
木の葉モール橋本 イベントカレンダー
2/8㊊→ 3/7㊐2021/ 

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。 https://konohamall .com/news/infomation/466※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。

2/26
金曜日

2/23
火曜日祝

ツキイチプランツショップ
vol.11

2/14
日曜日

開催中 岩田屋バレンタインフェア
2021

問（株）ロクサン 63FLOWER 092-811-2252

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

10:00～20:00
(最終日は18:00まで）

時 間

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。

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の素材の
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。大切な方にどうぞ。

問株式会社マヌカンピス 092-522-8915
場 所 館内1F

10:00～20:00(最終日は19:00まで)時 間

問株式会社 マヌカンピス 092-522-6188
場 所 館内1F

10：00～20：00（最終日は19:00まで）時 間

2/14
日曜日

開催中 マヌカンピス 
2021 バレンタインディ

マヌカンピス 
2021 ホワイトデイ

ゴディバ 
バレンタイン催事

場 所 館内1F
10:00～20:00(最終日は18:00まで)時 間

問岩田屋サロン木の葉モール橋本店 092-407-2711

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。

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

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 1,728円（5個入）

場 所 館内1F
10:00～20:00（最終日は17:00まで）時 間

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。

問大吉陶苑株式会社 0955-25-9003

はさみの大吉 陶器市開催中 2/18
木曜日

有田焼 いおり窯
窯元祭り

2/16
火曜日

2/10
水曜日

大川家具フェア2/22
月曜日

2/19
金曜日

DOLCE&MARCO／
SweetsCaravan

2/22
月曜日

2/10
水曜日

2/26
金曜日

2/25
木曜日

3/1
月曜日土曜日

ミュゼドモーツァルト
ホワイトデー特設販売

3/14
日曜日

2/27
土曜日

入園･入学準備マルシェ3/8
月曜日

3/2
火曜日

ゴディバ 
ホワイトデー催事

3/14
日曜日

3/6
土曜日

3/14
日曜日

3/6
土曜日

東京有名スイーツ2/22
月曜日

2/10
水曜日

2/14
日曜日

開催中
ミュゼドモーツァルト
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。

問ミュゼドモーツァルト 092-407-1350
場 所 館内1F10:00～20:00（最終日は19:30まで）時 間

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。

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

場 所 館内1F
10:00～20:00時 間

2/14
日曜日

開催中

①きらめく想い ハート（6粒入）3,240円
②きらめく想い アソートメント（10粒入）3,240円
③95周年 アニバーサリー アソートメント（10粒入）3,240円

① ② ③

2/9
火曜日

2/23
火曜日祝

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：3/9㊋
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

NEW

NEW

NEW

NEW

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。

問ゴディバカスタマーサービス 0120-116811(受付時間10:00～18:00)
場 所 館内1F

10:00～20:00時 間 ①ゴディバ ティータイム アソートメント(10粒入)3,240円
②サブレショコラ 桜(10個入)3,240円
③あまおう苺クッキー アソートメント(18枚入)2,376円 ①キャトルペカン1,890円

②キャトルショコラ1,660円

フードコートでもテイクアウトでも

2/24
水曜日

3/17
水曜日

場 所 館内1F10:00～19:00時 間

飾る着飾る。アクセサリー、洋服、植物など、
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おります。
アクセサリー、洋服、エアープランツなど

問monroe 090-6537-1487

場 所 館内1F
10:00～17:00時 間

ハンドメイドのレッスンバッグや
上靴入れなどの入園･入学グッズをはじめ、
アクセサリーやフードも並びます。

問ひだまりぽけっと 080-2759-1426

カザルキカザル 
limited shop

2/15
月曜日

2/17
水曜日 てつおじさんの店

問てつおじさんの店次郎丸本店 
　092-864-5661

チーズケーキが生まれて30年。
変わらず1コ1コ手作りで心を込めて
作ってます。

場 所 館内1F
10:00～18:00時 間

問株式会社いおり窯 080-8374-1212

いおり窯は和柄のデザインを中心に
器を製作。一工夫入れた
アイデア商品も展示販売。

場 所 館内1F

10:00～19:00
(最終日は17:30まで)

時 間

問MIGホールディングス株式会社 03-5829-4577

予約3ヶ月待ちの名店ケンズカフェ東京
監修の新商品。世界最高峰のチョコレートを
贅沢に使った絶品のチョコレートデニッシュ。
大人気の一品が期間限定販売!!

場 所 館内1F10:00～20:00時 間

問DOLCE&MARCO 広島八丁堀店 
　082-241-1075

1000層にも重ねた生地のパリッパリ食感と
厳選したリンゴを使用した究極の
アップルパイなど美味しいスイーツを販売。

場 所 館内1F10:00～20:00時 間

▲チーズケーキ735円
　マドレーヌ118円～

問ミュゼドモーツァルト福岡事務所 092-589-7141

「ありがとう」と、お礼や感謝のお気持ちを
お伝えする機会にも、ご自身へのご褒美
にもご利用頂ける、ミュゼ季節のスイーツを
多数ご用意。

場 所 館内1F
10:00～20:00(最終日は19:30まで)時 間

オリジナルラッピングギフト 
600円～

2/26
金曜日

3/1
月曜日

場 所 館内1F

10:00～19:00
（最終日は17:00まで）

時 間

問株式会社プルビ 095-822-9043

長崎うまかもんフェア!
長崎のよかもん、
うまかもんばかり集めてきました！

「ケンズカフェ東京」

① ② ③

アップルパイ400円など

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木製品、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！

問阿津坂商事 0944-87-5525

①

②

2/27

場 所 館内1F
10:00～18:00（最終日は17:00まで）時 間

場 所 館内1F
10:00～18:00時 間

DRIED FRUITS & 
NUTS ichimaru.

ichimaru. “LIFE” 
MARKET

問ichimaru 0942-48-0438

大人気の「DRIED FRUITS & NUTS 
ichimaru.」。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
ご賞味ください。

2/27㊏～3/1㊊3日間は
“LIFE” MARKETを開催！ワインやお茶、
小石原焼の陶器などが並びます。

問田中修一 0942-48-0438

レストランレストラン

おうちおうち
de

KONOHA 
OUCHI de 
RESTAURANT

\ 木
の
葉で

テイ
クアウト！ /

第二弾第二弾

※詳細は館内ポスターまたはHPをご確認ください。

好評につき第二弾!!
27店舗によるランチ･ディナーに

ぴったりなメニューから人気のスイーツまで勢揃い!

おうち時間が増えた今、おうちでじっくりケアする「おこもり美容」が
おすすめです。おうち時間を充実させてくれる美容アイテムや
ケア用品をセンターコート1階にて一部展示します。
ぜひチェックして、自分磨きの参考にしてみてください♩

各店舗、センターコート1階にて一部商品の展示参加店舗

カレン、ラフィネ、クリスタルネイル、Dolly Lash、F･アヴェダ、
カ･ラ･ダファクトリー、ハウス オブ ローゼ、
ABC Cosme Store、雑貨館INCUBE、ドラッグセガミ、
無印良品、DHC直営店

ぜひ店頭へお越しください♪


