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2016 年 12 月 21 日 

報道関係者各位 

福岡地所株式会社 
 

キャナルシティ博多/マリノアシティ福岡/リバーウォーク北九州/木の葉モール橋本 

年末年始営業のご案内② 
元日より 4施設一斉バーゲン＆イベント開催のお知らせ 

 

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 4 商業施設は、年末年始も休

まず営業いたします。なお、年末年始の営業時間は以下の通り変更いたします。 

※先にお送りしたご案内より一部情報を追加・更新しております。 

 

年末年始営業時間変更のご案内 

（１月２日以降は通常通り営業いたします） 

施設名 通常営業時間 大晦日（12/31） 元日（1/1） 

キャナルシティ博多 

福岡市博多区住吉 

物販 10:00～21:00 
飲食 11:00～23:00 

※一部店舗により異なる 

［物販］10:00～19:00 

［飲食］11:00～21:00 

［物販］9:00～21:00 

［飲食］11:00～23:00 

マリノアシティ福岡 

福岡市西区小戸 

［物販］10:00～19:00 

［飲食］11:00～21:00 

［物販］9:30～21:00 

［飲食］11:00～23:00 

リバーウォーク北九州 

北九州市小倉北区室町 

［物販］10:00～19:00 

［飲食］11:00～20:00 

［物販］10:00～21:00 

［飲食］11:00～23:00 

木の葉モール橋本 

福岡市西区橋本 

［物販］10:00～20:00 

［飲食］11:00～21:00 

［物販］10:00～21:00 

［飲食］11:00～23:00 

※店舗により上記と一部異なる場合がございます。また、ギャラリー、サロン、クリニック等の一部施設は 

休業いたしますのでご注意ください。 

※飲食店の最終入店・最終オーダーは店舗により異なります。 

 

●福岡地所(株)本社は、12 月 30 日(金)～1 月 4 日(水)の期間を年末年始休業とさせていただきます。 

●報道に関するお問い合わせは、年末年始期間も下記お問い合わせ先の太字下線（携帯電話・メール）まで 

お願いいたします。 

●各商業施設の管理事務所は年末年始も通常通り営業しております。 
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初売り福袋・セール情報 
施設名 福袋 セール 

キャナルシティ博多 

福岡市博多区住吉 

福袋販売 

【日 時】1/1(日祝)9:00～ 

【参 加 店】約 130 店 

【販売個数】約 10,000 個 

 開業 20 周年記念「20 万円福袋」販売 

キャナルバーゲン 

【期 間】1/1(日祝)～1/15(日)  

【参 加 店】約 140 店 

【割 引 率】最大 70％OFF 

マリノアシティ福岡 

福岡市西区小戸 

アウトレット福袋販売 

【日 時】1/1(日祝) 9:30～ 

【参 加 店】約 130 店 

【販売個数】約 10,000 個 

初売りセール 

【期 間】1/1(日祝)～1/4(水) 

【参 加 店】約 150 店 

【割 引 率】最大 80％OFF 

ウィンターアウトレットバーゲンは 

1/7(土)～1/15(日)の 9 日間開催 

リバーウォーク北九州 

北九州市小倉北区室町 

福袋販売  

【日 時】1/1(日祝) 10:00～ 

【参 加 店】約 60 店 

【販売個数】約 2,500 個 

リバのバーゲン 

【期 間】1/1(日祝)～1/9(月祝) 

【参 加 店】約 70 店 

【割 引 率】最大 80％OFF 

木の葉モール橋本 

福岡市西区橋本 

福袋販売 

【日 時】1/1(日祝) 10:00～ 

【参 加 店】約 60 店 

【販売個数】約 6,500 個 

新春開運バーゲン 

【期 間】1/1(日祝)～1/9(月祝) 

【参 加 店】約 50 店 

【割 引 率】最大 70％OFF 

※福袋の販売個数・セールの参加店数等は、12 月 21 日時点の各店の合計数です。実施当日および以降の 

告知情報において変更となる場合がございます。 

※セール・イベント等の内容は変更する場合がございます。 

※キャナルシティ博多の福袋・セール情報には、キャナルシティオーパの情報も含みます。 

 

 

キャナルシティ博多 
 

●キャナルバーゲン 

【期 間】 1月1日(元日)～1月15日(日)  計15日間 ※一部店舗は異なる 

【参 加 店】 約140店 ※飲食店、キャナルシティオーパを含む 

【オ フ 率】 最大70％OFF 
店 名 実施内容 

H&M / レディス・メンズ・キッズアパレル 最大 70％OFF、一部対象外あり 

ローラアシュレイ / レディス・インテリア レディス・インテリア 50～20％OFF 

MUJI / 衣料品・生活雑貨・家具・食品・書籍 一部商品 50～30％OFF 

 

●福袋販売 

キャナルシティ博多開業20周年を記念して、今年は「20万円福袋」も個数限定で登場いたします。  

【発 売 日】 １月１日(元日)～ ※無くなり次第終了 

【参 加 店】 約130店 ※キャナルシティ OPA を含む 

【販 売 数】 約10,000個 
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開業20周年記念「20万円福袋」販売 

キャナルシティ博多開業20周年のお正月は、13店で合計30個の20万円福袋を先着限定販売いたします。 

※価格は税抜金額（HAKATA Francfranc およびスーパースポーツゼビオのみ税込） 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです。実際とは異なる場合や予告なく内容が変更になる可能性がございます。 
店 名 販売個数 内  容 

グランド ハイアット 福岡 3 室 
プレジデンシャルスイート（最高級スイートルーム）宿泊券 

※3/1 以降の宿泊。※1/1(元日)9:30～電話受付。 

HAKATA Francfranc 1 名 
家具、照明、ラグマットから上限 30 万円分選べるチケット 

「ハッピーコーディネートチケット」 ※配送料等除く 

MUJI 3 個 
革張りソファ・オットマン(本革)、スチールトレースタンド、レザーバブーシ

ュ、オーガニックコットンラグ 

ムラサキスポーツ 3 個 
お好きなサーフボード 1 本、スノーボード 1 本、ロングスケート 1 本  

組み合わせ自由 

スーパースポーツゼビオ 2 個 キャンプ用品アイテムなど ※詳細は店舗まで要問合せ 

デンハム 1 個 RE-CUT スペシャルコラボ福袋 80 万円相当 

コロニー 3 個 時計 35 万円相当 

青い鳥 時の贈りもの 3 個 プラチナダイヤモンドリング 

AVIREX 3 個 ムートンジャケット、ナイロンブルゾン、レザージャケットなど 60 万円相当 

gipsy 1 個 フォックスファーコート、バッグ、ストール他 50 万円相当 

Schott 2 個 ジャケット、パンツなど 50 万円相当 

MONTE LUPO 
M・L・XL 

各 1 個 
HYDROGEN ジャケット、コートその他ブランドパーカーなど 100 万円相当 

アンネ・ヴェンティウノ 2 個 コートを含むファッションアイテム 

※キャナルシティ博多の「バーゲン」「福袋」の情報解禁日を12月26日(月)とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

グランド ハイアット 福岡 HAKATA Francfranc MUJI 
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マリノアシティ福岡 
 

●初売りセール 

【期 間】 1月1日(元日)～4日(水) 

【参 加 店】 約150店 

【オ フ 率】 最大80％OFF 

店 名 内 容 

ウォッチ ステーション インターナショナル / 時計 対象商品 定価より 60％OFF 

ポリスルネッテリアアウトレット / アイウェア、サングラス 定価より 30～80％OFF 

ユナイテッドアローズ アウトレット / レディス・メンズ 定価より 50～70％OFF 

 

●アウトレット福袋販売 

【期 間】 1月1日(元日)～3日(火) ※各店売り切れ次第終了 

【参 加 店】 約130店 

【販 売 数】 合計約10,000個 ※各店個数限定 
店 名 販売個数 内  容 

ヒストリーミックス アウトレット 80 個 60,000 円～70,000 円相当→10,800 円（税込） 

アバハウス 20 個 
レディス福袋カットソー・パンツ・シャツ他 
70,000 円～80,000 円相当→10,000 円（税込） 

ブラック＆ホワイト・アンパスィ 数量限定 50,000 円相当→10,800 円（税込） 

 

●＜開催中＞ファミリーワールド 閉店･改装前の売り尽くしセール  

1 月 29 日(日)で一時閉店・改装を行う「ファミリーワールド」で、売り尽くしセールを開催中です。 

【期 間】 12月10日(土)～2017年1月29日(日) 

【参 加 店】 マリナサイド棟「ファミリーワールド」内約10店 

 ベビーザらス、ユニクロ、Zoff、BREEZE、Corva 他 

 

リバーウォーク北九州 
 

●歳末大抽選会 

1 年間の感謝を込めて歳末大抽選会を開催。当日の税込 3,000 円分（合算可）のレシート提示で 1 回参加。 

10 万円分の旅行券や、電化製品、お買い物券など豪華景品が当たります。 

【日 時】 12 月 26 日(月)～31 日(土) 各日 10:00～21:00 ※最終日のみ 19:00 まで 

【会 場】 1F ミスティックコート横 
 

●リバの初売りバーゲン 

【期 間】 1月1日(元日)～9日(月祝)  計9日間 ※一部店舗は異なる 

【参 加 店】 約70店 

【オ フ 率】 最大80％OFF 

ショップ 実施内容 

ル・クールブラン / レディス 50～20％OFF 

Gap/GapKids / レディス・メンズ・キッズ・ベビー ハッピーバッグ販売 

スーパースポーツゼビオ / 総合スポーツ専門店 一部商品 50％OFF 

WOmB deux  / メンズ・レディス・雑貨 最大 80％OFF 
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年末年始イベント情報 
キャナルシティ博多 

 

●アッパレ！ニッポン！キャナルシティのお正月 in サンプラザステージ 

【期 間】 1 月 1 日(元日)～3 日(火)毎日開催 

【会 場】 B1F サンプラザステージ 

【出 演 者】 「TEMPURA KIDZ」や「やのあんな」など、総勢 9 組のアーティストが登場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●ニッポン食＆飲 

「住吉酒販」がセレクトするお正月にぴったりの”樽酒“と人気の”スパークリング日本酒”が登場！ 

お団子やお雑煮、おでんなども楽しめる屋台ブースも登場します。 

【日 時】 1 月 1 日(元日)～3 日(火) 各日 11:00～17:00 

【会 場】 B1F ムーンウォーク 

【料 金】 日本酒 500 円～ 
 

●巨大書き初め体験 

正月の恒例行事「書初め」。お客様に新年の抱負や言葉を半紙に、 

墨と筆で書いていただきます（作品はお持ち帰り）。 

今年は半紙サイズの書初めのほか巨大な書き初めが体験できます。 

【日 時】 1 月 1 日(元日)～3 日(火) 各日 12:00～17:00 

【会 場】 B1F ムーンウォーク 

【参加料金】 無料 
 

●池坊『花と伝統美で始める 2017年』 

華やかな装飾や日本伝統に触れるイベントを開催いたします。 

①運河に浮かぶいけばな「Japan！」公開制作＆展示 

キャナルシティ博多中央の運河上に、丸・三角・四角（○△□）をデザインに取り込み、「Japan！」を 

テーマにしたいけばなを展示いたします。「○△□」が、無限で文字では表しきれない意味を含んでいる 

ように、20 周年を迎えたキャナルシティ博多にも、無限の可能性や言葉では語りつくせない面白さや思 

いが含まれていることを表現します。 

華道家元池坊 華道教授 渡辺伯櫻氏によるダイナミックな制作過程も公開いたします。 

【日 時】 12 月 30 日(金) 朝 8:00 制作開始～12:00 前後完成予定 公開～1 月 9 日(月･祝) 

【会 場】 B1F サンプラザステージ 

②いけばなデモンストレーション 

いけばな 555 周年の節目の年に池坊 PR 隊として結成された華道 

男子グループ「IKENOBOYS」がデモンストレーションを行います。 

終了後は使用した花材をお客様にプレゼントいたします。※数量限定 

【日 時】1 月 2 日(月祝) 13:00～30 分程度 

【会 場】B1F サンプラザステージ 

 

1/1(元日) 
TEMPURA KIDZ 

1/1(元日) 
博多金獅子太鼓＆博多独楽 

1/2(月･祝) 
やのあんな（livetune+） 
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③いけばな体験ワークショップ 

来場者の皆さまにいけばなを体験していただくワークショップを開催いたします。 

【日 時】 1 月 2 日(月祝) 1 時間程度 ※時間未定 

【会 場】 B1F ムーンウォーク 

【参加方法】 キャナルシティ博多情報サービスセンターにて、12 月 19 日(月)より受付 

     TEL：092-282-2525（受付時間 10:00～20:00）※定員に達し次第終了 
 

●チャリティ餅つき  

コカ・コーラウエスト レッドスパークスの選手が今年もキャナルシティ博多で餅つきをします。 

選手がついた餅は、募金をしていただいた先着 2017 名様にお配りし、集まった募金は、熊本・大分を中心 

とする復興支援活動に寄付いたします。 

【日 時】 12 月 30 日(金) 11:00～14:00 ※餅が無くなり次第終了 

【会 場】 B1F サンプラザステージ 
 

●CANAL CITY × CROSS FM presents キャナル成人スペシャル！ 

【期 間】 1 月 7 日(土)～9 日(月祝)毎日開催 

【会 場】 B1F サンプラザステージ 

【出 演 者】 「Salyu」や「酸欠少女さユり」など、総勢 9 組のアーティストによる公開収録。 

 トーク＆ライブイベントを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マリノアシティ福岡 
 

●ぜんざい 初ふるまい！ 

南阿蘇産のもち米を使ったお餅が入った、ぜんざいのふるまいを行います。 

【日 時】 1 月 7 日(土) 15:00～ ※先着 300 名に達し次第終了 

【会 場】 アウトレットⅠ棟 1F ステップ広場 
 

●新春！猿まわし 

阿蘇を拠点に活動し、南阿蘇村を応援する「まる君の猿まわし」 

が登場します。 

【日 時】 1 月 8 日(日) 11:00～16:00 を予定  

 ※1 回につき 10～15 分の公演。 

 ※随時休憩をはさみます。 

【会 場】 アウトレットⅠ棟 1F ステップ広場 
 

●観覧車無料開放 

観覧⾞スカイホイールを先着 200 組様限定で無料開放いたします。 

【日 時】 1 月 9 日(月祝) 10:00～ ※先着 200 組様に達し次第終了 

【会 場】 マリナサイド棟 2F 観覧⾞「スカイホイール」 

 

 

1/9(月祝) 
Salyu 

1/7(土) 
いであやか 

1/8(日) 
酸欠少女さユり 
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リバーウォーク北九州 
 

●正月のふるまいイベント 

リバーウォーク北九州内の店舗より、当日レシート税込 1,000 円以上（合算可）を提示された先着 100 名 

さまを対象においしいふるまいを行います。 ※レシート 1,000 円につき 1 名 

【日 時】 1 月 7 日(土)11:00～ 七草ふるまい by やおや植木商店（先着 100 名） 

 1 月 14 日(土)・15(日)11:30～ ぜんざいふるまい by 田頭茶舗（各日先着 100 名） 

【会 場】 1 月 7 日(土)1F インフォメーション横 1 月 14 日(土)・15 日(日)1F 田頭茶舗前 
 

●がんばろう熊本！～防災フォーラム連携イベント～ 

①防災商品販売会 

セコムによる防災グッズの展示販売や「レガネットキュート」による非常食販売を行います。 

【日 時】 1 月 7 日(土)～9 日(月祝) 各日 10:00～18:00 

【会 場】 1F エナジーコート 

②熊本・大分物産展 

行列のできる八百屋「やおや植木商店」による物産展。熊本や大分産の野菜から北九州ではあまり手に 

入らない貴重な名産品をまでを販売いたします。 

【日 時】 1 月 7 日(土)～9 日(月祝) 各日 10:00～18:00 

【会 場】 1F インフォメーション前 

③たまやのゆったり足湯 

かけ流しの足湯が登場。熊本地震の被災地に真っ先に駆け付けた 

大分県「たまやのゆったり足湯」。熊本県名産の晩白柚を浮かべ、 

リラックスする香りでお買物の疲れを癒していただけます。 

【日 時】 1 月 7 日(土)～9 日(月祝) 各日 11:00～17:00 

【会 場】 1F エナジーコート  

④地震体験車 

過去の巨大地震の他、今後予想される揺れを体験できます。地震体験⾞を活用した地震による揺れの怖さ 

を体験し、災害を身近に感じることで、防災意識を高め、災害に対する知識のより一層の向上を図ります 

【日 時】 1 月 7 日(土) ①11:00～13:00 ②14:00～16:00 ※雨天中止 

【会 場】 1F 三角広場 

⑤新春縁日 by タイトーステーション 

タイトーステーションによる正月の縁日を開催いたします。豪華景品が当たる千本引きや綿菓子の販売な 

ど、お子さまから大人まで楽しめるコンテンツが満載です。 

【日 時】 1 月 7 日(土)～9 日(月祝) 各日 11:00～17:00 

【会 場】 1F ミスティックコート横 

【料 金】 千本引き 500 円、綿菓子 200 円他 

⑥たかもんふわふわ 

大分県高崎山の宣伝部長「たかもん」をモチーフにしたエアードーム「たかもんふわふわ」が登場します。 

【日 時】 1 月 8 日(日)・9 日(月祝) 各日 11:00～17:00 ※雨天中止 

【会 場】 1F ミスティックコート 

【料 金】 10 分 500 円 

【対 象】 身長 130cm 以下のお子さま限定 
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福岡地所株式会社 商業事業本部 広報 

TEL：092-272-2801  FAX：092-272-5553 

〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉 1-2-25 URL http://www.fukuokajisho.com/ 
 

木の葉モール橋本 
 

●新春運だめし！千本矢くじ販売 

破魔矢に見立てた「矢型」のくじ引きを 3,000 円で販売。最大 1 万円分、末等でも 3,000 円分のお買い物 

券と交換いたします。 

【日 時】 1 月 1 日(日祝)～3 日(火) 各日 10:00～ ※各日先着 1,000 本限り/なくなり次第終了 

【会 場】 センターコート 2F 
 

●新春芸能祭 

①館内回遊 

【日 時】1 月 1 日(日祝)14:00～ 

【出 演 者】今宿青木獅子舞（福岡市指定無形民俗文化財） 

②新春音楽祭 

【期 間】 1 月 1 日(日祝)～3 日(火) 

【会 場】 さくらコート 2F(スーパースポーツゼビオ前) 

【出 演 者】 1 月 1 日(日祝) 14:30～/16:00～ 琴二重奏 生田流河原姉妹 

  1 月 2 日(月休) 14:30～/16:00～ 楊琴の調べ 趙勇（ちょうゆう） 

  1 月 3 日(火) 14:30～/16:00～ 津軽の響 津軽三味線 高橋浩寿（たかはしこうじゅ） 

 

 

 

 

 

 

 

●新春美味しいふるまい 

当日ご利用レシート 2,000 円分をご呈示の方(f-JOY カード会員様/木の葉モール橋本 LINE@友だち限定) 

に先着で旬の果物や美味しい食べ物をふるまいます。 

※お一人様 1 日 1 回限り/なくなり次第終了 

【日 時】 1 月 1 日(日祝) 11:00～ 地元のお米！このは米（先着 200 名） 

 1 月 2 日(月休) 11:00～ やおや植木商店おすすめ！いちご（先着 100 名） 

 1 月 3 日(火) 11:00～ 無病息災祈願！春の七草セット（先着 100 名） 

【会 場】 ガーデンコート 1F 

1 月 1 日(日祝)にふるまう「このは米」は、お客様と地域を繋ぐ 

イベントとして木の葉モール橋本で行っている農業体験で 

収穫したものです。 

地域の米生産者、JA 福岡青年部などにご協力いただき、 

6 月に田植え体験、10 月に稲刈り体験を開催いたしました。 
 

●新春運だめし！千本矢くじ販売 

破魔矢に見立てた「矢型」のくじ引きを 3,000 円で販売。最大 1 万円分、末等でも 3,000 円分のお買い物 

券と交換いたします。 

【日 時】 1 月 1 日(日祝)～3 日(火) 各日 10:00～ ※各日先着 1,000 本限り/なくなり次第終了 

【会 場】 センターコート 2F 

 

生田流河原姉妹 趙勇 高橋浩寿 


