
おかげさまで
　開業から5年！
　駅前から上昇していこう！

2021.4/11-5/5

ハピテラス1F
happiring

HADOトーナメントバトル
超体験型！ AR スポーツ

4/17
　18

(土)

(日)

5周年記念式典
記念品を先着 100 名様に進呈

4/17(土)

自らの手でエナジーボールやシールドを発動さ

せ、フィールドを自由に移動し、仲間と連携しな

がら対戦を楽しみます。

どなたでも参加できます。

日本発のARスポーツ 「HADO」。

体験料お一人様 500円
ハピリンモール㈱　☎0776-20-2020問

料

ふくい お肉マルシェ2021
５年連続開催！　毎年、 大人気！

5/1~
　5

(土)

(水)

毎年長い列ができた「炭火炙りハラミ丼」や、じっ

くりタレに漬け込んだ「極厚ねぎ塩牛タン」、肉汁

タップリの肉料理が勢ぞろいします！今年は有名

スイーツ店も多数登場。肉とスイーツの美味しい

コラボが存分に楽しめます。

ゴールデンウイークの定番イベント！　

福井新聞社営業企画局　☎0776-57-5152問

GoGo５周年 フェア開催
５周年開業記念特別企画

4/11~
5/5

(日)

(水)

2016年 4月28日開業から5周年を迎えるにあたり新た

に、「くずし割烹ぼんた個室お二階」と「フレッシュジュー

スと生ジェラートのお店・サニーさんの農園マルシェ」

の２店舗がオープン。各店では、５周年記念の特別商品

を企画しました（裏面参照）ハピリンマルシェも開催中！

開業５周年を記念して、 全館フェア開催

ハピリンモール ( 商業 )1F~2F
happiring

ハピリンホール3F
happiring

ハピリンモール㈱　☎0776-20-2020

ハピリンモール㈱　☎0776-20-2020

問

スタンプラリービンゴ
５周年記念　施設間連携イベント【ハピPark】

あつまれ！市民活動の森
５周年記念　施設間連携イベント【ハピPark】

5/1　「憧れ JETS 卒業生のお姉さんから学ぶ　チ

アダンス基礎レッスン」開催11時、13時半（2回）

※事前申込要　その他、ボッチャ体験会、おもちゃ

の修理会、エコ縁日などを期間中開催します！

市民活動団体による活動の体験会開催！

※参加無料　
総合ボランティアセンター　☎0776-20-5107問

料

お肉マルシェでお腹を満たしたあとは、「3Fハピリン

ホール」でひとやすみ♪限定で配布されるビンゴ

カードで、館内をぐるぐる回ってスタンプを集める

と豪華景品が当たるスタンプラリーに参加しよ～♪

スタンプラリービンゴ大会開催！

ハピリンモール㈱　☎0776-20-2020問

eスポーツを体験してみよう！
セーレンプラネット開館 5 周年記念

4/17
　18

(土)

(日)

人気名作パズルゲームが進化、VRで驚きに満ちた３D

体験ができる「TETRIS®EFFECT」、「ぷよぷよeスポーツ」

などを無料プレイ！更に、ドームシアターでは、プロに

よるデモンストレーションもご覧いただけます。

北陸初 「ぷよぷよ」 JeSU公認プロが来館！

セーレンプラネット5F
happiring

3Fハピリンホール

※チアダンス基礎レッスンは5/1のみ※チアダンス基礎レッスンは5/1のみ

オリジナル番組 無料 DAY

場※参加無料　料 抽選場：3Fハピリンホール場

3Fハピリンホール場

開館記念日　ありがとう 5 周年！

整理券を当日9時30分から先着順に
配布いたします。 （各回60人定員）

無料　※スケジュールは HP にて確認ください。
ドームシアター10:00~18:45

料

時 場

開館記念特別投映
ドームシアター特別企画

今まで投映した数十種類の番組や、様々なイベン

トを振り返ります。もう一度見たい番組や、復活

してほしいイベントリクエストを受け付けます！

5/1～ 5/5の期間中は割引料金、 特別
内容で投映をいたします♪（各回60人）

大人500円、高校生以下250円
ドームシアター

※スケジュールはHPにて
9:30~から当日分のチケット販売

料

時 場

セーレンプラネットができてから展
開館以降のセーレンプラネットの活動展

無料

10:00~17:00
料

時5Fエレベーター前場

無料

10:00~16:00
料

時

5Fエレベーター前場

日替わりで天体のキーホルダー作りに挑戦！毎日

参加し、５つの天体を完成させよう！大きさは約

7.5㎝です。※事前申込優先（4/15～電話・来館時）

太陽系キーホルダーを作ろう
開館記念特別ワークショップを開催！

1 個 200円
11:00~12:00、 14:00~15:00（各回 5 人）

料

時

5/1~
　5

(土)

(水)

5/1~
　5

(土)

(水)

1Fハピテラス場

ハピテラスにて、5周年記念セレモニーを開催。

先着100名様には、新店舗の名物「アップルパイ」

を進呈致します。※密を避けるため、事前整理券

を9：30より配布致します。

5周年記念セレモニーを開催。

無料

式典 10:00~　記念品進呈 11:00～
料

時

4/28
(水)

☎0776-43-1622

5/1~
　5

(土)

(水)

5/1 ~
　5

(土)

(水)

5/1~
　5

(土)

(水)



　 ハピリンモール㈱　
☎0776-20-2020
問

　 ハピリンモール㈱　☎0776-20-2020
　 福井市総合ボランティアセンター　☎0776-20-5107
問

　 福井新聞社営業企画局

☎0776-57-5152
問　 セーレンプラネット

☎0776-43-1622
問

遊びつかれたら...
ハピリンホールで
ひとやすみ

10:00～17:00毎
日 参加無料

土 水5/12021/ 5/5

場所 ： 3 階ハピリンホール

ハピテラス1F4/17  18(土) (日) セーレンプラネット5F4/17  18(土) (日) ハピテラス1F5/1　~5(土) (水)

ふくい

in ハピテラス

今年で
5年目！

今年は有名スイーツ店も多数登場し、肉とスイーツの美味しいコラボが

存分に楽しめます。お肉やスイーツに合うワインやアルコールも豊富に

品揃え。今年の大型連休はハピリンでお楽しみください。

厳選牛レア寿司 花びら牛ステーキ丼

ハラミステーキ丼 極厚ねぎ塩牛タン

5/1　~5(土) (水) 11:00~16:00

ハピリンホール3F5/1　~5(土) (水)

●感染予防対策のため会場への入場制限をさせていただく場合があります。　●手指の消毒・検温・マスクの着用など係員の指示をお守りいただき、安全にお楽しみください。 【主催】ハピリン管理組合【協力】まちづくり福井㈱・セーレンプラネット・総合ボランティアセンター

　5 周年記念施設間連携イベント

　特別レッスン参加者募集中！ 4/25 締切

総合ボランティアセンター
       あつまれ！市民活動の森

憧れJETS卒業生のお姉さんから学ぶチアダンス基礎レッスン

憧れJETSのお姉さんからチアダンスを
教えてもらおう！

→QRコードを読取
応募フォームより
お申込みください

市民活動団体による、活動の体験や
ワークショップを行います！

5月1日(土)～5日(水・祝)　 

〈お問合せ〉総合ボランティアセンター　0776-20-5107

5/1(土) /第2部13:30～ 定員：各回20名対象：小学1年生～大人第1 部11:00～

ハピ Park 
LINE UP

ハピリン館内ぐるぐる
　　　スタンプラリービンゴ

2等　 漫画全巻セット
　
3等　 ナノブロック各種
　　
4等　 チョコエッグ
5等　 ハリボー
　　　
参加賞 うまい棒　　　　

5/1（土）
5/2（日）

5/3（月・祝）
5/4（火・祝）

5/5（水・祝）

チアダンス基礎レッスン
エコ縁日
エコドライブ体験
　福いいネ！缶バッチづくり
ボッチャ体験
レクリエーションボッチャ体験
ルービックキューブ体験
おもちゃの修理会
絵本読み聞かせ

（一社）チアドリームプロジェクト

エコプランふくい

アースサポーター福井会

福井市新幹線プロモーション課

福井県ボッチャ協会

福井市ボランティア連絡協議会

東安居ふれあいこどもサロン

ふくいおもちゃ病院

絵本シェリングの会

抽選会景品一覧

ハピリン各施設に専用のスタンプを
設置。館内を回って、スタンプを
あつめると、豪華景品が当たる
抽選会に参加できます★

※景品がなくなり次第終了となります。

Nintendo Switch

ビンゴカードの台紙は
3階ホールで受け取ってね！

1等

セーレンプラネットが
　　できてから展

開館以降行ってきた、
イベントを紹介！
会場ではリクエスト
投票も行います！！

5月 1日 (土 )～
　　　　5日 (水・祝 )　

(一社)チアドリームプロジェクト

事前申込が必要です事前申込が必要です

Nintendo Switchのロゴ・ Nintendo Switchは
任天堂の商標です。



5 周年を記念し、 5 にまつわるイベントを各店で開催します Apr-May.2021

季節の食材を使用した懐石料理のコース。
4/11 ～ 5/5 の 25 日間特別価格でご提供。（要予約）
（昼・夜どちらでもご提供可能）

らでん 夜のコースを特別価格でご提供

※ 5周年記念口福コースをお食事の際は
店舗へ2日前までに事前予約下さいませ。

通常価格 6600 円のところ

●5周年記念 special
　　　　　　　　口福コース

いちろくらーめん
ふくい駅前

　     が出た方にプレゼント

全のせらーめん

人気＆定番トッピングが全部のった
贅沢な１杯を無料で食べられる
チャンス！この機会に是非。

のつく日に、

　　　が出た方に
「全のせらーめん無料券」
をプレゼント！

期間中の

くずし割烹ぼんた 選べるお得な期間限定セット

ぼんた自慢の品が入った 3種類の
セットの中からお好きなものを♪
ランチにも酒飲みさんにも最適！11:30 ～ 23:00

☎  0776-43-0997  　㊡なし
ハピリン 1 階

●夜飲みくずしセット

はな里 超かわいいカラフルブーケが

5周年を記念して
●ミニブーケ de555

新鮮な生花を花束に

旬の新鮮なお花をミニブーケに。
この機会に、大切な人へ贈ってみ
ませんか？

11:00 ～ 18:00
☎  0776-39-0115  　㊡火曜日

ハピリン東側 おたん横　

7:00 ～ 23:00（月～土）　8:00 ～ 23:00（日・祝）
☎  0776-21-8163 　㊡なし

ハピリン 1 階

PRONTO

ケーキセットをお得に食べられるチャンス！
各種ドリンクとのコンビネーションを
お楽しみください。

ケーキセットがハッピープライス●ケーキセット全品
お好きなケーキ+ドリンク

10:00 ～ 22:00（茶屋お食事 11:00～21:00 L.O）
☎  0776-20-2929  　㊡なし

ハピリン 2 階

福福館 ●福福五合そば

自慢の自家製手打ちそばを5合盛り付け。
一人で豪快に食べるのも、楽しくシェア
して食べるのもいいですね♪

記念価格で量も値段も大満足♪

贅沢具だくさんの海鮮巻きを記念価格で販売。
何の具材が巻かれているかはお楽しみ♪

オレボキッチン お得に美味しい海鮮巻きおたん 名物おでんがほっこり価格

●あげ　●たまご
●大根　●こんにゃく

おたん人気おでんセット

通常 660 円のところ

福井駅前の名物おでんが、
5周年を記念しスペシャル価格♪

名物おでん

11:30 ～ 23:00

ハピリン 1 階

ハピリン 1 階
ＪＲ側

☎  0776-28-2502　㊡月曜日

【平日・日・祝】9:30 ～ 17:30
【土・祝前日】9:30 ～ 20:00
☎  0776-43-1622  　㊡なし

ハピリン 5 階

セーレンプラネット 高校生以上、誰でもお得

営

　●ドームシアター料金 一律

通常価格一般 620 円のところ

※各回 60名
※当日 9:30 から先着順に販売  ※内税

※年パス・障がい者手帳使用可

10:00 ～ 20:00
☎  0776-43-3131  　㊡なし
営

11:00 ～ 14:00　17:00 ～ 21:30 
☎  0776-50-2901  　㊡毎週水曜
営

9:00 ～ 21:00（20:30  L.O）
☎  0776-22-0028  　㊡第一水曜日
営

営

営

ハピリン 2 階

普段は買えない、シンプルでかわいい
マグカップをゲットしに来てね♪

present

BURGER KING オリジナルマグプレゼント

（別名：ワッパーセット）を、
ご注文の方に
「バーガーキングオリジナル
マグカップ」をプレゼント！
（ワッパー Jr は対象外）

※先着 100 名様

10:00 ～ 20:00
☎  0776-25-0291  　㊡なし

ハピリン 2 階

今だけのスペシャルドリンク

大人から子供までみんな大好きな
あのドリンクたちが、スペシャルな
ビジュアルで登場。この期間に是非！

●メロンクリームソーダ
●コーヒーフロート
●コーラフロート

K i r a r i 今だけの限定メニュー

がブリチキン。最初の 1杯スペシャルプライス

ぶっちぎりの爽快感でしっかり旨
いジムビームハイボールと自慢の
からあげは相性バッチリ♪

11:00 ～ 22:00（21:30 L.O）
☎  0776-22-4511  　㊡なし

ハピリン 1 階

●最初の1杯
（ジムビームハイボール）

かゞみや 大人気商品が特別価格で

8:30 ～ 19:00
☎  0776-22-5561  　㊡なし

ハピリン 1 階

オリジナル柄メガネカタパン (3枚入)

●もみわかめ　　　   通常777 円

●うに豆  2袋　通常 712 円

磯の香り豊かなわかめをあたたかい
ご飯やおにぎりでお楽しみください。
※数量限定

かがみや名物のメガネカタパンに
5周年限定デザインが登場。

香ばしい粒よりのそら豆にうにを
まぶした自慢の逸品！※数量限定

※数量限定●メガネカタパン

●メガネカタパン

●うに豆  2袋　●もみわかめ　

（税込）

生大 555 ジョッキ
　+刺身 5種盛り合わせ

●くずし堪能御膳
サーモン親子丼
　+牛皿 +味噌汁 +漬物

●5周年、お任せ前菜 5種
前菜 5種 +日本酒 90cc 
　or お好きなドリンク 1杯

(ランチのみ）

通常価格 1,848円のところ
5周年記念価格

（税込）

Ａ
Ｌ
Ｌ

Ａ
Ｌ
Ｌ

！

5 周年記念価格
●海鮮巻き

通常価格 600 円のところ

（税込）

（税込）

（税込）

福井市観光物産館

（税込）

（税込）

（税込）

（税込）Ａ
Ｌ
Ｌ

Ａ
Ｌ
Ｌ

インチバンズ　
　バーガーセット

（税込）

10:00 ～ 10:35　「今夜の星空さんぽ」
11:00 ～ 11:35　「げんき げんき ノンタン」
12:30 ～ 13:05　「今夜の星空さんぽ」
13:30 ～ 14:05　「ハナビリウム」
15:00 ～ 15:35　「今夜の星空さんぽ」
16:00 ～ 16:35　「星の降る夜に」

～特別プログラム～

17:30 ～ 18:05
　「ダイナソーアート」
18:30 ～ 19:05
　「星々の約束」

5/1
限定

福井市自然史博物館分館

約
３
０
㎝

メロン
クリーム
ソーダ

コーヒー
フロート

コーラ
フロート

福福五合そば

くずし堪能御膳

刺身 5種
　盛り合わせ

前菜 5種

10:30 ～ 21:30（月～土）
10:30 ～ 20:00（日・祝）

（15:00～17:00  仕込※月～土）

☎  0776-43-1639 　㊡なしハピリン 2 階

営

営

営

営営

営

営

口
福
コ
ー
ス
（
イ
メ
ー
ジ
）

ケ
ー
キ
セ
ッ
ト
（
イ
メ
ー
ジ
）　

各各

キャンペーン期間キャンペーン期間キャンペーン期間

キャンペーン期間

キャンペーン期間

キャンペーン期間

キャンペーン期間

キャンペーン期間

キャンペーン期間キャンペーン期間4/11 ～ 5/5キャンペーン期間 4/11 ～ 5/5

4/11 ～ 5/5キャンペーン期間

4/11 ～ 5/5

4/11 ～ 5/5

5/1 ～ 5/5 4/11 ～ 5/5 4/11 ～ 5/5

4/11 ～ 5/5

4/11 ～ 5/5

4/11 ～ 5/5

4/11 ～ 5/5

　　

高校生以下一般

サイコロを
振って、　　

（4切れ）

（袋入り）

･ホットコーヒー
･アイス コーヒー
･アイスティー

（一部商品除く）(
2021.4/11-5/5

 

くずし割烹ぼんた 個室お二階part2 2F

4/17(SAT) OPEN! 4/17(SAT) OPEN!

旬のフルーツや野菜を使用したジェラート

ハピリン１F サニーさんの農園マルシェ
福井市中央 1-2-1　ハピリン１F 北側正面玄関前
 10:30 ～ 19:00 当面の間　（以後変更の可能性あり）

☎0776-28-2525

営

場

割烹の味を、 居酒屋の気軽さで。
くずし割烹ぼんたの美味しさをそのままに
ハピリン 2 階にオープン！

福井県産の素材をふんだんに使用したコース

大人気のくずし割烹ぼんたが全室個室になって

ハピリン2階に2号店をオープン。

14 時よりディナーメニューが注文でき、早い時

間から美味しいお酒とお肴を味わえます。

福井越前の食材をふんだんに使用し割烹料理に

仕上げ、リーズナブルな価格でご提供致します。

福井の魅力が凝縮された割烹メニューを是非お

試しください。

福井の地酒も季節ごとに多数ご用意してお待ち

しております。

福井の旬の食材・地酒をごゆるりとご堪能くだ

さい。

ハピリン2F 個室お二階
福井市中央 1-2-1　ハピリン 2F
14 時～ 23 時（LO 食事 22 時ドリンク 22 時 30 分）

☎  0776-97-5662  　㊡なし
営

場

VOICE
VOICE

　

食材へのこだわりはもちろん、お酒は季節の一番

美味しい銘柄の地酒を取り揃えております。ここ

でしかできないサービスをご提供致します。

NEW OPEN!
福井県初、
農園をテーマにしたスィーツマルシェが
ハピリン 1 階にオープン！

毎日農家より直送される新鮮な青果。

旬の果物や野菜を使用したフレッシュジュース

や工房で作る作りたて生ジェラート。

手土産にもおすすめ果実たっぷりのスイーツた

ち。福井の四季を感じる農園マルシェです。

店内飲食も可能です。是非ハピリンにお越しの

際はお立ち寄りください♪

NEW OPEN!

ハピリン

サニーさんの農園マルシェpart1 1F

くずし割烹ぼんた

フレッシュジュースと生ジェラートのお店・

１F ハピリン

2F

地産地消にこだわり、みなさんに安心・安全で

美味しく召し上がっていただけるスイーツや

ジェラートをご提供致します。
● メニュー ●

・朝採れたて果物・野菜のフレッシュジュース・ソーダ

・カットフルーツ　　・濃厚生ジェラート

・贅沢パフェ　　　   ・フルーツサンド

・フルーツゼリー        ・ベジタブル食パン

・アップルパイ   ...etc

※変更になる可能性がございます。

フレッシュジュースと生ジェラートのお店・
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