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2015 年 9 月 14 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 

シルバーウィークイベント情報 
 

 

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つの商業施設で開催する 

シルバーウィーク期間のイベントをお知らせいたします。 

 

キャナルシティ博多 
 

①アジアフォーカス・福岡国際映画祭2015  

25回目を迎える「アジアフォーカス・福岡国際映画祭」を、今年もキャナルシティ博多（ユナイテッ

ド・シネマキャナルシティ13）をメイン会場に開催。  

運河上「水上レッドカーペット」に、アジア各国・地域 

からゲストを迎えて、オープニングを華やかに彩ります。   

  一 般 上 映： 9月19日(土)～25日(金) 

 上 映 作 品： 21か国・地域 全42作品 

 会 場： ユナイテッド・シネマ キャナルシティ13、 

ぽんプラザホール  
 

＜オープニングセレモニー＞  

 日 時： 9月18日(金)19:00  ※小雨決行  

 会 場： B1F サンプラザステージ  

 登 壇 者： 福岡市長 高島宗一郎氏、映画祭実行委員会会長 久保田勇夫氏 

   ディレクター 梁木靖弘氏、公式招待作品よりゲスト30名以上  

特別ステージイベント： JeckoSDANCE  

 

②アジア・ミュージック・ファウンド2015【観覧無料】 

 アジアで活躍するアーティストをゲストに、国内メジャー 

アーティスト、地元福岡で活躍するアーティストが一堂に 

会するコンベンションライブ。  

  日 時： 9月19日(土)・20日(日)13:00～20:30  

 会 場： B1F サンプラザステージ  

 出 演 者： moumoon、黒木渚、三戸なつめ、 

  IKKUBAKU（インドネシア）ほか 総勢12組を予定  

  

③中国雑技ステージ【観覧無料】 

 中国雑技の名門・四川徳陽雑技団芸術学校を卒業し、四川徳陽雑技団に 

 入団した5名による超絶・中国 雑技ステージ。世界トップクラスのダイ 

 ナミックな技は必見です。   

 日 時： 9月21日(月祝)～23日(水祝)14:00/16:00/18:00 

  各日3回、計9回公演 ※雨天中止 

 会 場： B1F サンプラザステージ  

  
黒木渚（9/20 出演） 

moumoon（9/19 出演） 
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④国際コメディシアターフェスティバル2015～サテライトステージ～【観覧無料】 

 福岡県志免町の劇場・H732シアターを中心に「国際コメディシアターフェスティバル」。  

 今年はメイン会場・志免町から飛び出し、キャナルシティ博多にも大道芸人や演劇アーティストが 

 日替わりで毎日登場します。  

 期 間： 9月26日(土)～10月4日(日)  

 会 場： B1F サンプラザステージ、館内回遊  

 出 演 者： マスクマスク・マンマン、un-pa ほか総勢11組を予定  

    

⑤フード屋台  

 シルバーウィーク期間は、キャナルシティの運河沿いにフード屋台が登場いたします。 

 日 時： 9月19日(土)～23日(水祝)11:00～17:00 

 会 場： B1F ムーンウォーク  

 内 容： 「チキンのキャラメリゼ」「グリーンカレー」「クロワッサンたい焼き」ほか  

 

マリノアシティ福岡 
 

①シルバーウィークフェア  

 秋物が早くもお求め安くなるマリノアシティの 

 シルバーウィーク。期間中は、各店にてまとめ 

 買い割引や均一セールなどを開催いたします。  

 期 間： 9月19日(土)～27日(日) 

 参 加 店： 約130店（予定） 

                 

②新店ぞくぞくＯＰＥＮ  

 シルバーウィークから10月にかけて、マリノア 

 シティに新たな魅力が加わります。 
 

＜9月18日(金)新オープン＞  

 ●ミツミネ・グローリアス マーケット（メンズ・レディス・生活雑貨） 

 ●トップ トゥ トップ（メンズ・レディスシューズ） 

 ●テチチ アウトレット（レディス） 

 ●ノアノア（レディスシューズ） 

 ●マムートアウトレット（アウトドア） 

 ●エクストララージ エックスガール（レディス・メンズ・キッズ） 

＜9月18日(金)リニューアルオープン＞  

 ●ワールド アウトレット（メンズ・レディス・雑貨） 

 ●ジュン（メンズ・レディス・バッグ・シューズ・アクセサリー） 

                 

③姪浜商店連合会プレミアム商品券販売  

 マリノアシティ福岡各店と姪浜商店会で使える12,000円分のお買物券を10,000円で販売いたします。 

 日 時： 9月19日(土)・20日(日)10:00～12:00 

  ※整理券配布9:00～（なくなり次第終了） 

 販 売 枚 数： 各日1,000セット限定 ※おひとりさま2セットまで 

 会 場： アウトレットＩ棟1F ステップ広場 

  ※整理券配布場所は、アウトレット II 棟1F フランフランバザー横入口立体駐車場前 
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④「妖怪ウォッチ」バラエティーショー【参加無料】 

 大人気「妖怪ウォッチ」のジバニャンとコマさんがマリノアシティにやってきます（9/22はジバニャ 

 ンのみ）。お子様が楽しむことのできる、ダンスやクイズ、ゲームの後、撮影会も実施いたします。 

  日 時： 9月20日(日)・22日(火祝)13:00/16:00（各回最大１時間） 

 内 容： 9月20日(日)ジバニャン・コマさんバラエティーショー、撮影会 

   9月22日(火祝)ジバニャンバラエティーショー、撮影会 

  ※撮影会定員は各回先着100組 

  会 場： アウトレットⅠ棟ステップ広場 

 ※撮影会は、各回開始1時間前より参加整理券を配布いたします。 

 （バラエティーショー観覧は整理券不要です。） 

 ※お手持ちのデジタルカメラや携帯電話で撮影していただきます。 

 

⑤あとりえ秋マリ 

 福岡在住の作家がつくる、洋服やアクセサリーが並ぶかわいらしい市場をお楽しみください。 

 日 時： 9月21日(月祝)10:00～17:00 

 会 場： アウトレットⅠ棟ステップ広場 

 ブ ー ス 数：16ブース（予定）※天候などの事情により変更する場合がございます 

 

リバーウォーク北九州 
 

①「妖怪ウォッチ」スタンプラリー 

～妖怪たちを探しに行こう！【参加無料】 

 館内８ヶ所に隠れた「妖怪ウォッチ」の妖怪たちを探し 

 ながらスタンプを集めるお子様向けの楽しいイベント。 

 全てのスタンプを集めると、ウィスパーからの感謝状を 

 贈呈いたします。 

 日 時： 9月19日(土)～23日(水祝)10:00～21:00 

  ※最終受付20:00 

 受 付 場 所： 1F インフォメーション橫 特設会場 

 対 象 年 齢： 3歳～中学生まで 

 定 員： 各日先着1.000名様 

 

②iDOL Street5周年企記念 日本列島縦断の旅【観覧無料】 

 avex 初のアイドル専用レーベル「iDOL Street」5周年を 

 記念して、SUPER☆GiRLS、Cheeky Parade、GEM の 

 3組がフリーライブを開催いたします。 

 日 時：9月22日(火祝)  

    12:00 GEM 

  15:00 Cheeky Parade 

  18:00 SUPER☆GiRLS 

 会 場：1F ミスティックコート 
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木の葉モール橋本 
 

①コノハッピープレイワールド 

  シルバーウィークの期間中、親子で楽しく体を使って遊ぶ 

 アスレチックやアクロバットパフォーマンスステージ・音楽 

 ライブを開催いたします。 

  

 ＜アスレチックパーク＞ 

  親子で楽しく体を動かしながらご参加いただけるアスレチック 

 パーク。 

 日 時： ９月19日(土)~23日(水祝) 

  無料ゾーン／11:00～17:00 有料ゾーン／11:00～20:00 

 会   場： ガーデンコート1F 

 内 容： 無料ゾーン（f-JOY カード会員限定） 

    鉄棒、マット、スラックライン（幅5~6cm のベルトの上を歩く綱渡り体験）、 

          三輪車サーキット等（9/19・20のみ） 

  有料ゾーン 

  JUMPZONE（高さ7m まで飛びあがる逆バンジートランポリン） 

          BANBAN トランポリン（直径3m のゲージ内で安全に飛び跳ねるトランポリン） 

          ボルダリング体験（岩に見立てた壁を自分の体だけで登るフリークライミング体験） 

 料 金： 無料ゾーンは f-JOY カード会員提示のみ。 

  有料ゾーン（f-JOY カード会員特典あり） 

  JUMPZONE1,000円 

  BANBAN トランポリン、ボルダリング体験 500円 

 

 ＜アクロバットダンシングパフォーマンス「インテロバンク」＞【観覧無料】 

  「Cirque du Soleil（シルク・ド・ソレイユ）」のショーにも出演したパフォーマーRiki とアクロバッ 

  トチーム「POWERBOBM」の吉丸修一郎と高井大輔の３名による特別ユニット。 

  楽しみながらダンスパフォーマンスにチャレンジするダンスパフォーマンスワークショップも開催。 

  出 演 者： インテロバング(Riki/高井大輔/吉丸修一郎) 

 日   時： 9月21日(月祝)・22日(火祝) 

 13:00/16:00(各回20～30分程度) 

 14:30ワークショップ 

 会   場： ガーデンコート1F 

 

 ＜アクロバットパフォーマンス 競技新体操＞ 

 【観覧無料】 

 大学生や高校生・中学生による競技新体操のパフォーマンスを披露します。ステージパフォーマンス 

 以外にも会場内でお子様に鉄棒やマット運動などのレクチャーもありあます。 

 日   時：9月23日(水祝)14:00～/16:00～(各回30分程度) 

 出 演 者： 福岡大学新体操競技部 

 学校法人川島学園 福岡舞鶴高等学校＆福岡舞鶴誠和中学校男子新体操部 

 会   場：ガーデンコート1F 

 

＜GUEST LIVE＞【観覧無料】 

  2組の福岡出身女性アーティストによる音楽ライブを開催いたします。 

  日   時：9月22日(火祝)14:00 rieco 9月23日(水祝)13:00/15:00 的野祥子 

  会   場：ガーデンコート1F 
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②「室見川灯明まつり」紙袋灯明づくりワークショップ＆ガーデンコート灯明アート 

   今年で15回目を迎える室見川の秋の風物詩「室見川灯明まつり」。約2万個の灯明で彩る灯明アートに 

  毎年約3万人の観覧客が訪れます。 

  室見川河畔の本会場の他に、木の葉モール橋本でも幻想的で 

 美しい灯明アートをお楽しみいただけます。 

  日   時： 9月26日(土)18:00～21:00 

  会場：室見川河畔、木の葉モール橋本 

  ※当日は、木の葉モール橋本の館内フードコートの営業時間を 

  1時間延長して22:00まで営業いたします。 

  （21:30オーダーストップ） 

 

  ＜紙袋灯明づくりワークショップ＞【参加無料】 

  来場者のみなさまが自由に願い事や絵を描いて、オリジナル 灯明を作るワークショップ。完成した灯 

  明は、室見川灯明まつり開催時に木の葉モール橋本の「ガー デンコート灯明アート」で展示します。 

 日   時： 9月22日(火祝)・23日(水祝)11:00～17:00 

 定   員：各日先着500名 ※作品の返却はできません 

  会   場： ガーデンコート1F 

 

 ＜ガーデンコート灯明アート>【観覧無料】 

 紙袋灯明づくりワークショップで制作した灯明約1,000個を使って灯明アートを描きます。 

 日   時： 9月26日(土)18:00点灯～21:00消灯(予定) 

  会   場： ガーデンコート1F 

 

 


