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2016 年 9月 30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 

福岡ウェルカムキャンペーンオータム 2016開催 
福岡の街をあげて訪日外国人客をおもてなし 

 

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「キャナルシティ博

多」と「マリノアシティ福岡」は、中国の祝日にあわせて福岡の商業施設が合同で実施する「FUKUOKA 

WELCOME CAMPAIGN AUTUMN 2016」に参加いたします。 

 

実施項目 実施施設 開始日 

①パスポート提示サービス キャナルシティ博多 マリノアシティ福岡 
9/30～ 

10/16 

②空くじなしの抽選会 キャナルシティ博多 ― 
10/1～

10/10 ③オリジナルてぬぐいプレゼント キャナルシティ博多 ― 

 

①パスポート提示サービス／キャナルシティ博多・マリノアシティ福岡 
  

 キャナルシティ博多各店、およびマリノアシティ福岡インフォメーションで、パスポートをご提示の 

 外国人のお客様を対象に 割引やサービス、プレゼント等をご用意いたします。 

【期 間】 9 月 30 日(金)～10 月 16 日(日) 

【参 加 店】  店舗数は 9 月 30 日(金)時点のもの 

 キャナルシティ博多 マリノアシティ福岡 

参 加 店 171（+17） インフォメーションで実施 

免 税 店 143 100 

パスポートサービス店 
72 

    うち国慶節限定 33 
21 

免税・通常時パスポートサービス 

実施店合計 ※ 
167 117 

 ※一部店舗は、免税・パスポートサービスの双方を実施。 
 

【実施概要】 

店 名 サービス内容 

キャナルシティ博多 

MUJI 税抜 5,000 円以上のお買い上げで布製マイバッグプレゼント 

オニツカタイガー 5%OFF ※免税サービスとの併用可 

山本式整体 Refresh 施術 5 分延長 

初代 秀ちゃん 
ラーメンご注文の方に、ウーロン茶またはオレンジジュース１杯 

サービス ※他サービスとの併用不可 

能古うどん製造所 10%OFF 

マリノアシティ福岡 

インフォメーションカウンターでパスポート提示すると、各日先着 50 名様がくじ引きに 1 回 

参加できます。マリノアシティ福岡で使える 500 円分のお買い物券やお菓子キャンドルが当たる。 
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②もれなく貰える！空クジなしの抽選会／キャナルシティ博多 
  

  期間中、キャナルシティ博多内でご利用いただいたお買い上げレシートをご提示された訪日外国人観光 

  客を対象に、人気の雑貨やコスメ、お菓子等が当たる抽選会を実施いたします。 

【日 時】 10 月 1 日(土)～10 日(月) 11:00～19:00 

【場 所】  キャナルシティ博多 2F 

  （ロデオクラウンズワイドボウル前） 

【参加条件】  キャナルシティ博多内で 5,000 円以上ご利用された 

  期間中のお買い上げレシートを 

  ご提示で 1 回抽選いただけます。 

※期間中、お一人様 3 回まで抽選に参加できます。 

 

③オリジナル手ぬぐいプレゼント／キャナルシティ博多 
  

  期間中、SNS でキャナルシティ博多の情報を発信された方、または 

  キャナルシティ博多公式「微信（wechat）」アカウントに登録された方 

  に京都の伝統木版画工房「竹笹堂」が制作したオリジナル「手ぬぐい」を 

  プレゼントいたします。 

【日 時】 10 月 1 日(土)～10 日(月) 11:00～19:00 

【場 所】  キャナルシティ博多 2F 

  （ロデオクラウンズワイドボウル前） 

 
 

FUKUOKA WELCOME CAMPAIGN（福岡ウェルカムキャンペーン）とは？ 

街をあげて訪日外国人観光客のみなさまを歓迎し福岡のファンを育てることを目的に春節・国慶節の 

時期に実施しております。 

 正式名称： FUKUOKA WELCOME CAMPAIGN AUTUMN 2016 

 期 間： 9 月 30 日(金)～10 月 16 日(日) 

 主 催： We Love 天神協議会、ラブエフエム国際放送株式会社 

 後 援： 福岡市 

 公式 URL： http://welcomecampaign.com/ 
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２施設の概要および外国人向けサービス 

 

 キャナルシティ博多 マリノアシティ福岡 

所在地 福岡市博多区住吉 1-2 福岡市西区小戸 2-12-30 

営業時間 物販 10:00～21:00 飲食 11:00～23:00 ※一部異なる 

店舗数 

251 店 

※ホテル、キャナルシティ劇場、オフィス

等は除く。 

172 店 

免税実施店 143 店 100 店 

パスポート 

提示サービス 

実施店 

39 店 21 店 

決済対応 

・銀聯カード 

・新韓カード 

・多通貨決済（14 通貨） 

・銀聯カード 

・新韓カード 

・多通貨決済（14 通貨） 

利便 

情報発信 

・外国語ウェブサイト（4 言語） 

・外国語アナログサイネージ（4 言語） 

・外国語デジタルサイネージ（4 言語） 

・外国語フロアガイド（4 言語） 

・SNS「微信（WeChat）」 

・ラーメンスタジアム券売機の外国語 

表示（4 言語） 

・観光バス駐車場 

・外国語ウェブサイト（4 言語） 

・外国語フロアガイド（4 言語） 

・SNS「微信（WeChat）」 

・観光バスクーポン（英語表記追記） 

・電話通訳サービス 

・観光バス駐車場 

キャナルシティ博多では 15 店、マリノアシティ福岡では 4 店が、免税・パスポートサービスの双方を実施。 

 


