
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

12/13
金曜日

12/15
日曜日

問（社）新上五島町観光物産協会 0959-42-0964

上五島のごっつ
～新上五島町観光物産展～

場 所  館内1F

長崎県五島列島の、五島手延うどん･
あご出汁･かんころ餅といった特産品
や五島近海で獲れた魚などが勢ぞろい! 
島の“ごちそう”を堪能してください。

10:00～19:00 
（最終日は18:00まで）

時 間

問ひだまりぽけっと 080-2759-1426

場 所  館内1F

スイーツやハンドメイドのアクセサリー・雑貨が
ズラリ！ マッサージやお子様から参加できる
ワークショップ（予約不要）もお楽しみください。

10:00～17:00時 間

問アンビション株式会社 092-433-8811
場 所  館内2F

次世代のスマホ保護革命。
これからのスマホの保護は
進化したガラスコーティング
剤を塗るだけです。

mystical-g：画面のみ3,000円
mystical-g：両面5,000円

10:00～20:00時 間

芸子のマタニティ＆ベビー

場 所 館内2F10:00～20:00時 間

贈り物に人気のアロハロハのベビー服が新作を
含めて多数揃います。
また、普段使いのベビー服SALEコーナー、
キッズワンピースコーナーなど見どころたくさん！ 
賑やかに彩るベビー･キッズ服の数々を
お楽しみください。

問(株)散歩 中西 090-9651-7363

開催中 12/23
月曜日

問株式会社 マイク 092-721-0277

学生服専門店マイク（トンボ学生服直営店）
です。2Fセンターコートにて2020年度、
福岡市内中学校制服のご案内をしております。
早得割引プラスお得なイベント特典を12月
23日㊊迄実施しています。この期間をお見逃
しなく！ ご来店をお待ちしております。

場 所 館内2F10:00～19:00時 間

学生服専門店マイク
2020年度福岡市内中学校展示説明会
＆試着早得予約会

絵柄付き年賀はがき
特設販売会場

開催中 1/5
日曜日

ホンダカーズ福岡
出張展示会

12/7
土曜日

12/8
日曜日 mystical-g12/7

土曜日
12/8
日曜日

12/14
土曜日

12/15
日曜日

12/21
土曜日

絵柄付き年賀はがき5枚組 
560円～660円（税込）
その他年賀ペン 110円～等

場 所 館内1F10:00～21:00時 間

ホンダは今、先進安全装備の
ホンダセンシングを搭載した
新型車を次々投入中！
見て、触れて、ホンダ車の魅力を
実感してください。

問ホンダカーズ福岡 室見川店 店長 山崎 080-4602-9303

場 所 館内1F10:00～21:00時 間

「あたらしい時代にあなたらしい年賀状を贈ろう」
なんとデザインは100種類以上！ 5枚組なので
贈る相手にあわせて絵柄を変えるのもお勧めです。
令和最初の年賀状です。普段年賀状を贈ってない
方へもだしてみてはいかがでしょうか？

問パレットプラザ 092-811-5095

家族で楽しむイベント

イベントカレンダー
2019/ 12/2㊊→12/29㊐

12/17
火曜日

12/29
日曜日Xmas おやつ to まるしぇ12/14

土曜日
12/25
水曜日年末大販売会12/11

水曜日
12/17
火曜日

砂塵の迷宮５
福岡橋本ラウンド

開催中 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～
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

12/7
土曜日

12/8
日曜日

12/22
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

〈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　※年末年始の営業時間はお問い合せ下さい。

福岡市西区に誕生した”西から吹く風、歌になれ！！"の
思いから名付けられた合唱団「西風」は創立13年を
迎えます。団員数は約140名。毎年恒例の、クリスマス
コンサートを今年も開催いたします。
ぜひご家族、お友達とのご来場をお待ちしております。

場 所 ガーデンコート1F
①11:00～ ②13:00～時 間

福岡市内唯一の高校生フルオーケストラである福岡市立
福岡西陵高等学校管弦楽部によるクリスマスコンサートが
木の葉モール橋本にて開催されます！
きよしこの夜やJoy to the World、ジングルベルなどの
クリスマス曲はもちろん、アナと雪の女王より、など、親しみ
やすい曲をフルオーケストラやアンサンブルでお届けします。
こどもから大人まで楽しめるプログラムですので、ぜひ
家族そろってオーケストラの魅力をご堪能ください！

場 所 ガーデンコート1F
①13:00～ ②16:00～（20分～30分）時 間

税込1,000円以上のｄ払い決済をしたレシート及び
ｄ払いアプリ画面のご提示で、
もれなく！ポインコグッズ又はお菓子プレゼント！
また、当日「d払い」アプリ新規登録者には、
抽選でdポイント100～2,000ポイントプレゼント!
※詳細は木の葉モール橋本HPをご確認ください。

場 所 館内1F
10:00～18:00時 間

問西区役所防災･安全安心室 
　担当／小山田 092-895-7037

年末の交通安全キャンペーンを実施！ 
これを機に交通ルール･交通マナーについて考え、
安全安心なまち西区を目指しましょう！
なお、ゆめの森こども園による合唱や福岡女子
高校による演奏、白バイ展示（雨天時は中止）など
もあります。

場 所 ガーデンコート1F
16:00～17:00時 間

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

西陵高等学校管弦楽部
クリスマスコンサート

12/21
土曜日

12/22
日曜日

ｄ払い
キャンペーン

西区合唱団「西風」
クリスマスコーラス
演奏会

年末の交通安全
街頭キャンペーン

12/11
水曜日

参加
無料

観覧
無料

観覧
無料

先着限定50名様（予約制）
ご予約は電話かWEBで!!

＜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。

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？

問ICHIRINN 092-407-2881 ※イラストはイメージです。

各回先着限定5名様 事前予約受付

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。

壱岐ノ島の獲れたて生食用殻付
「長寿牡蠣」期間限定販売

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

12/19
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：1/14㊋
問http://blog.goo.ne.jp/atoriekonoha

場 所 館内1F
10:00～17:00時 間

お正月飾り用の金箔を
あしらった小物や、
子（ねずみ）の干支置物など
多数展示。

問㈱江頭仏壇店 0944-88-0001
場 所 館内1F

10:00～21:00
（最終日は19:00まで）

時 間

時代を超えて旧式織機でマフラーを生み出す「工房織座」
『新年を新しいタオル』でをコンセプトに今治タオルと工房織座の
マフラーを展示販売いたします。

問㈱山藤 0898-55-8566
場 所 館内1F

10:00～21:00
（最終日は18:00まで）

時 間

手づくり雑貨市
あとりえこのは

12/10
火曜日

12/24
火曜日

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

12月のテーマ「クリスマス」
クリスマスの贈り物に作り手の想いが
詰まった作品はいかがでしょう。
使い心地など手にとって感じてください。

12/20
金曜日

12/22
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、
いきなりだんご 惣菜畑がんこ…その他

開催中 12/24
火曜日

開催中 12/9
月曜日

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。

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

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!

はふりシリーズ

12/22
日曜日

12/22
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

カザルキカザル12/18
水曜日

12/25
水曜日

12/26
木曜日

1/10
金曜日

カザルキカザル＝飾る・着飾る
福岡を拠点に全国で活躍する９ブランドによる展示販売会。
暮らしを華やかにする雑貨と身につけて嬉しいファッションアイ
テムを取り揃えてお待ちしてます。焼きドーナツの実演販売や
アクセサリー･しめ縄のワークショップも開催します。

問monroe 050-5360-4490

場 所 館内1F10:00～18:00時 間

12/25
水曜日

12/31
火曜日
Setouchi & cotton 
歳末フェア

場 所 館内1F
10:00～21:00（最終日は18:00まで）時 間

問思い出横丁 090-8994-1390

大人気の駄菓子･縁日がまたまた
やってきます。昔懐かしい駄菓子や
玩具が大集合。おじいちゃん、おばあ
ちゃんには懐かしく、子供には新しい
発見。3代が一緒になって楽しめる
売場を提案いたします。

思い出横丁

12/26
木曜日

1/8
水曜日

場 所 館内1F
10:00～19:00（最終日は18:00まで）時 間

問株式会社勇和 090-5729-2216

シンプルでありながら、どこかおしゃれな
作品をセレクトした新感覚の陶器マルシェ
です。窯元直売で「よいものをトクに」を
テーマに、ライフスタイルがさらに充実
する逸品が並びます。

場 所 館内1F10:00～21:00（最終日は19:00まで）時 間

問古川 090-3414-3452

ハンドメイドアクセサリーのセレクトショップ、
コトモノマルシェが新たに展開する、
THE SACCA SHOP（ザ サッカショップ）。
全国から厳選した品揃えで、多くの人に
楽しんでいただけるイベントです。

陶器マルシェ
～CRAFT MARKET～
in 木の葉モール橋本

12/27
金曜日

1/13
月曜日祝 THE SACCA SHOP

ピアス･イヤリング:２,２００円～
ネックレス･リング:３,０８０円～/ブローチ:１,５４０円～

焼き菓子170円～、
バスボム作り400円～など

アクセサリー 1,500～3,200円、焼きドーナツ 220～270円、
花雑貨 2,800～4,500円、革小物 500～10,000円、
久留米絣 ほか

木の葉モール橋本各店にて、1回のお会計5,000円（税込）毎に抽選券1枚、1,000円（税込）毎に抽選補
助券1枚差し上げます。抽選券1枚につき1回、抽選補助券5枚につき1回の抽選にご参加いただけます。

【抽選会場】 センターコート2F特設会場 【抽選時間】 10:00～21:00

12/13㊎～31㊋ 12/25㊌～31㊋抽選券・補助券
配布期間 抽選期間

登録はコチラ▶

もう1回抽選に参加できるクーポンもう1回抽選に参加できるクーポン配信！配信！

ダブル
チャンス！

いる方へクーポンを配信します！詳細はホームページで！
12/23㊊までに友だち登録をしていただいて

12/24に㊋

※一部対象外店舗がございます。※お買い上げ金額の端数は切り捨てとなります。
※レシートの合算はできません。※最終日12/31㊋のみ20:00まで
※賞品や当選本数については都合により変更になる場合があります。※写真はイメージです。

話題の家電や
キャンプ用品

他、果物やお肉などのグルメ、服飾雑貨や生活雑貨などバラエティ豊富なショップ賞も盛りだくさん！！

A賞 1本
JTB旅行
10万円分

B賞 2本
JTB旅行
5万円分

C賞 2本
JTB旅行
3万円分

D賞 19本

旅行10万円分や話題の家電・キャンプ用品
、

木の葉モール橋本のお買い物券が
当たる！

抽選期間 12/25㊌～31㊋

ガ ラ ポ
ン


