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イベントカレンダー

木の葉モール橋本7月7月7月7月7
長崎うまかもんフェア！

大隈カバン店
ランドセル早期販売予約会

来月の予告

館内1F
10:00～19:00（最終日は17:00まで）時間

場所 問

最新情報は
こちらを
チェック！
▶

8㊍

11㊐
▼

特別な想いを込めて
お花を贈りましょう

ツキイチプランツvol.16

▼ 5㊊1㊍

7/31㊏ 8/13㊎▼

8/5㊍ 8/9㊊▼

PICK UP 今月の注目イベント

外遊び･水遊びを楽しもう！！

DOSCH水着フェア

スーパースポーツゼビオ 092-811-8290館内2F
施設の営業時間に準ずる（最終日は19:00まで）

メンズ･ジュニアのリゾート水着、ビーチサンダルなど
夏に欠かせないアイテムを多数展開！※レディス用はゼビオ店内にて販売中。

水着及び関連雑貨を種類豊富に取り揃えております♩
今年の夏はDOSCHの水着を着て海に遊びに行きませんか？

長崎のよかもん、うまかもんばかり集めてきました！

株式会社プルビ 095-822-9043

京都物産フェア

館内1F

10:00～19:00
（最終日は18:00まで）

▼ 31㊏20㊋

八つ橋やお菓子、京小物など
京都の特産品が大集合！

サングラスフェア 2021▼ 25㊐21㊌
「OPTIQUE PARIS MIKI」「JINS」が
揃ってサングラスフェアを開催！
こだわりの定番フレームや新商品など、
夏に欠かせないサングラスをご紹介します。

京都物産展大熊商店 
048-925-7770

この夏に食べたい！
激辛＆ひんやりグルメ大特集

各店舗
施設の営業時間に準ずる

木の葉モール橋本が、この夏におすすめ
する激辛＆ひんやりスイーツを大特集！
この期間限定のスペシャルメニューや、
映画「妖怪大戦争 ガーディアンズ」との
コラボもお見逃しなく！

思い出横丁

館内1F
10:00～21:00(最終日は18：00まで）※施設の営業時間に準ずる

▼19㊊
8/

9㊊㊗

▼22㊍
8/

31㊋

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！

思い出横丁 090-8994-1390

館内2F
施設の営業時間に準ずる（最終日は18:00まで）

▼3㊏
9/

26㊐

うさぎのマークのランドセル早期予約
販売の期間限定店舗です。
通常価格より4,800円～31,111円の
割引にてご用意しております。

(株)大隈カバン店 092-741-0278

ミュゼドモーツァルト
七夕スイーツ　　　

館内1F

10:00～20:00
（最終日は19:00まで）

▼ 12㊊1㊍

涼しげな姿のフルーツジュレ。
星空の下でとっておきのひと時を。

ミュゼドモーツァルト 
福岡事務所 092-589-7141

フルーツジュレ250円~350円

大福各108円、フルーツサンド各種432円～

ワンコインサマーフェア

各店舗店舗により異なる

▼ 7㊌6㊋

ご新規様限定でカ･ラ･ダファクトリー、F･アヴェダ、カレンのサービスが
500円で体験できます★この機会にぜひご来店ください。

カ･ラ･ダファクトリー 092-707-5053
F･アヴェダ 092-811-8388 カレン 092-407-2755

メンズ PGラッシュガード 
4,389円他

水着2,980円～
7,980円

次回開催予定：8/10㊋･8/24㊋

岩田屋サロン 092-407-2711館内1F
施設の営業時間に準ずる（最終日は18:00まで）時間

岩田屋サロン お中元承り会
▼

8/4㊌

開催中
九州各地の美味大集合。例年通りも良いけれど、
今年は何か新しいものを贈ってみては。

※代引き発送の場合はf-JOYポイントは
　対象外となります。

場所 問

時間

場所 問

DOSCH 092-811-5102館内2F
施設の営業時間に準ずる（最終日は18:00まで）時間

場所 問

太陽光発電PRイベント
どなたでも参加できる無料抽選会を開催！

(株)フォレストホームサービス 0800-170-4010館内2F
10:00～19:00時間

場所 問

江頭仏壇店～盆提灯販売会～
和室に限らず洋間にも調和しインテリア照明としても飾れる盆提灯を
多数展示！

(株)江頭仏壇店 0944-88-0001館内1F
10:00～19:00（最終日は18:00まで）時間

場所 問

手づくり雑貨市 あとりえこのは
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。

【あとりえこのはブログ】http://blog.goo.ne.jp/atoriekonoha
館内1F10:00～17:00時間 場所

問

（株）ロクサン 63FLOWER 092-811-2252館内1F
10:00～19:00(最終日は18:00まで）時間

場所 問

時間

場所

問

時間
場所 問

時間 場所

問

時間

場所

問

館内1F
施設の営業時間に準ずる

OPTIQUE PARIS MIKI　
092-811-5197
JINS 
092-812-1153

時間
場所
問

夏休みキッズフェア 
2021　▼

8/
31㊋22㊍

夏の思い出づくりにぴったりなおもちゃの
展開やワークショップを開催します！
お外でアクティブに遊べるアイテムやお家で
料理や工作を楽しむグッズが盛りだくさん。
親子で一緒に楽しむ“夏休みの１ページ”を
探しに来てください！

館内各所

施設の営業時間に準ずる
※ワークショップの開催時間など詳しくはHPをご確認ください。

各店舗

時間

場所 問

佐賀観光物産展　　

館内1F10:00～19:00

▼ 20㊋16㊎
香り高い新茶や、水出し茶。
小城羊羹をはじめとする佐賀の
和菓子。それらをひきたてる有田
焼の湯呑や食器等。
佐賀産の良いものを見つけて
ください！

(有)お茶の深香園 0954-20-6011
時間 場所

問

時間
場所

時間
場所

問

▼

8/15㊐

開催中

▼
開催中

8/5㊍

ツキイチプランツショップvol.15
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。

10㊏

11㊐
▼

13㊋

13㊋

19㊊
▼

iroHa大福＆スイーツフェア
大人気！カラフルな大福『iroHa』、無添加ジェラート専門店『ジェラテ
リアクラキチ』、主に九州産の旬の果物にこだわった『フルーツサンド
mori』が大集合！

有限会社天平フーズ 0470-25-5225館内1F
10:00～19:00（最終日は18:00まで）時間

場所 問

14㊌

18㊐
▼

ココロ、動く電話の「ロボホン」
毎日がワクワクする、新しい家族生活を始めませんか？ロボホンと一緒
にゲームをしたり、お話したりと楽しい時間がきっと見つかります。

(株)ベネフィットジャパン カスタマーサポートセンター
050-3387-0630 ※受付時間11:00～19:00（年末年始･弊社指定休日を除く）

館内1F10:00～19:00時間 場所

問

おやつtoまるしぇ
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･雑貨などが日替りで登場します。

ひだまりぽけっと 080-2759-1426館内1F
10:00～17:00時間

場所 問

22㊍㊗

26㊊
▼

26㊊

3㊋
▼

福岡Tシャツマーケット
福岡のアパレルショップや飲食店 etc. がそれぞれの“フクオカ T”を
デザイン！みんなで着よう！そして福岡を楽しく盛り上げよう！！をテー
マにした夏のイベントです。

福岡Tシャツマーケット事務局 info@fukuoka-tee.jp
21㊌▶25㊐ 館内1F 26㊊▶8/15㊐ 館内２F10:00～19:00（最終日は18:00まで）時間 場所

問

21㊌
▼

8/15㊐

10㊏
11㊐
31㊏

▼

・

▼
8/1㊐

【あとりえこのはブログ】http://blog.goo.ne.jp/atoriekonoha
館内1F10:00～17:00時間 場所

問

あとりえこのはpresents
サマーアイテムコレクション
あとりえこのはの人気作家たちによるサマーアイテムばかりを集めた雑貨市！

8/

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。

※写真はイメージです。※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。


