
くわしくは、駅係員にお尋ねください
駅窓口、お客様サービスセンター(定期券うりば)で発売 お客様サービスセンター(定期券うりば)で発売

家族みんなが福岡市地下鉄全線乗り放題になる〈1日乗車券〉
お出かけやお買物などにぜひご利用ください。

65歳以上限定! 福岡市地下鉄が全線乗り放題になる便利でお得な定期券。
乗り降り自由なので、いつでもどこでも気軽にお出かけできます。

※大人は2名まで、小児・幼児は人数制限はありません。

木の葉モール橋本

問岩田屋サロン 092-407-2711

岩田屋サロン
お歳暮ギフトセンター

館内１F場 所
10:00～21:00時 間 (最終日は18：00まで)

※プレゼントは商品によって無くなり次第終了となります。
※12/25㊌から1/3㊎までは、お持ち帰りギフト・手土産
　コーナーを継続します。

岩田屋お歳暮では日本中から愛され続ける確かな
質の品々や、この季節ならではの贈り物をご用意
しました。「全国送料無料」1,400点・お買い上げ
金額に応じてプレゼントもご用意しております。

高齢者作品展
高齢者福祉サービスのご利用者に
よる作品が展示されており、
介護相談コーナーも設置して
おります。

問社会福祉法人 光薫福祉会 092-691-8111
場 所 館内1F

10:00～17:00時 間

ときめきマーケット11/16
土曜日

11/17
日曜日 スマホ写真撮影体験会

Xʼmas チキン＆ケーキ
合同予約会

11/23
土曜日祝

11/24
日曜日

11/23
土曜日祝

11/24
日曜日

壱岐ノ島の獲れたて生食用殻付
「長寿牡蠣」期間限定販売

11/9
土曜日

11/10
日曜日

12/7
土曜日

12/8
日曜日

12/14
土曜日

12/15
日曜日

12/21
土曜日

12/22
日曜日

11/23
土曜日祝

11/24
日曜日

問福岡市保健福祉局障がい企画課 092-711-4248
場 所 館内1F

10:00～17:00時 間

福岡市内の障がい者施設で作られるお菓子、
雑貨、食品の販売イベントを開催します。
今回は12の事業所が出展。
一度に様々な障がい者施設商品を見比べて
買えるまたとない機会です。

問ソフトバンク木の葉モール橋本 092-407-2878
場 所 館内2F11:00～19:00時 間

男の子は高級ミニカーに乗って、
女の子はシンデレラコスチュームで
写真撮影会を行い、来場記念として
「フォトフレーム」プレゼント！ 
参加費無料！ どなたでも参加できます！
※人数制限はありません。受付順になりますので状況により待ち時間が発生します。
　その場合は指定時間に再度会場へお越しいただきます。

問株式会社山藤 0898-55-8566
場 所 館内1F

10:00～21:00
（最終日は19:00まで）

時 間

瀬戸内の美味しい・楽しいをご紹介
木の葉モール橋本 初出品が
沢山揃います。
是非お立ち寄りください。

世界にひとつだけの
NIVEA缶を作ろう！

11/16
土曜日

11/17
日曜日

問ドラッグセガミ木の葉モール橋本店 092-811-5577
場 所 館内1F10:00～18:00時 間

福岡県家族月間＆子育て応援の店 キャンペーン
魚釣りゲーム＆ランプづくり11/16

土曜日

問福岡県「子育て応援の店」事務局（フラウ内） 092-761-4322

対 象 中学生以下場 所 館内2F
10:30～16:00時 間

11月はふくおかみんなで「家族月間」。お子さまが楽しめる
魚釣り、ランプづくり体験を実施しますので、ご家族で遊びに
来てね。モール内の「子育て応援の店」や、11月下旬に
スタートするアプリも紹介します！

家族で楽しむイベント

イベントカレンダー
2019/ 11/4㊊㊡→12/8㊐

11/21
木曜日

問株式会社リトル･ママ 092-741-5742

※開催当日は大変混み合いますので、
　お子様から目を離されないように
　お願いします。

場 所 ガーデンコート1F・2F
10:00～15:00時 間

ツキイチフリマ

福岡を中心に個性豊かな
作家さんの作品が並ぶお洒落な
ファッション市場。

次回開催予定：
12/10㊋･12/24㊋
問http://blog.goo.ne.jp/atoriekonoha

場 所 館内1F
10:00～17:00時 間

時間があるときに、子育てのサポートをして
くださる方いませんか？
福岡市では、数日間から子どもを預かってくれる
「短期の里親」を募集しています！
少しでも関心のある方は、ぜひいらしてください！
※ご来場の方へ、もれなく「ショートステイ里親
ハンドブック」差し上げます。

問福岡市子ども家庭支援センター「SOS子どもの村」 092-737-8655
場 所 館内1F10:00～15:00時 間

手づくり雑貨市
あとりえこのは

11/12
火曜日

「みんなで里親プロジェクト」
里親って？ in 木の葉モール橋本

11/15
金曜日

九州ハンドメイドフェスタPresents
クリスマスマーケット11/30

土曜日
12/1
日曜日

ポテトチップス
親子教室

12/1
日曜日

糸島くらしマーケット

場 所 館内1F

10:00～21:00時 間

問糸島くらし×ここのき 092-321-1020

11月のテーマ「身近な自然と道具たち」
作り手から生まれた暮らしの道具や
一生懸命育てた食材たちとともに
お待ちしております。

11/22
金曜日

11/24
日曜日

（最終日は19:30まで）

【今月のイチオシ】 炙り鯖鮨 陶翠苑、生摺こんにゃく 山下食品、無農薬
新米と旬の野菜 ツバサファーム、コーヒー豆・マフィン TanaCafe、
いきなり団子 惣菜畑がんこ・・・その他

問クリスマスマーケット開催事務局 096-337-0268

開催中 12/24
火曜日

九州各地から心ときめくハンド
メイド雑貨が木の葉モール
橋本へ。人気のアクセサリーを
はじめグリーンや革小物、
お子様も楽しめるワーク
ショップも開催。

場 所 ガーデンコート1F10:00～16:00時 間

砂塵の迷宮５
福岡橋本ラウンド

11/9
土曜日

1/13
月曜日祝

全国で数多くのチャレンジャーを惹き
付けている踏破型脱出アトラクション
「砂塵の迷宮」が橋本にやってくる！ 
周囲を観察し、知恵を使い、謎を解いて
先へと進む7つの空間。
あなたはその先へ進めますか？！

場 所 館内さくらコート2F

平日13:00～ 土日祝11:00～
（11/9オープン日のみ13:00～）
最終受付19:00

時 間

参加費 4歳以上1名1回：500円、同日2回目以降：300円

参加費 魚釣り 100円、ランプづくり 200円
「子育て応援パスポート」を見せてくれたら、魚釣りが100円で２回、
ランプは100円でできます。 ※なくなり次第終了

11/15
金曜日

11/25
月曜日

12/9
月曜日

ランチョンマットor
コースターを作ろう!!

11/9
土曜日

11/10
日曜日

12/7
土曜日

12/8
日曜日

Happy Christmas♪＆正月先取り
ワークショップ！

オシャレに飾りたいしめ縄リース

綺麗な壱岐の海。ミネラル豊富な海で育てた「長寿牡蠣」
は味が濃い。24時間以上紫外線殺菌とオゾン殺菌処理
で「安全・安心」です。季節限定の壱岐ノ島の実りをぜひ
ぜひ生食でご堪能下さい。

長寿牡蠣（生食用殻付）（500ｇ） 600円、
長寿牡蠣だし（300cc） 950円
牡蠣ゆずポン酢 島ぽん（300cc） 864円、
長寿牡蠣だし入 焼肉のたれ（300cc） 864円

〈久光家〉昆布巻詰合せ 5,000円（税抜）
厳選された素材を北海道の昆布で一本一本
丁寧に巻き、久光家特製のたれでじっくり
煮込みました。

〈注意事項〉
※未就学児は保護者の方の同伴が必要です。※各ワークショップは無くなり次第終了となります。
※内容は都合により変更になる場合があります。※参加費は駐車場割引サービスの対象外です。

問山本真珠有限会社 担当 後藤 090-3733-0000

場 所 館内1F10:00～21:00
（なくなり次第終了）

時 間

とばんね 
バスケットチャレンジ！

11月～
土日
限定

※年末年始除く

３層目にバスケットゴールが再登場！
土日16:00～17:00に「バスケットチャレンジ」を開催♪
３球中２球ゴールするとプレゼントがもらえるよ！

場 所 ガーデンコート2F 空中あそびば とばんね
対 象 小学生

16:00～17:00 ※景品がなくなり次第イベントは終了となります。時 間

親子で一緒にポテトチップスについて“学ぶ”＆
“味付け体験”が出来るイベントです。
ポテトチップス誕生秘話や原料、工場(映像)を覗いて
学んだり、自分で調合したオリジナル“のり塩味”を食べる
体験ができます！
※親子教室参加にあたり、ポテトチップス等の商品購入が必要となります。
※親子教室参加には、保護者の付添が必要となります。
※先着順の受付となり、参加人数には制限があります。

場 所 館内1F10:00～17:00時 間

空中あそびば とばんね
クリスマスチャレンジ イベント開催！

12月
平日
限定

Happy Christmas！ 12月平日限定！ 
とばんねでクリスマスゲームに挑戦して「アニマルシャボン玉」を
GETしよう♪
◆チャレンジゲーム◆
＜1層目（未就学児対象）＞ボールプールでクリスマスボール宝探し♪
＜3層目（小学生対象）＞クリスマスのイラストを数えよう♪

場 所 ガーデンコート2F 空中あそびば とばんね
11:00～19:00 ※景品がなくなり次第イベントは終了となります。時 間

アオゾラスタイル11/25
月曜日

12/6
金曜日

瀬戸内物産展11/16
土曜日

11/24
日曜日

オープニングイベントオープニングイベント

みんなカタランネ・
カタリーナに大集合♪
お祝い＆点灯イベント

第2部  15:00～第1部  12:00～

先着100名様

11/9(土) 12:00〜18:00 ガーデンコート1F

せふり幼稚園による
「カタランネ・カタリーナ」
スペシャルパフォーマンス！

「カタランネ・カタリーナ」Instagram投稿プレゼント！
#カタランネ #木の葉モール橋本をつけて投稿した方に先着100名様にお菓子プレゼント！

冬の季節だけに出会える小さな街

日時 場所

11/9 土

OPEN!

お祝いパフォーマンス
たくさんの方が、カタランネ・カタリーナの
オープンをお祝いに駆けつけてくれます♪
出演（予定）:福岡大学応援指導部吹奏楽団／
小佐井みなみ／Mai／Asuka

福岡歯科大学医科歯科総合病院

本院の医科診療科から、選りすぐりの
話題を健康講座としてお届けします。
11/30㊏は「乳がん」
「高齢者の難聴」
「皮膚と口の
アレルギー症状」を
テーマに講演
いたします。
講演後、無料の
医療相談も開催
します。

問学校法人福岡学園 福岡歯科大学
     企画課 092-801-0411（内線508） 問サンリブ木の葉モール橋本店 092-812-8020

問砂塵の迷宮製作委員会全国共通ダイヤル（平日13:00～18:00） 
　050-3698-1582

場 所 1F会議室（ATMコーナー横）
14:30～16:00時 間

お申込みの際は下記までご連絡ください。

■電話 : 092-801-0411（代表）
■FAX : 092-801-3678
■メール : kikaku@college.fdcnet.ac. jp

予約・問合せ先

健康講座11/30
土曜日

腰痛 
～脊柱管狭窄症について～

腰や身体の仕組みを
知って、腰痛を予防しよう。

場 所 1F会議室（ATMコーナー横）
主催 福岡リハビリテーション病院

13:00（開場）/ 13:30～15:00（予定）時 間

福岡リハビリテーション病院

健康講座
12/7
土曜日

参加
無料

参加
無料

先着限定50名様（予約制）
ご予約は電話かWEBで!!

先着限定50名様

＜申込方法＞ 
※定員に達し次第受付を終了します。
お電話の場合　092-812-1880
受付/平日9:00～17:30・土曜9:00～13:00
Webでのお申込の場合　http://frh.or. jp
福岡リハビリテーション病院 検索
トップページに｢健康講座申込み｣のボタンが
ありますのでクリックしてお申し込みください。

店舗でニベアクリーム大缶をご購入いただいたお客様限定で当日撮影した
写真で「世界でひとつだけのフォト缶をつくろう！」
を実施致します。今年は別ブースにてデコ缶も
同時開催。ニベア缶にデコレーションもできます。
当日ニベアクリーム大缶5個まで購入できます。
更に今年は5個ご購入でニベア新商品の
サンプルをご用意しております。

12/2
月曜日

11/28
木曜日

DRIED FRUITS & NUTS 
ichimaru

場 所 館内1F
10:00～18:00（最終日は17:00まで）時 間

問ichimaru 0942-48-0438

大人気の「DRIED FRUITS & NUTS 
ichimaru」がやってきます。
ミネラル、食物繊維、抗酸化物質など栄養価の
高いドライフルーツをぜひご賞味ください！

場 所 1F ICHIRINN前 参加費 2,000円～3,000円／個（税抜）
対 象 小学生以下は保護者同伴必須

12:00～16:00…①12:00～12:50 ②13:00～13:50
③14:00～14:50 ④15:00～15:50（1回約40分）

時 間

クリスマス＆正月気分が盛り上がる楽しいワークショップを開催します♪

アーティシャルフラワーを使って豪華に手作りしてみませんか？

場 所 館内1F10:00～19:00時 間

復興をテーマに朝倉・うきはの旬のフルーツ
や加工品のマルシェ「アオゾラスタイル」を
開催します。2017年7月九州北部豪雨から
2年。みなさまからのたくさんのご支援
ありがとうございます。

問とどける株式会社 092-791-1006

場 所 館内2F10:00～17:00時 間

デニムの端切れを使って日用品である
ランチョンマットもしくはコースターを
お作りします。
お子様連れの方にはお絵かきを
しながら楽しんでいただけます。
※当日お買い上げレシートorリユースを
　（いらなくなったお洋服）お持ちのお客様
※参加上限先着30名様（1組様1つまで）

※梨・柿・ミニトマトなど
※仕入れ状況などにより商品内容が予告なく変更となる場合がございます。

問ライトオン 092-811-8238

問ICHIRINN 092-407-2881 ※イラストはイメージです。

リニューアル記念
ドーナツポップつめ放題

11/21
木曜日

11/24
日曜日

場 所 館内1F11:00～18:00時 間

ミスタードーナツはリニューアルしました。
新しくなった店舗をよろしくお願いします。
ドーナツポップは今後何個つめても、フタが
閉まれば価格は均一です！
ドーナツポップ
（S）270円 （M）540円 （L）864円

問ミスタードーナツ 092-407-2990

各回先着限定5名様 事前予約受付

先着限定30名様

パズル組立体験できます♪

パズルサンプルで自由に組立体験ができます。
各日先着限定20名様 参加無料

12/7
土曜日

手作りで楽しむクリスマス

場 所 館内1F

場 所 2F ホビーゾーン前

参加費 454円～(税抜)
10:00～16:00（最終受付 15:00）時 間

12:00～15:30時 間

カワイイクリスマスグッズを手作りして、気分を盛り上げませんか？

問クラフトハートトーカイ 092-811-5846

問ホビーゾーン 092-407-2772

問西海陶器 0956-85-5555
場 所 館内１F

10:00～19:00時 間

波佐見焼陶器まつり

時代のトレンドを取り入れた
「かわいい」波佐見焼をご紹介します!

場 所 館内１F
11:00～17:00時 間

今年のクリスマスは何を食べますか？
ケンタッキー、モスチキン＆サーティワン、
田頭茶舗、蔵味珈琲のケーキが大集合！ 
おトクな早期予約特典もご用意して
お待ちしております。

はふりシリーズ

※写真はイメージです。

11/23
土曜日祝

11/24
日曜日 くるくるキャンドルづくり

「クリスマス」

akarizm

問ねこめ 090-1163-8158

時間／11:00
　　　～17:00
（随時受付）
参加費／
500円～

石膏で立体手形を
つくろう

ねこめ

問akarizm／アカリズム  info@akarizm.com

時間／
10:00～17:00
 （当日随時受付
&スタート）
参加費／
1本1,000円

「パプリカ」
ダンスや

かわいいバルーン
のプレゼントも
あるよ♪


