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金曜日祝

参加無料

日曜日

抽選で f-JOYポイント300ポイント GET!!

抽選で f-JOYポイント2,000ポイントGET!!

LINEで挑戦！
初夢クイズラリー

LINE

うしくんを見つけて運試し！

f-JOYクーポン

クイズに答えてf-JOY ポイントが当たる抽選に参加しよう！

木の葉モール橋本館内の５か所に設置されたクイズの答えを、木の葉モール橋本のＬＩＮＥ公式アカウントに

送ろう！正解するたびにもらえるキーワードを全てつなぎ合わせて木の葉モール橋本のＬＩＮＥ公式アカウントに
送ると、抽選でf-JOY ポイント2,000ポイントが当たるかも！？友達や家族と一緒にチャレンジしよう！！
※木の葉モール橋本ＬＩＮＥ公式アカウントの友達登録が必要となります。
※f-JOYアプリ、f-JOY カード、f-JOY クレジットカードの会員様のみがご参加頂けます。
※f-JOY アプリは当日会員登録が可能です。

会の参加には事前に
選
抽
の会員登録が必要で
リ
す
プ
ア

1/17㊐

2021/

f-JOYアプリクーポンを使用して抽選に参加しよう。
対象クーポンは、f-JOYアプリ
「トップページ」→「クーポン」
をチェック。
対象クーポンを使用するために必要なクーポンコードは木の葉モール橋本館内で探そう！
2021年干支のうしくんも館内を回遊しクーポンコードをお知らせします。専用のクーポンにクーポンコードを
入力し
「クーポンを使う」
を押すとエントリー完了です。
ご参加いただいたお客様の中から抽選で各日200名、
合計600名様にf-JOYポイント300ポイントをプレゼントします。

1月1日
（金祝）10:00〜 1月3日
（日）23:59のクーポン利用まで有効です
当選者数 各日200名様
（計600名様）

時間

※f-JOYアプリへの会員登録が必要となります。
※ご当選者様には別途f-JOYアプリにて当選のプッシュ通知をお送りいたします。
※ポイント付与は1月31日（日）までを予定しております。

10:00〜20:00 スタート地点 ガーデンコート１F
当選者数 各日100名様
（計300名様）
時間

※イベントの詳細は木の葉モール橋本ホームページをご確認ください。
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金曜日祝
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日曜日

参加店舗

1/ 9

土曜日

1/ 17
日曜日

新春！大掘り出しもの市！
大特価

新春初売り！グルメ福袋即売会

最終処分価格や特別価格の超お買い得
商品が満載！ぜひ、
この超お得な機会を
お見逃しなく♪
場 所 無印良品・グリムランド・ABC−MART：

2021年最初のお買い物は、毎年売り切れ続出の
グルメ福袋で決まり！
販売金額相当額のギフトカードと素敵な
キャラクターグッズがセットになった「絶対に損をしない」
福袋をぜひお求めください。数に限りがありますので、
時 間 10:00〜13:00 場 所 館内1F
売り切れの可能性がございます。
参加店舗 ミスタードーナツ、モスバーガー フードコートでお待ちしております。

開催中

12/ 23 学生服専門店マイク
水曜日

学生服先行予約会新入学応援セール

福岡市内中学校標準服の
先行予約会と試着採寸会。
お得な８大特典をご準備。

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
ご協力をお願いいたします。

時 間 10:00〜20:00

株式会社マイク 092-791-5098

12/ 25

開催中

金曜日

スイーツコレクション

12/ 24
木曜日

岩田屋のお歳暮

開催中

一年の終わりに贈り物を贈ること。
それは、二人の変わらぬ関係性に明かりを
灯していくことなのかもしれません。
人が人を思うかけがえのない気持ちを、
これからもずっと照らしたい。
あなたとあの人の冬のひとときに岩田屋の贈り物を。
時間

場 所 館内2F

NEW!

開催中

場所

10:00〜20:00（最終日は18:00まで）
館内１F

1/ 5

火曜日

金曜日

福岡〈料亭老松〉博多寄せ鍋10,800円（税込）
※賞味期間／冷凍で20日〈限定100セット〉
九州の食材を料亭のだしで食べる贅沢鍋。

絵柄付き年賀はがき
特設販売会

クリスマス おやつtoまるしぇ

場 所 館内1F

1/ 17
日曜日

monroe 090-6537-1487

12/ 25
金曜日

博多かじや･純栗総本舗

地元九州産の美味しくて安心な厳選さつまいもを使用したいきなり団子。
栗の甘さをぎゅっと凝縮、糖度にこだわった最高水準の栗を使用した
甘栗をご用意。

12/ 30
水曜日

年末年始 大抽選会！

1/ 7

木曜日

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。
場 所 館内1F

1月の開催は第3月曜日（1/18㊊）です。

絵柄付き年賀はがき5枚組
560円
（税込）〜

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

Setouchi&cotton
歳末フェア

12/ 26

1/ 6

土曜日

~新年を新しいタオルで~をコンセプトに今治タオルを展示販売いたします。
タオルの歳末お楽しみ袋や工房織座のマフラー･国産マスク･
讃岐の年越しうどんや瀬戸内のお菓子もご用意いたします。

水曜日

陶器マルシェ～CRAFT MARKET～

ざっくぅグッズが当たる無料抽選会！

in 木の葉モール橋本

※お一組さま一回までとなります。
※保護者同伴が必須となります。

アンケートにご回答の方
対 象 来店の上、
時 間 11:00〜18:00

場 所 ジェイコムショップ店内

店休日 水曜日及び12/29㊋〜1/4㊊

グローバルプランニング（株）
0120-920-440（平日9:00〜18:00）

1/ 1

火曜日

手づくり雑貨市
あとりえこのは

時 間 10:00〜17:00

時 間 10:00〜20:00 場 所 館内1F

金曜日祝

12/ 22

参加無料 先着100名様

時 間 10:00〜20:00

パレットプラザ 092-811-5095

金曜日

カザルキカザル
limited shop

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。
アクセサリー1,000円（税込）〜、ハンドメイドマスク500円（税込）
洋服、雑貨、植物など

ひだまりぽけっと 080-2759-1426

月曜日

12/ 25

時 間 10:00〜19:00

今年あまり会えなかったあの人に
年賀状で新年のご挨拶をしませんか？
パレットプラザオリジナルの年賀はがきを
ご準備してお待ちしております。
場 所 館内1F

開催中

場 所 館内1F

12/ 21

最終処分価格や特別価格の
超お買得商品が満載！
ぜひ、この超お得な機会をお見逃しなく♪

無印良品（10:00〜17:00）、
ABC−MART（10:00〜19:00
※最終日のみ17:00まで）、
ライトオン（10:00〜20:00）、
雑貨館INCUBE（10:00〜20:00）

時 間 10:00〜17:00

NEW!

1.9 土 1.17日

参加店舗 グリムランド（10:00〜17:00）、

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
販売します。

岩田屋サロン木の葉モール橋本店 092-407-2711

開催中

12/ 25

館内1F
ライトオン・雑貨館INCUBE：
店頭にて開催

新春！

ジェイコムショップ木の葉モール橋本店 092-202-9008（11:00〜18:00）

12/ 26

手仕事職人たち展

土曜日

1/ 8

金曜日

思い出横丁
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。
時 間 10:00〜19:00
（最終日は18:00まで）

時 間 10:00〜19:00（最終日は18:00まで）

場 所 館内1F

場 所 館内1F

株式会社 山藤 0898-55-8566

12/ 26
土曜日

新しい年を迎えて、
おめでたい手づくりの品々を多数揃えています。
はし屋伊豆丸では、無料にて、
お名前を彫り入れます。
時 間 10:00〜20:00

（最終日は19:00まで）
場 所 館内1F
伊都の国彫りフナダ 090-2856-7733

12/ 31
木曜日

株式会社 勇和 0955-29-8507

2021年のお正月を
華やかに飾りましょう！

コロナに負けない華やかで
素敵な一年をお手伝いいたします。
生花アレンジメント2,200円
（税込）〜、
花束などご予算に応じてお作りします。
時 間 10:00〜20:00

場 所 館内1F

ICHIRINN 092-407-2881

1/ 16

※掲載写真の商品はイメージです。

昔懐かしの駄菓子を期間限定で販売いたします。
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。
親子3代で楽しめます！
時 間 10:00〜20:00（最終日は18:00まで）

場 所 館内1F

土曜日

1/ 17
日曜日

トヨタカローラ福岡

移動車両展示会

人気のスライドドア装備車を展示致します。
お買い物中におクルマの査定もできます！
是非お気軽にお立ち寄りください！
（展示車は変更となる場合がございます。）
※コロナウイルスの状況により中止となる
場合がございます。予めご了承ください。

思い出横丁 090-8994-1390

時 間 10:00〜18:00 場 所 館内1F

トヨタカローラ福岡株式会社 092-733-8555

※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

