8 　　  770円（税込)
 台付きグラス320  770円（税込)
 脚付きグラス　1,650円（税込)
懐かしさを感じるデザインと使いやすい形状が
魅力です。
2F ロフト

ハロウィン商品、続々登場！
ハロウィン装飾や仮装などが豊富にラインアップ！
秋を満喫するアイテムをゲットしよう♪
2F ダイソー

調理家電祭、開催中！
秋の味覚を美味しく楽しめる高級炊飯器やオーブン
レンジ、電気圧力鍋など、話題の調理家電がお得！ 
2F コジマ×ビックカメラ

ノベルティフェア開催中！
3,000円、5,000円、10,000円分（すべて税
込）ご購入の方に、ノベルティプレゼント。
金額に応じてプレゼントは変わります♪
1F cos:mura

トレンドのチェック柄を取り入れた
セットアップコーデ♪
ハタラクジャケット 6,600円（税込）
キノウツキチェックテーパード 4,400円（税込）
シアワセ2WAYローファー 4,950円（税込）
ゼロカルショルダーバッグ 4,400円（税込）
1F レプシィム

【9/17（土）～30（金）】
自店ポイントカード2倍！　
読書の秋におすすめの本や小説、絵本が豊富に揃
います。心地の良い気候の秋は、読書を楽しもう♪
2F くまざわ書店

入会金5,500円（税込）+教材費4,950円（税込）
→2,750円（税込）
期間中、ご入会の方は入会金がお得に♪さらに、
教材費も無料！
※体験後、1週間以内に入会申し込みの方に限ります 

2F セイハダンスアカデミー

【出発日9/26・10/4・10/7】信州ぶどうW狩り
日帰りバスツアー 12,300円（税込）
最少催行人員25名。詳しくは店頭チラシをご覧
ください。
　  JTB総合提携店 
2F ツーリストアイチ

【10/4（火）～11/11（金）】
健康ボウリング教室＜全6回＞ 2,000円（税込）
火～金曜日の10時～または14時～のコー
スをご用意。毎週同じ曜日と、同じ時間帯
に通うことができます。お申し込みはお電
話（TEL:070-3146-2841）で♪「健康ボウリ
ング教室について」とお伝えください。
3F ラウンドワン

初回入会で入会金・事務手数料無料！
＋1カ月分会費＜6,578円（税込）～＞無料！
脱毛、キャビテーションなど、プロ用エステ
マシンが使いたい放題！
2F セルフビューティージム ミセル　

ハローベビーストア ツアー参加で
5,000円OFFクーポンプレゼント！
ベビー用品や育児に関する専門知識を持った
スタッフが出産準備をサポート！お申し込みは
お電話（TEL：0568-56-1177）で♪
2F トイザらス・ベビーザらス

七五三セットスタンダード 60,280円（税込）
七五三撮影の方限定のお得なセットが登場。
4ページ4カット＋表紙2カットの写真集+4カッ
トをBOXフレームに入れた「BOXフレームデザ
インフォト」が1点とご両家様分のギフト商品、
さらに画像データ付き！
2F スタジオアリス

ズボンのライン加工代
1,056円（税込）→ 656円（税込）※ズボンクリーニング代は別途
シャープな折り目を引き立たせ、シャキッとした印象を
長持ちさせることができます。
1F タカケンクリーニング

入会金 11,000円（税込）→5,500円（税込）
期間中、ご入会の方は入会金が半額に♪さらに、
9/30（金）までのお問い合わせで教材費も無
料！※体験後、1週間以内に入会申し込みの方に限ります 
2F セイハ英語学院 

整体・骨盤調整100分コース
初回の方、または1年以上ご利用の
ない方 5,940円（税込）
骨盤調整と揉みほぐしのほか、
身体の悩みに合わせた施術が
可能。
2F カラダファクトリー

持込カラー 2,310円（税込）
※2箱以上＋330円(税込)

市販のヘアカラーを持参するメニュー。プロの技術で
ムラなくきれいに染め上げてくれます。
1F 美容室イレブンカット



期間中、

赤エビが2尾に！

シビ辛！鬼ザンギ 3個 480円（税込）
定番ザンギに特製ハバネロソースとスパ
イスパウダーをかけた鬼ザンギが登場！
辛さ増しも可能。
1F 美唄そば大地

カフェカルディドリップ 
マイルドカルディ 537円（税込）
人気の「マイルドカルディ」が手
軽で便利なドリップコーヒーに♪
1F カルディコーヒーファーム

不二家 LOOK モンブラン＆栗きんとん
106円（税込）
熊本県産「球磨栗」を使った限定チョコ。モン
ブランと栗きんとんの食べ比べができます。
1F おかしのまちおか

新生姜コロッケ 180円（税込）
「岩下の新生姜」入り。すっきりとした風味
が広がります。季節の変わり目の疲労回復
におすすめ。
1F コロッケのころっ家

カニ甲羅ミニチラシ 600円（税込）
北海道産カニ丸ごと一杯汁 473円（税込）
北海道産ズワイガニを、ちらし寿司と一杯汁
で存分に堪能できます。
1F 寿司一心

白豚骨 味玉入り 820円（税込）
24時間じっくり豚骨を炊き込んだスープ
は濃厚ながらも後味すっきり。麺によく
絡みます。
1F 長浜豚骨ラーメン 一番軒

ゴディバ オータムコレクション（10粒入） 
3,456円（税込）
秋の味覚を使った限定チョコレート。可憐な
パッケージに詰め合わせました。
1F ゴディバ

炊き込みごはんの素、食べる
スープ味噌汁 各種390円（税込）
秋の食卓は美味しく時短！季節
の素材が楽しめる炊き込みご
はんと味噌汁を。
1F 無印良品

焦がし抹茶ミルクシュー 270円（税込）
ブリュレしたシュー生地に、宇治抹茶入りの
濃厚カスタードとミルククリームがたっぷり♪
1F ベイクドマジック

巨峰シャインマスカット ルシャポ 
1カット 1,300円（税込）
巨峰とシャインマスカットが同時に味わえる
至福のケーキ。
1F 果実びより

ハロウィンパンプキンドーナツ棒 400円（税込）
ドトールスイートポテトドーナツ棒 400円（税込）
プラチナスイーツタルト栗 325円（税込）
秋限定のドーナツ棒と栗タルトが登場♪
1F かすがいＧＯＧＯ！

干物バイキング 330円（税込）～
鮮魚の旨みをぎゅっと凝縮した干物が
お買い得価格に♪自宅でふっくら焼いて
召し上がれ。
1F 西京漬け 焼魚専門 太市食堂

オレンジ練乳ソースクリーム
クレープ 548円（税込）
オレンジの果実と練乳クリーム
を包んだ爽やかなクレープ。
1F ジェラフル

コンボ御膳 並 2,178円（税込） 
 大 2,508円（税込）
国産牛100％のハンバーグと柔らか
なステーキが一度に楽しめます。
1F とろけるハンバーグ 福よし

北海道直送丼 極 1,800円（税込）
北海道から直送する鮮魚がふんだ
んにのった贅沢な丼。有頭赤エビを
＋1尾サービス！
1F 大幸魚類

※写真は1尾です
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