
館内2F
10:00～20:00

福岡市内中学校の標準服予約会と試着採寸会を実施します。
お得な7大特典もご用意！

株式会社マイク 092-791-5098

学生服先行予約会 新入学応援セール

アクセサリー・植物・ようふく・ハンドメイドパーツなど

ケーキ各種 400円～

EVENT
CALENDAR
EVENT
CALENDAR

イベントカレンダー

木の葉モール橋本

12月12月12月12月12
館内１F

10:00～19:00
（最終日は18:00まで）

時間

場所
問

イタリアのワインと食材を
豊富に取り揃え皆さまのお越しを
お待ちしています。

株式会社ISOLACARA
093-533-6210

館内1F
10:00～19:00（最終日は18:00まで）時間

場所
問

甘い誘惑！
しあわせ広がる絶品スイーツが
木の葉モール橋本に大集合！！

有限会社 天平フーズ 0740-25-5225

館内1F

10:00～21:00
（最終日は18：00まで）

時間

場所
問

湯前町の色々な特産品を
ご用意しております。
是非、お買い求めください。

株式会社Ａ.Ｐ.Ｆ
092-761-6911

プチイタリアフェア 熊本県 人吉・球磨
災害復興マルシェ▼ 7㊋1㊌

館内1F

10:00～19:00
（最終日は18:00まで）

時間

場所
問

長崎県五島列島の五島手延うどん・
あご出汁・かんころ餅といった
特産品や五島近海で獲れた魚など
が勢ぞろいします！

新上五島町観光物産協会
0959-42-0964

上五島のごっつ。
～新上五島町観光物産展～▼ 12㊐10㊎

時間

場所
問

▼25㊏ 6㊍
1/

スイーツフェア▼ 24㊎9㊍

館内1F
10:00～17:00時間

場所
問

ハンドメイドアクセサリー・
雑貨などの作家さんが出店します！

ひだまりぽけっと 080-2759-1426

クリスマス おやつtoマルシェ▼ 25㊏15㊌

EVOオリーブオイル(500ml)3,348円

・ 5㊐4㊏

館内1F

10:00～21:00
（最終日は18:00まで）

時間

場所
問

～新年を新しいタオルで～
をコンセプトに今治タオルや
瀬戸内のお菓子などを
ご用意いたします。

(株) 山藤 0898-55-8566

setouchi & cotton
～歳末フェア～▼ 30㊍25㊏

思い出横丁

館内1F

10:00～21:00
（最終日は18:00まで）

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

時間
場所
問

▼26㊐ 7㊎
1/ 陶器マルシェ～CRAFT MARKET～

in 木の葉モール橋本

館内1F
10:00～19:00（最終日は18:00まで）

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。
さらに期間中は新春の陶器や小物も
ラインナップします。

株式会社勇和 0955-29-8507

NEW NEW

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。

来月の予告

PICK UP 今月の注目イベント

1/19㊌ 30㊐▼

南北
うまいもの合戦

最新情報は
こちら！▼

インスタでも
紹介中！▼

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。

ココロ、動く電話の「ロボホン」

(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（最終日は18:00まで）時間 場所

問

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。ご家族に嬉しいお留守番機能も！？

時間

場所

問

時間

場所

問

▼

23㊍

開催中

▼

24㊎

開催中

15㊌

19㊐
▼

次回開催予定：1/17㊊・18㊋

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1F
10:00～17:00時間

場所

問

1㊌

13㊊
▼

2㊍

7㊋
▼

3㊎

6㊊
▼

7㊋

11㊏
▼

13㊊

19㊐
▼

14㊋

ミュゼドモーツァルト
スイーツおせち
クリスマスやお正月
語らいのひと時を
スイーツと共にお楽しみください。

ミュゼドモーツァルト 福岡事務所 092-589-7141
館内1F
10:00～20:00時間

場所

問

22㊌
▼

1/7㊎

岩田屋のお歳暮 2021

10:00～21:00（最終日の受付は17:00まで）
館内１F 

贈る人も、もらう人も、こころが温まる嬉しい冬の贈り物。
定番のスイーツ・ハムをはじめトレンドを押さえた
限定品など厳選された銘品をご用意しております。

岩田屋サロン 木の葉モール橋本店 092-407-2711

時間

場所

問

カザルキカザル

館内1F
10:00～19:00

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着けてうれしい
ファッションアイテムを展示販売します。

monroe 080-6807-5064

時間

場所

問

時間

問

江頭仏壇店 年末販売会

館内1F
10:00～19:00

かわいい寅の干支置物など多数展示！
年末年始の贈り物にいかがですか。

株式会社 江頭仏壇店 0944-88-0001

てつおじさんの店
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。

10:00～18:00
てつおじさんの店 次郎丸本店 092-864-5661

ツキイチプランツショップ vol.19

(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

「ディズニー英語システム」 フォトキーホルダーイベント

ワールドファミリー株式会社 00777-88-815館内2F
10:00～18:00時間

場所 問

撮影した写真をディズニーキャラクターカードと一緒に
キーホルダーに入れてプレゼント！ご希望の方には、
ディズニー英語システムの楽しい無料サンプルをプレゼント！

場所 館内1F


