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⽊の葉モール橋本 

開業 6 周年 初のリニューアル実施 
2 月 20 日(月)〜3 月中旬に 18 店オープン 

福岡地所株式会社（本社︓福岡市博多区 代表取締役 榎本⼀郎）が運営する商業施設「⽊の葉モール橋本」
は、今春開業6周年を迎えます。 
開業6周年を迎える4月に向けて、初の本格的なリニューアルを実施いたします。 
 
新店・リニューアル店オープン 2月20日(月)〜3月中旬 
2月20日(月)を⽪切りに、バラエティ豊かな新店10、改装8、全18店が続々とオープンいたします。 
 
新店 10店 
オープン日 店  名 業 態 

2/20(月) 口福堂 （コウフクドウ） 和菓子  

3/10(⾦) 
Maazel Maazel （マーゼル マーゼル） スムージー・スープ 九州初 

polcadot （ポルカドット） 帽子・服飾雑貨  

3/17(⾦) 

グリムランド  おもちゃ・節句⼈形・盆提灯 九州初 
in MY PLACE by RAG MART 
（インマイプレイス バイ ラグマート） 子供服・雑貨販売 九州初 

apres les cours （アプレ レ クール） ベビー・キッズ・雑貨  

CouCou （クゥクゥ） 生活雑貨  

モスバーガー ハンバーガーショップ  

3/24(⾦) カ・ラ・ダ ファクトリー 整体サロン  
3 月中旬 
（予定） うえすたん ステーキ＆ハンバーグ  

リニューアル店（移転・業態変更含む） 8店 
オープン日 店  名 業 態 

3/3(⾦) ライトオン メンズ・レディス・キッズ 

3/4(土) TIME TIME terrace （タイム タイム テラス） 時計販売・修理 

3/10(⾦) TAKA-Q （タカキュー） メンズ・レディス 

3/17(⾦) 

クラフトハート トーカイ 手芸用品 

THE SHOP TK （ザ ショップ ティーケー） メンズ・レディス・キッズ 

サーティワンアイスクリーム アイスクリーム・クレープ 

e.r.g* （イーアールジー） レディス 

パオクレープミルク スイーツ 
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新店の概要 
2/20(月)オープン 

口福堂（コウフクドウ） 
＜和菓子＞ 1F はしもとまるしぇ 
口福堂は素材が本来持つ味を活かし、素朴な味を守りながら自然 
のおいしさをそのままにひとつひとつ丁寧に作っています。 
古くから日本の家庭で親しまれてきた「おはぎ」や「団子」、「大福」
など、昔ながらの製法を大切に季節に合った和菓子をお楽しみい 
ただけます。 
 
●運営︓株式会社柿安本店 
 

 

3/10(⾦)オープン 

Maazel Maazel（マーゼル マーゼル） 
＜スムージー・スープ＞ 九州初出店 1F はしもとまるしぇ 
大地の恵みを混ぜ合わせる（マーゼル）、ライフスタイルに輝きを 
プラスする（マーゼル）から名付けられたスムージーとスープの専 
門店。 
砂糖と氷を使わない製法で、日本伝統の発酵食材「米こうじ」を 
独自に加えた酵素と野菜・フルーツの濃厚な栄養素がそのまま手 
軽に摂れて美味しさも楽しめるスムージーです。 
 
●運営︓株式会社 Maazel Corporation 

 

polcadot（ポルカドット） 
＜帽子・服飾雑貨＞ 2F 
polcadot は、⼀つのジャンルに留まることなく、日常を華やかに 
彩る様々なデザインの帽子や、帽子との相性の良い⼩物・バッグも 
数多くとり揃えており、コーディネートの幅を広げます。 
 
●運営︓株式会社 snygg 
 
 

 

3/17(⾦)オープン 

グリムランド 
＜おもちゃ・節句⼈形・盆提灯＞ 九州初出店 1F 
山口県内で 4 店舗を展開する、子供から大人まで楽しめる、新しいス
タイルのおもちゃ専門店「グリムランド」が九州初登場。 
入口に「⽊の造作」を活かした「ジブリ・ダヤン」コーナーを設置し、
ベビー用品や雑貨等も取り揃え「ジブリ・ダヤン」の世界観を表現し
ます。専門店ならではの豊富な品揃えで、全てのお子様に「わくわく」
「ドキドキ」をお届けします。 
 
●運営︓有限会社グリムランド 
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3/17(⾦)オープン（前ページより） 

in MY PLACE by RAG MART  
（インマイプレイス バイ ラグマート） 
＜子供服・雑貨販売＞ 九州初出店 2F 
「毎日着るものだからこそこだわりたい︕」そんなママたちに人気 
の子供服ブランド。普段着としてのベーシックなデザインの中に、技
ありのディテールや大人な配色をとりいれてさりげない個性を 
主張するラグマート。シーズンごとに提案する、かわいいテキス 
タイルも魅⼒のひとつです。毎日をもっと楽しく過ごすための子 
供服です。 
 
●運営︓有限会社ラグマート 
 

 

apres les cours（アプレ レ クール） 
＜ベビー・キッズ・雑貨＞ 2F 
apres les cours は、こだわりの1枚から、毎日着たいデイリーアイテ
ムが並ぶ、ベビー、キッズ、雑貨のショップです。毎日のくらしに寄
り添いながら、ちょっとした感動と楽しさを発信します。 
いつものくらしがもっと楽しくなるモノ・コトがそろいます。 
 
●運営︓株式会社 F・O・インターナショナル 

 
 

 

CouCou（クゥクゥ） 
＜生活雑貨＞ 2F 
CouCou は、⼥性が⼼ときめく雑貨が300円（税抜）の雑貨ショップ
です。インテリアや収納、キッチン雑貨、観葉植物からアクセサリー
まで、生活を彩る雑貨が勢揃いしたお店です。 
※⼀部700円（税抜）の商品がございます。 
 
●運営︓株式会社ビルジャン 
 

 

 

モスバーガー  
＜ハンバーガーショップ＞ 1F フードコート 
モスバーガーは1972年に東京都成増に誕生したハンバーガー専 
門店です。「おいしさ」にこだわり、商品は作り置きせずひとつ 
ひとつ注文を受けてから作るアフターオーダー方式で提供してい 
ます。 

「安全・安⼼・健康」にもこだわり、モスバーガーの生野菜は全て 
国産です。 
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3/24(⾦)オープン 

カ・ラ・ダ ファクトリー 
＜整体サロン＞ ガーデンコート1F 
カ・ラ・ダ ファクトリーは背中や腰などの痛みや不調を改善し、お
客様を健康で快適なカラダに導きます。 
肩や腰、背中がつらいなど、カラダのトラブルでお悩みの方に多く⾒
られるのが、骨格や骨盤が歪んでいるケースです。 
「A.P.バランス（骨格・骨盤調整）」は、カラダの土台となる骨盤を中
⼼に全身の骨格バランスを整えることで、カラダの不調を改善してい
きます。 
 
●運営︓株式会社ファクトリージャパングループ 

 

3月中旬オープン 

うえすたん 
＜ステーキ＆ハンバーグ＞ 1F フードコート 
創業1985年、おいしいお肉をリーズナブルに味わっていただけるス
テーキとハンバーグ専門店です。 
アメリカの雰囲気をコンセプトに店舗作りを⾏っております。 
特製ステーキソースで、上質なお肉をリーズナブルに、また、アメリ
カの雰囲気を味わって頂く事ができます。 

 
 
 
 

 

 
リニューアル店の概要 

3/3(⾦)オープン 

ライトオン 
＜メンズ・レディス・キッズ＞ 2F 
“そのままであり続ける”ジーンズや、オリジナルウェア、雑貨を軸に遊び⼼や
こだわりのあるブランドをセレクト。アメカジからトレンドまで幅広く展開
し、等身大のファッションを提案します。 
  
●運営︓株式会社ライトオン 
 

 

3/4(土)オープン 

TIME TIME terrace（タイム タイム テラス） 
＜時計販売・修理＞ 移転リニューアル 2F 

地域密着をテーマに、⽼若男⼥問わず幅広いニーズにお応えできる品揃えとな
っております。お買い上げ後も安⼼してお使い頂けるよう、修理・アフターサ
ービスにも⼒を入れています。 
 
●運営︓株式会社ウオッチ・ビジネス・カンパニー 
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3/10(⾦)オープン 

TAKA-Q （タカキュー） 
＜メンズ・レディス＞ 2F 
「ファッション＋機能」をキーワードに、大人の男性にむけて、モダンクラシ
ックなテイストのビジネス＆ドレスカジュアルアイテムをトータルでご提案
いたします。 
 
●運営︓株式会社タカキュー 

 

 

3/17(⾦)オープン 

クラフトハート トーカイ 
＜手芸用品＞ 移転リニューアル 2F 
かわいいファブリックをはじめ、毛糸やビーズ、手芸・ソーイング用品などを
たくさん揃えています。初めての方でも安⼼の、楽しい手づくり体験イベント
や講習会も開催いたします。 
 
●運営︓藤久株式会社 
 

 

THE SHOP TK（ザ ショップ ティーケー） 
＜メンズ・レディス・キッッズ＞ 2F 

スタンダードアイテムをベースに半歩先のトレンドや独自のテクニックをミ
ックスした清潔感のあるスタイルを「メンズ・レディース・キッズ」で提案い
たします。 
 
●運営︓株式会社ワールド 
 

 

サーティワンアイスクリーム 
＜アイスクリーム・クレープ＞ 移転リニューアル 1F フードコート 
1,000種類以上の豊富なフレーバーの中から季節に合わせた31種類をライン
ナップ︕「お客様に1ヶ月（31日）間、毎日違った美味しさを発⾒し、楽しん
で頂きたい」サーティワンのネーミング、フレーバーの豊富さには、この願い
が込められています。 

 

 

e.r.g* （イーアールジー） 
<レディス> 1F 
ストレスフリーで笑顔あふれる日々を過ごしたい⼥性に向けて、いつも自然体
でいられるシンプルなアイテムを提案いたします。店内は優しくて⼥性的に、
かわいらしく、洗練されたスタイルに ELEGANT・ROMANTIC・MODERN を
リミックスいたします。 
 
●運営︓株式会社ブルーメイト 
 

 

パオクレープミルク  
＜スイーツ＞  移転リニューアル  1F はしもとまるしぇ 
クレープはミルクとたまごをたっぷりと使用した「しっとり」「ふわふわ」「も
ちもち」とした食感です。 安全で美味しいクレープを提供出来るように本社
工場で製造し、直送で販売をしております。  
 
●運営︓株式会社ミルクワークス 

 

 


