
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

問63FLOWER 092-811-2252
場 所 館内1F

63FLOWERが主催する月に一度の
出店プランツショップです。
今回は春目前でもあるので植物は
もちろんガーデニング用雑貨を
たくさんプライスダウンして販売します。

10:00～21:00
（最終日は18:00まで）

時 間

問(株) トリエス 092-717-7316
場 所 館内1F

2003年春に福岡博多にオープン。
フランス菓子店でありながら、和素材、
そして旬にこだわった果物を使った
独創的なスイーツが定評です。
マカロンといえば「ARDEUR（アルデュール）」
と言われるほど地元博多で好評。

10:00～20:00
（最終日は19:00まで）

時 間

mystical-g

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 参加費 2,750円（税込）

参加費 3,000円【和スイーツ･エンディングノート込み】

①11:00～12:00 ②13:00～14:00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。

＜参加占い師＞
①池田東瞬 占術:四柱推命･ボイジャータロット･易学
②アリヤ 占術:タロットカードデッキ･マナカード　③青い鳥 占術:九星気学･四柱推命･風水･易学
④真由美 占術:手相･九星気学　⑤峰翠 占術:手相･姓名判断･四柱推命

3月テーマ：「イースター」

問パレットプラザ 木の葉モール橋本店 092-811-5095問ICHIRINN 092-407-2881

問63FLOWER 092-811-2252

問スーパースポーツゼビオ福岡木の葉モール橋本店 092-811-8290

問占楽 （有）ゼナ内 092-481-3556

3/16
月曜日

事前予約制 定員:24組 
※当日も空きがあれば予約可能。

先着10名様

ichimaru. 
“LIFE” Market

注目
催事

予告!

注目
催事

注目
催事

注目
催事2/29

土曜日
3/1
日曜日

3/7
土曜日

3/8
日曜日

家族で楽しむイベント

イベントカレンダー
2020/ 2/24㊊㊗→3/22㊐

3/19
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：4/14㊋･4/28㊋
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（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。

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

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)

マカロン5個入り ¥1,134

講師:終活アドバイザー 山下 直樹

サイバーナビ オープン価格
足つぼマッサージ15分 500円（税込）

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

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

開催中 3/31
火曜日

KONOHA フラワーフェスティバル

ユーカリを使ってリースづくり
ワークショップ同時開催

︻
前
半
︼

3/20
金曜日祝

3/22
日曜日

︻
後
半
︼

3/23
月曜日

3/29
日曜日

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

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

3/10
火曜日

春休みひだまりワークショップ3/20
金曜日祝

3/27
金曜日

2/26
水曜日

2/28
金曜日

ARDEUR
（アルデュール）

3/7
土曜日

3/14
土曜日

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

足と靴の特別診断会 
in 木の葉モール橋本

3/13
金曜日

3/15
日曜日

入園入学準備ワークショップ

カロッツェリア
NEWサイバーナビ体験会

3/7
土曜日

3/8
日曜日

ツキイチプランツショップvol.02
and ガーデン雑貨ジャンク市

3/6
金曜日

3/9
月曜日

setouchi&cotton
～柑橘フェア～

3/11
水曜日

3/24
火曜日

2/25
火曜日

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 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）

問株式会社 マイク 092-791-5098

トンボ学生服直営店 学生服専門店。
２階センターコートにて福岡市内中学校
制服 及び 小学校体操服をご案内。

場 所 館内2F
10:00～20:00時 間

問あしたばくらぶ 090-6615-4478

足や体調不良のお悩み
解決!! 
足つぼマッサージや
機能性健康靴をご提案。

場 所 館内2F
10:00～19:00時 間

ホワイトデー
おやつtoまるしぇ

3/13
金曜日

3/15
日曜日

問ひだまりぽけっと 080-2759-1426

ハンドメイドのスイーツ、
アクセサリー、雑貨が大集合！
ホワイトデーのギフトに
いかがですか？

場 所 館内1F
10:00～17:00時 間

問ひだまりぽけっと 080-2759-1426

スノードーム作りやサンド
アートなど、お子様向けの
ワークショップを開催します。
（予約不要）

場 所 館内1F
10:00～17:00時 間

大人の学び塾
～セカンドライフサポートお茶会～

3/2
月曜日

問株式会社 4U ブライダル 092-600-4545

テーマはクオリティ･オブ･ライフ。
終活アドバイザーによる新しい形のサポート
セミナー。目の前の小さな疑問から、叶えたい
大きな夢まで。100年時代とポジティブに
向き合える第一歩。
参加者体験型のサロンを開設します。

場 所 館内1F11:00～12:00時 間

問株式会社山藤 0898-55-8566

柑橘をテーマに、瀬戸内としまなみの
島々から選りすぐりの名品が揃いました。
『青いレモンの島 いわぎレモン』や
『本気のレモンケーキ』など、木の葉
モール橋本“初出品”も盛りだくさん！ 

場 所 館内1F
10:00～21:00（最終日は19:00まで）時 間

学生服専門店マイク
福岡市内中学校制服及び
小学生体操服販売

開催中 5/31
日曜日

このは遊園 
春休みスペシャル!
ふわふわ遊具で飛び跳ねたり、
お楽しみいただけます！

春にぴったりの花苗、観葉植物、多肉植物、
ドライフラワー、園芸用品などを販売！
前半は３店舗合同の販売会、後半は
ワークショップを開催いたします！
ご家族そろってKONOHAフラワー
フェスティバル！へぜひお越しください。

詳しい内容は3/13㊎（予定）に館内ポスターとホームページにてお知らせいたします。
場 所 ガーデンコート1F

11:00～17:00時 間

春のキャンプ、お花見、運動会に
ぴったりのアウトドアグッズが
ガーデンコートに集結！ 
ぜひ、お越し下さい。

場 所 ガーデンコート1F
10:00～18:00時 間

場 所 館内1F
10:00～21:00（最終日は18:00まで）時 間

13:00～16:00時 間

3歳～小学4年生対 象

5分400円参加費

大人の方向けのワークショップになります。
お子様参加の場合は保護者様同伴必須

対 象

1,650円（税込）参加費

※アトラクションは都合により変更となる
　場合がございます。
※雨天の場合は中止となる場合がございます。

3/7
土曜日

3/8
日曜日

3/14
土曜日

3/15
日曜日

3/29
日曜日

4/5
日曜日

木の葉 占いフェス！
木の葉モール橋本初開催の占いフェス！  
春の新生活が始まる前に、色々な悩みもスッキリ！ 相談しませんか？

イベント限定の特別料金15分1,000円で
占ってもらえます♪ （通常価格15分2,000円）

場 所 館内1F
11:00～19:00時 間

特別料金! 1,000円（15分）参加費

3/14
土曜日

3/15
日曜日

XEBIO OUTDOOR Collection
～春キャンプ･運動会･花見に～

3/22
日曜日

3/20
金曜日祝

3/21
土曜日

場 所 館内1F10:00～19:00時 間

「あなたのカーライフを変える体験」。
革新的なカーエンターテイメントを
提供する最新のサイバーナビをぜひ
体験してください。

問パイオニア カスタマーサポートセンター 固定電話 0120-944-111（無料）
　携帯電話･PHS 0570-037-600 ナビダイヤル（有料）

場 所 館内1F10:00～17:00時 間

毎年この時期恒例のひだまりミシン部による、入園入学に必要な布
小物を作家さんたちと一緒に作る事ができます。
ハンドメイドの入園入学グッズ、コサージュやアクセなどの販売も
あります。

問ひだまりぽけっと 080-2759-1426

木の葉モール橋本の
公式Instagram
フォロー画面提示で
100円引き

春休み期間中、毎日開催中！ 3/25
水曜日

3/27
金曜日


