
木の葉モール橋本 イベントカレンダー
4/5㊊→ 5/2㊐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

商品券のご案内

ご購入日より半年間

有効期限販売場所

センターコート1F
インフォメーション

販売日時

 5/9 日 まで

11:00～17:00

期間限定
販売

※商品券の詳細は館内ポスター･HPなどでご確認ください。

お問い合わせ 木の葉モール橋本インフォメーション

※写真はイメージです。

見 本

おひるねアート

場 所 館内2F参加費 2,750円 貸衣装100円
11:00～12:30、13:30～15:00（10分1組様）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、「おひるねアート撮影会」に参加しませんか？

※その他情報は予約サイトをご確認ください。

4月テーマ：「こどもの日」

問パレットプラザ木の葉モール橋本店  092-811-5095
※衣装は感染症対策のため、使い回しはいたしません。※数に限りがございます。ご了承ください。

4/20
火曜日

※当日空きがあれば予約可能
事前予約制 定員18組様予約

サイトは
コチラ！

※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。

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。

キッズが楽しめる
ワークショップを開催！
作家さんたちのこだわりがつまった、
おやつ･アクセサリー･雑貨なども
販売します。

次回開催予定：5/11㊋
問http://blog.goo.ne.jp/atoriekonoha

場 所 館内1F
10:00～17:00時 間

場 所 館内1F10:00～18:00時 間

手づくり雑貨市
あとりえこのは

4/12
月曜日 ハサミヤキマーケット 4/12

月曜日
春休み木の葉ワークショップ
and おやつtoまるしぇ

4/27
火曜日

4/13
火曜日

4/10
土曜日

4/24
土曜日

4/26
月曜日

4/17
土曜日

京都みやび こだわり市

4/26
月曜日

4/17
土曜日

iroHa 大福 5/10
月曜日

4/24
土曜日

5/10
月曜日

4/29
木曜日祝

5/9
日曜日

4/29
木曜日祝

母の日“今年は特別な
ありがとうを贈りましょう”

開催中 開催中

setouchi & cotton
～初夏フェア～

ツキイチプランツショップvol.13
~母の日特別販売~

問（株）ロクサン 63FLOWER 092-811-2252

今年の母の日は5月9日（日）！！
お母さんへのプレゼントにぴったりな
お花をたくさん取り揃えています♪

場 所 館内１Ｆ

10:00～20:00
(最終日は18:00まで）

時 間

問(株)エス･ティ商事 0120-018-911
（9:00～18:00 ※土日祝除く）

場 所 館内1F
10:00～19:00（最終日は17:00まで）時 間

匠の技、みやびな味。長い歴史を持つ古都･京都。
洗練された匠の色づかい、技法で織り成す四季折々の
京都の魅力をたっぷりとご堪能ください。

問ICHIRINN 092-407-2881
場 所 館内1F10:00～20:00時 間

あなたのお母さんが喜ぶお花はどれですか。
季節の花を使ってお母さんの好みに合わせて
定番のカーネーションをいれておつくりいたします。
メッセージカードもおつけできます。
素敵な母の日になりますように。

京漬物393円～、
京ばあむ1,379円
など

母の日生花アレンジメント
2,750円～

はふり 長角皿 1,650円

詳しくは木の葉モール橋本HP・ポスターをチェック！https://konohamall.com

場 所 館内1F10:00～19:00(最終日は18:00まで)時 間
問(株)山藤 0898-55-8566

問ひだまりぽけっと 080-2759-1426

初夏をテーマに新作のハンカチ・スカーフそして
倉敷帆布。人気の『果汁100%柑橘ジュース』や
『オリーブオイル』など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。

場 所 館内1F

10:00～19:00
（最終日は17:00まで）

時 間

問有限会社天平フーズ福岡営業所 092-512-8545

洋スイーツを連想させるような
カラフルで種類豊富な大福です。
最高級 滋賀県の羽二重餅と餡との
絶妙なハーモニーをお楽しみ下さい。

場 所 館内1F
10:00～18:00時 間

問西海陶器 0956-85-5555

モダンな波佐見焼の
マーケットです。

4/18
日曜日

4/10
土曜日

キッズメニュー無料チケット
プレゼントキャンペーン

わくわく恐竜ひろば＆
化石発掘

5/5
水曜日祝

5/1
土曜日

4/10㊏～4/18㊐配布期間

5/31㊊まで利用期限

10:00～20:00時間

1Fインフォメーション場所

ガオガオライド：1回300円
※3歳～12歳まで（体重制限40kgまで）
シャカシャカ採掘ひろば：１回500円

参加費

10:00～18:00時間

ガーデンコート1F場所

キャンペーン期間中は、税込5,000円以上のお買上レシート
ご提示で飲食店のキッズメニュー無料チケットが必ず当たる
スクラッチカードを差し上げます。
※チケットの詳しい利用方法はチケット裏面にて
　ご確認ください。
※レシートはその他のレシートキャンペーン企画との併用は
　できません。
※テイクアウトを希望された場合の袋代等の追加料金は
　別途発生いたします。
※なくなり次第終了

大迫力のティラノサウルスがやってくる！
トリケラトプスの背中に乗って楽しめる
「ガオガオライド」や
砂の中から化石や宝石を採掘できる
「シャカシャカ採掘ひろば」など
楽しいアトラクションも盛りだくさん！

可愛く、カッコよくお子様を
撮影する方法をフリー
カメラマン maiさんが伝授！

“ほしいものは作る文化”を
発信する福岡のインテリア
デザイナー･西谷直也さんに
よるワークショップ。
お子様や初心者の方には
基本工具の安全な使い方も
教えます！

4/18
日曜日

木の葉モール橋本10周年
オリジナルエコバッグプレゼント

『子どもの成長を残そう！
ワンランク上の写真の撮り方講座』

『DIYプロ講師が教える！
ミニシェルフ作り体験講座』

各日先着200名様

参加無料

抽選参加

10:00～15:00 ※なくなり次第終了時間

館内1F通路（pink adobe前）場所

親子14組様当選組数

親子30組様当選組数

親子30組様

木の葉モール橋本の当日のお買上3,000円（税込）以上の
レシートをご提示で各日先着200名様にプレゼント！
※レシート合算可※お1人様お１つ限りです

大福 各種 全て108円

見本

※写真はイメージです。

※写真はイメージです。実際のアトラクションと異なる場合がございます。
※ティラノサウルスは模型です。乗ることはできません。

※大型模型

ガオガオライド

シャカシャカ採掘ひろば

フォトスポットも
あるよ！

ティラノサウルス

空中あそびば とばんね
風船プレゼント

土曜日･日曜日･
祝日営業

木の葉でAR水族館
~InstagramARで水族館の写真を撮影しよう！~

12/31
金曜日

4/10
土曜日

お手持ちのスマートフォンと
Instagramアプリで水族館の
ARを体験できます！
体験するには、館内に設置された
ポスターのQRコードを
読み取ってください。

「空中あそびば とばんね」の遊具が増えました！3層目に
バランスボールの追加＆来場の方に風船プレゼント♪
さらにとばんねデーが5/1㊏より毎週㊏㊐㊗に変わります！
お楽しみに♪

参加無料

30分(入替制)
子ども400円･保護者200円

利用料金

10:30～18:00（最終受付17:30）時間

ガーデンコート2F場所館内1F･2F場所
♡

konohamall

#木の葉でAR水族館

･･･

特 別 講 座

木の葉モール橋本

第1弾

4/25
日曜日 第2弾

参加応募について

4/5㊊～4/14㊌期間

・f-JOYアプリ・f-JOY
 ポイントカード・f-JOY
 クレジットカード会員様
・親子（年齢制限なし）

参加対象
応
募
は

こ
ち
ら
か
ら ワンランク上の

写真の撮り方講座
ミニシェルフ作り
体験講座

誕生祭イベントINFO誕生祭イベントINFOありがとう10周年ありがとう10周年

小さく畳めて
持ち運びに便利！

オリ
ジナルデザイン

© ドゲンジャーズ2製作実行委員会

※数量限定。なくなり次第終了。

抽選プレゼント

先着プレゼント

ドゲンジャーズ～ナイスバディ～
メインビジュアルポスターや
アクリルスタンドセットなど

ドゲンジャーズ×
木の葉モール橋本
コラボエコバッグ

期間中90名様に当たる

ドゲンジャーズ クイズラリー

5/9
日曜日

4/10
土曜日

参加無料

1Fインフォメーション
クイズラリー応募用紙･先着プレゼント引換･応募箱設置場所

10:00～20:00時間

館内4か所にあるクイズに答えて、ドゲンジャーズグッズをもらおう！
※お1人様1日1回まで

f-JOYアプリ

大抽選会
4.10
4.25

㊏

㊐
特賞100,000ポイント10本など

f-JOYアプリの
ダウンロードはこちら ▼ ▼ ▼

詳細は館内ポスターまたはアプリをチェック！


