
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
パレットプラザ

予約サイトはコチラ!▶
おひるねアート

場 所 館内2F

2/8
土曜日

2/9
日曜日

2/11
火曜日祝

～如月（きさらぎ）バージョン in 木の葉モール橋本

親子で謎解き
ウォーキング「アルクエスト」

問アルクエスト事務局 070-1556-9846（イベント専用携帯）

※すべてのコース、お子様だけの参加はできません。保護者の方（18歳以上）との参加が必須です。※景品は無くなり次第終了。

時 間 10:00～17:00 ※受付終了16:00、ハード謎解きコースのみ15:00

木の葉モール橋本館内に隠された問題を解き、そこから導き出された
答えを解読して、お宝を探そう！
ご参加の方には景品（オリジナルクリアファイル）プレゼント♪
【参加受付･ゴール】館内2F さくら通路側（ドスチ前）

詳しくはコチラを
チェック!!

〇とことこラリーコース（推奨：3歳～6歳） ■参加費：子ども500円／1名（※保護者無料）
　初心者向け！ 幼児でもとける簡単なクイズ。楽しい間違い探しもあるよ！
〇ノーマル謎解きコース（推奨：小学生向けスタンダード） ■参加費：子ども500円／1名（※保護者無料）
　スマートフォンを使わず手ぶらで参加できるよ！
〇ハード謎解きコース　（推奨：小学5年生以上の謎解き上級者） ■参加費：親子ペア1,000円／1組
　超難関コース！ スマートフォンを使って解読しよう！

場 所 館内2F 参加費 2,750円（税込）
①11:00～12:00 ②13:00～14:00 ③14:30～15:30時 間

赤ちゃんのかわいい姿を写真に撮りたい！ 
赤ちゃんとの思い出を残したい！ 
ぜひ、木の葉モール橋本で
「おひるねアート撮影会」に
参加しませんか？
★参加特典★
【その1】参加するとプロが撮影した写真を
　　　  お店で２L判（127㎜ｘ178㎜）に
　　　  プリントして1枚プレゼント。 
【その2】プロが撮影した写真データをCDに
　　　  入れてプレゼント！
【その3】複数回参加特典！
　　　  ご参加いただいた際に受け取る
　　　  サンキューカードを2枚集めると「お好きな写真2Ｌ判プリント写真プレゼント！」
　　　  ※その他詳細は、予約サイトをご覧ください。

2月テーマ：「ひなまつり」

問パレットプラザ 木の葉モール橋本店 092-811-5095

2/21
金曜日

事前予約制 定員:36組 
※当日も空きがあれば予約可能。

人気のイベント「はいはい・かたかたレース」
がリニューアル！
新たに「とことこレース」を開催いたします♪
参加者全員へ「賞状をプレゼント！」
各レース1位のみなさまにもプレゼントがあります♪

場 所 館内1F

①10:30～ はいはいレース
②11:30～ かたかたレース
③12:30～ とことこレース
④13:30～ かたかたレース

時 間

　　　木の葉モール橋本 LINE公式アカウントにて
案内配信（2月10日配信予定）
応募方法

はいはいレース 0歳～1歳（13か月）
かたかたレース 1歳～2歳（12か月～24か月）
とことこレース 2歳～3歳（24か月～36か月）

対象年齢

はいはい･かたかた･
とことこレース＠木の葉モール橋本

2月9日㊐までにLINE公式アカウント友だちにご登録ください

2/26
水曜日

参加
無料

参加
無料

登録はコチラ▼

ichimaru. 
“LIFE” Market

2/29
土曜日

3/1
日曜日

子ども向け
ロボットプログラミング無料体験会

2/16
日曜日

2/15
土曜日

2/23
日曜日

2/24
月曜日祝

2/22
土曜日

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

2月のテーマ「バレンタイン」
気持ちを伝えるこの機会に、
自然から生まれた作品たちは
いかがでしょう。

2/14
金曜日

2/16
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、米粉ロールと抹茶ロール 季旬ミノダ、
コーヒー豆・マフィン TanaCafe…その他

2/16
日曜日

2/16
日曜日 くるくるキャンドルづくり

「ケーキとプレゼント」

akarizm

問ねこめ 090-1163-8158

時間／11:00
　　　～17:00
（随時受付）
最終受付16:00
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セット
1,500円

家族で楽しむイベント

イベントカレンダー
2020/ 2/3㊊→3/1㊐

2/20
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：3/10㊋
問http://blog.goo.ne.jp/atoriekonoha

場 所 館内1F
10:00～17:00時 間

手づくり雑貨市
あとりえこのは

場 所 館内1F
10：00～18：00時 間

アワビや牡蠣などの海産物から、
新鮮なトマト、本格焼酎とお酒に
ぴったりな干物まで様々な壱岐の
名産品を取り揃えております。

問壱岐市商工会 0920-47-6001

場 所 館内1F
10：00～19：00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。
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1F
10：00～18：00（最終日は17:00まで）時 間

長崎県が誇るお菓子や特産品が一同に
集まるイベントです。
魅力たっぷりの長崎をぜひご堪能ください。
※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。

※場所は変更になる場合がございます。

問一般社団法人長崎県物産振興協会 
　095-821-6580

場 所 館内1F
10：00～18：00時 間

カザルキカザル＝飾る・着飾る
アクセサリーブランドmonroeが厳選した
期間限定セレクトショップ。
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。

問monroe 050-5360-4490

壱岐物産フェア

問株式会社 マヌカンピス 092-522-6188

マヌカンピス 2020 
バレンタインデイ

2/4
火曜日

2/14
金曜日

人気のパンが大集合! 
R Baker

高級食パン専門店 偉大なる発明 麦の木2/14
金曜日

2/24
月曜日休

石畳み
Ｓ（9粒）800円、M（18粒）1,400円、
L（36粒）2,600円

キャトルショコラ 
1,680円（税込）、
キャトルペカンナッツ 
1,890円(税込)

マヌカンピスでは、ベルギーのチョコレート菓子を
中心に素材にこだわった洋菓子を販売しています。
ヨーロッパで学んだ伝統的な製法をベースに自然
素材の良さが表れたお菓子。日本人の繊細な味覚を
満足させるお菓子を創りたいと願っています。
口溶けの良い上質なチョコレートを大切な方にどうぞ。

場 所 館内１Ｆ
10：00～21：00（最終日は20:00まで）時 間

10:00～21:00 ※なくなり次第終了時 間

問（株）ロクサン 63FLOWER 092-811-2252

ツキイチプランツショップ 
vol.01

2/18
火曜日

2/21
金曜日

63FLOWERが主催する月に1回の
出張植物販売会。
季節の花苗、観葉植物、多肉植物、
ドライフラワー、園芸用品等販売
します。

場 所 館内１Ｆ

10：00～21：00
（最終日は18:00まで）

時 間

問株式会社 マヌカンピス 092-522-6188

マヌカンピス 2020 
ホワイトデイ

3/2
月曜日

3/14
土曜日

マヌカンピスでは、ベルギーのチョコレート菓子を
中心に素材にこだわった洋菓子を販売しています。
ヨーロッパで学んだ伝統的な製法をベースに自然
素材の良さが表れたお菓子。日本人の繊細な味覚を
満足させるお菓子を創りたいと願っています。
口溶けの良い上質なチョコレートを大切な方にどうぞ。

場 所 館内1F
10：00～21：00（最終日は20:00まで）時 間

問JR九州システムソリューションズ（株）070-3290-2777

ビジュアルアイコンを使ったソフトウェアで
プログラミングを行い、ロボットを動かす体験会です。

場 所 ガーデンコート1F
10:00～18:00時 間

オリジナルラッピング
ギフト:600円～問ミュゼドモーツアルト福岡事務所 092-589-7141

ミュゼドモーツアルト
ホワイトデー特設販売

2/29
土曜日

3/14
土曜日

ホワイトデー限定として、多数の
ラッピングギフトをご用意しております。
身近な方へのプレゼントやご自分でも
お楽しみ頂ける様、自社製造の焼き
菓子やチョコレート各種と、選ぶ
楽しみもございます。

場 所 館内1F
10:00～20:00時 間

2/8
土曜日

2/10
月曜日

長崎フェア2/28
金曜日

3/1
日曜日

カザルキカザル2/28
金曜日

3/8
日曜日

はさみの大吉『器フェス』2/7
金曜日

2/17
月曜日

2/25
火曜日 アオゾラスタイル2/17

月曜日
2/21
金曜日

2/26
水曜日

2/28
金曜日

大川家具フェア2/21
金曜日

2/24
月曜日休

2/14
金曜日

開催中 バレンタイン
ギフト特集

場 所 館内1F

10：00～21：00
（最終日は18：00まで）

時 間

岩田屋サロンでは、世界から集まる
個性豊かなチョコレートが大集合。
今年注目の【ルビーチョコレート】も
登場します。

問岩田屋サロン 092-407-2711

場 所 館内1F

10:00～18:00 ※なくなり次第終了時 間
場 所 館内1F

場 所 館内1F

果物、野菜などオーガニックに
こだわった素材を使用し、
愛情をかけて育てた薔薇の
天然酵母で焼き上げたパンは
他にないもちもち感と
体にも心にもやさしい味を
提供します。

問石崎 裕士 090-7135-3683

厳選された上級の小麦粉、
生クリームとコクのある
国産バターを使用した
ケーキのような食パン。
期間限定販売
各日11:00～50本、
各日14:00～50本、
各日17:00～50本
※各販売時間の15分前に
　整理券を配布します。
※売り切れ次第販売終了
　（予約不可）
※お1人様2本まで。問偉大なる発明 赤坂店 092-713-9750

麦の木のパンと糸島の老舗“やますえ”のめんたいこの販売ブースを併設し、
コラボイベントを開催します。
人気のめんたいフランスの試食を行い、多くの方にそれぞれの商品の品質の高さを
感じていただきたいです。

問麦の木 092-407-6754

〈バンフの森〉
木の実パレット 
ルビーショコラ 
700円（80g）

〈プラリベル〉
カフェカップ&トリュフショコラ 
1,400円（8個入）

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

問大吉陶苑株式会社 0955-25-9003/携帯080-1717-8680
場 所 館内1F

長崎県波佐見焼と岐阜県美濃焼を主に取り揃え
今人気の窯元から、リーズナブルな商品など
多種･多様な商品が盛りだくさん！
陶磁器の他にも漆器･箸･食卓グッズなど見て楽しい
買って嬉しい商品を取り揃えて皆様のご来店を
お待ちしております。

10:00～21:00（最終日は18:00まで）時 間

2/11
火曜日祝

※定員に達し次第受付終了致します。

あんバター170円、
マルゲリータ230円、
クロワッサン190円 新熟成864円（税込）

問山本真珠有限会社 担当 後藤 090-3733-0000

2/22
土曜日

2/23
日曜日

2/22
土曜日

2/23
日曜日

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
生食でご堪能下さい。
【商品紹介】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

場 所 館内1F
10:00～21:00 ※なくなり次第終了。時 間

木の葉モール橋本 今シーズンラスト開催！
壱岐ノ島の獲れたて生食用殻付「長寿牡蠣」期間限定販売

場 所 館内1F
10:00～19:00時 間

暮らしにちょうどいい家具、良質の職人
MADEで選びませんか？ 
木のぬくもりを感じる道具、心地よい
暮らしを支える快適グッズ、木工の町
ならではの素敵な雑貨もお見逃しなく！

問 (有)阿津坂商事 0944-87-5525

福岡ダイハツ 出張商談会

場 所 館内1F10:00～18:00時 間

新自由SUV“ロッキー”が木の葉モール橋本に
やってくる！ 「コンパクトなのに、室内・荷室が広い」
お買い物ついでに、ぜひお気軽に実際に触って、
乗って、試して、その魅力を実感してください！
ご来場プレゼントとしてダイハツオリジナルグッズ
を用意してお待ちしております。

問福岡ダイハツ販売株式会社 092-411-1330

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 館内1F
10:00～18:00（最終日は17:00まで）時 間

問田中修一 0942-48-0438

「日常の生活にほんの少しのごほうびを！」
日常を彩るSHOPを集めたMARKETです。
Flower Bird（植物）、マツノブデリ（デリ）、
マーグ（ワイン）、Favori Cookies（クッキー）、
みやま園（八女茶）、ichimaru.（ドライフルーツ）


