木の葉モール橋本
フードコートでもテイクアウトでも

イベントカレンダー
1/18㊊ → 2/14㊐

2021/

キッズ＆ベビーフェア
1/ 23 ㊏ 〜 1/ 31㊐

期間限定の「こどもの森」出店に加え、木の葉モール橋本のキッズ、ベビー取扱い店舗でも
様々なアイテムをお求めやすい価格でご紹介いたします。※在庫状 況により内容が変更となる場合がございます。
時

間

10:00〜20:00 ※こどもの森のみ18:00まで

ママもキッズも笑顔になれる
RAG MARTのお洋服♪

こどもの森期間限定セール！

期間限定&お得な商品でなんと
「こどもの森」
が
帰ってきます！今回はDaddy Oh Daddyを
中心に一部他ブランドもご用意して
お待ちしています。

今の時期から春先まで活躍するアイテムが
とってもお得にGET出来るチャンスです！
ぜひこの機会をお見逃しなく！！

場

所 各店店内

※こどもの森のみ「もみじコート2 F」にて開催

すぐに使える秋冬アイテムが
最大60%OFFとお得に
GETできる大チャンス！！
この機会にぜひご覧ください♪

ワゴン内商品

1,000円〜
その他ブランド

50%OFF

50%OFF

※現金のみのお取り扱いになります。
こどもの森アプリポイント・f-JOYポイントはつきませんので
何卒ご了承ください。

月曜日

福岡市内中学校標準服の試着採寸販売、
体操服、
シャツ、
ソックス、上靴の販売。
春から新入学･新学期を迎えられる生徒様、
保護者様を全力で応援します。

新型コロナウイルス感染防止対策として
「検温」
と
「マスク着用」
「入店時のアルコール消毒」の
ご協力をお願い致します。

時 間 10:00〜20:00 場 所 館内2F
株式会社マイク 092-791-5098

1/ 25
19
火曜日
土曜日

1/2/31
3
日曜日
月曜日

京都関西おみやげ市

京の魅力が沢山詰まった「京都関西おみやげ市」
生八つ橋･京佃煮･宇治茶などの食品や、
風呂敷･あぶら取り紙などの雑貨まで魅力的な
京都の名産品がいろいろ揃ってます。
みなさん揃ってぜひ、おこしやす。
時 間 10:00〜20:00
（最終日は17:00まで）

場 所 館内1F

有限会社スペースプラン 058-398-6089

1/ 23
27
木曜日
水曜日

1/ 28
31
火曜日
日曜日

お名前で詩を書きます

～癒詩家Sugiのお名前ポエム～

詩の中にお名前を折り込んだお名前ポエムは、世界に一枚のギフト。
ご自身用に、贈り物用に、
「もらって嬉しい」
「贈って嬉しい」
「飾って
嬉しい」癒詩家Sugiのお名前ポエム。出産祝い・結婚祝い・新築祝いなどの
贈り物に大人気です。
時 間 11:00〜18:30
（途中休憩あり）
場 所 館内1F

参加費 お一人様用1,500円〜

大杉剛巨 090-6144-2929

2/ 1

月曜日

2/ 14
日曜日

2021

岩田屋バレンタインフェア

1/ 18
月曜日

1/ 21
木曜日

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。

金曜日

火曜日

場所

金曜日

毛糸のポンポンで作った干支
(1個)100〜200円
ハーバリウム
10:00〜19:00（最終日は18:00まで）
(1本)500〜1,800円
館内1F
(全て税込)

2/ 7

日曜日

岩田屋サロン木の葉モール橋本店 092-407-2711

日曜日

2/ 18
木曜日

NEW

in 木の葉モール橋本

2/ 1

月曜日

ベルギーを代表する高級チョコレートブランド
“ゴディバ”のショップが期間限定オープン。

②

2/ 14
日曜日

おやつtoまるしぇ

1/ 22
金曜日

1/ 31
日曜日

木の葉
たべらいくマルシェ

お菓子やパン好きのための
見て楽しむ･買って楽しめる･
食べて楽しめるお店を集めました。

宗像きな粉金平糖648円、
沖ノ島朱(あか)タンブラー2,750円、
沖ノ島の一滴700円、古代米ブレンド540円、
大島翡翠タンブラー3,300円(全て税込)

はさみの大吉 陶器市
ヨーロピアンベーカリーikeya
発酵バタープレッツェル390円(税込)
博多栗衛門 焼き栗(300g)1,080円(税込) など

大吉陶苑株式会社 0955-25-9003

ゴディバ
バレンタイン催事

日曜日

Mamaもkidsもにっこり笑顔に
なるおやつと、作家さんたちの
個性が光るハンドメイド
アクセサリー・雑貨などを販売。

第2回むなかたアートコレクション

場 所 館内1F

1/ 24

ひだまりぽけっと 080-2759-1426

（最終日は17:00まで）
場 所 館内1F

マヌカンピス
2021 バレンタインディ

Mannekenpis 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おります。
ヨーロッパで学んだ伝統的な製法をベースに自然の素材の良さが
表れたお菓子です。

時 間 10:00〜19:00

場 所 館内1F

平成商事株式会社 0940-62-0272

2/ 1

月曜日

2/ 14 ミュゼドモーツァルト
日曜日

バレンタイン特設会場

2021年のバレンタインは、特別な想い、感謝のお気持ちを
伝える機会としてご利用頂ける様、様々な商品とスタッフの
笑顔でお迎えさせて頂きます。

③

すごく舌触りが滑らかで嫌なざらつきが無い商品。
石畳み（S･M･L）
(S)800円･(M)1,400円･(L)2,600円(全て税込)

①きらめく想い ハート
（6粒入）3,000円
②きらめく想い アソートメント
（10粒入）3,000円
③95周年 アニバーサリー アソートメント
（10粒入）3,000円

時 間 10:00〜20:00(最終日は18:00まで)

時 間 10:00〜20:00

場 所 館内1F

火曜日

※開催期間は店舗によって異なる場合が
ございますのでご注意ください。
※各店、表示以外の割引率は各店平常価格からの
割引です。
※広告掲載の価格は特別な表記がない限り、
税抜価格です。
※掲載の内容につきましては、
表記の各店舗に
直接お問い合わせください。
※セール内容には一部除外品がございます。
※広告の品は多数ご用意しておりますが品切れの
際はご容赦ください。
※表記店舗以外につきましても、
セールを開催
している場合もございます。

場 所 館内1F

時 間 10:00〜20:00

ひだまりぽけっと 080-2759-1426

月曜日

エニィファム〈レディス･キッズ･雑貨〉

時 間 10:00〜17:00

器で人々の暮らしを大吉に。
『はさみの大吉』
がプレゼンする
陶器市！皆様の食卓にHAPPY☆
LUCKYをお届けします。

①

時 間 10:00〜20:00(最終日は18:00まで) 場 所 館内1F

2/ 5

場 所 館内1F

2/ 14

1/ 31

宗像のものづくりと暮らし 2014年、
「むなかたアートコレクション」略して
「むなこれ」
は宗像でものづくりを
行う有志たちが集まり、始まりました。
安心かつ安全な
「宗像の食ともの」、
より良い
「暮らし」
をお届け致します。

金曜日

時 間 10:00〜17:00

2/ 1

金曜日

むなこれ事務局 0940-62-0272

Mamaもkidsもにっこり
笑顔になるおやつと、
作家さんたちの個性が光る
ハンドメイドアクセサリー･
雑貨などを販売。

NEW

1/ 22

時 間 10:00〜18:00

おやつtoまるしぇ

日曜日

1/ 19

http://blog.goo.ne.jp/atoriekonoha

城南障がい者フレンドホーム 092-861-1180

2/ 5

手づくり雑貨市
あとりえこのは

次回開催予定：2/23㊋㊗

身体や発達･知的･精神などの障がい児者の
作品展を開催します。
作品は陶芸･書道･マクラメ･絵画･水墨画
などで、
どれも力作ばかりです。
時間

火曜日

ザ ショップ ティーケー〈メンズ･レディス･キッズ〉

場 所 館内1F

城南･西フレンドホーム合同
ふれあい作品展 in 木の葉モール橋本

1/ 26

月曜日

2/ /9

アプレ レ クール〈ベビー・キッズ・雑貨〉

時 間 10:00〜17:00

(最終日は18:00まで）
場 所 館内１Ｆ
（株）
ロクサン 63FLOWER 092-811-2252

1/ 22

1/ 18

OFF

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。

時 間 10:00〜20:00

年に一度のバレンタインデー。
今年もこの時期だけのユニークなショコラが世界各国から届きました。
今年のテーマはさまざまな「出逢い」。特別な想いを込めて
普段伝えきれていない感謝と愛を、甘い贈り物に託してみませんか。

フランスのリヨンに本店を持つ〈セバスチャン･ブイエ〉が手がける一品。
〈セバスチャン･ブイエ〉
リヨンショコラアソート 1,600円（5個入）
※1/29㊎より店内にて販売。無くなり次第終了。

イン マイ プレイス バイ ラグマート〈子供服・雑貨〉

ツキイチプランツvol.10

50%

60%OFF

※一部セール除外品のアイテムがございます。

こどもの森〈子供服〉

ラック内商品
最大

ワゴン内商品
最大

店内・ワゴン内商品
最大

学生服のマイク
新入学･新学期 応援セール

OFF

グローバルワーク〈メンズ･レディス･キッズ〉

対象商品

5/ 31

50%

990円〜

Daddy Oh Daddy

開催中

ワゴン･ラック内商品
最大

場 所 館内1F

ゴディバ カスタマーサービス 0120-116811（受付時間10:00〜18:00）

株式会社マヌカンピス 092-522-8915

時 間 10:00〜20:00

（最終日は19:30まで）
場 所 館内1F

ミュゼドモーツァルト 092-407-1350

※木の葉モール 橋 本で は 新 型コロナウイルス感 染 防 止対策を行っております。詳しくはHPをご確認下さい。h t t ps ://k onoham all.com /news/inf om ation/4 6 6 ※掲載内容は都合により変更・中止となる場合がございます。

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。

※大人は2名まで、小児・幼児は人数制限はありません。

駅窓口、
お客様サービスセンター(定期券うりば)で発売

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。

お客様サービスセンター(定期券うりば)で発売

くわしくは、駅係員にお尋ねください

