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2017 年 12 月 22 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 

元日初売り、年末年始も休まず営業いたします 
 

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。 
 

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・フードコート 
(以下、「物・フ」) 
10:00〜21:00 
飲食 
(以下、「飲」) 
11:00〜23:00 

※⼀部店舗により異なる 

［物］10:00〜19:00 
［飲］11:00〜21:00 

［物］9:00〜21:00 
［飲］11:00〜23:00 

マリノアシティ福岡 
福岡市⻄区⼩⼾ 

［物・フ］10:00〜19:00 
［飲］   11:00〜21:00 

［物・フ］9:30〜21:00 
［飲］   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］10:00〜19:00 
［フ］10:00〜19:00 
［飲］11:00〜20:00 

［物］10:00〜21:00 
［フ］10:00〜22:00 
［飲］11:00〜23:00 

⽊の葉モール橋本 
福岡市⻄区橋本 

 
物販・フードコート 
10:00〜21:00 
飲食 
11:00〜22:00 

※⼀部店舗により異なる 
 

［物・フ］10:00〜20:00 
［飲］    11:00〜21:00 

［物・フ］10:00〜21:00 
［飲］    11:00〜22:00 

※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(土)〜1 月 4 日(木)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。 
●キャナルシティ博多のセール内容は、誠に勝手ながら情報解禁日を 12 月 26 日（火）とさせていただき

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(元日)9:00〜 
【参 加 店】約 110 店 
【販売個数】約 7,500 個 

キャナルバーゲン 
【期 間】1/1(元日)〜1/21(日)  
【参 加 店】約 120 店 
【割 引 率】最大 70％OFF 

マリノアシティ福岡 
福岡市⻄区⼩⼾ 

アウトレット福袋販売 
【日 時】1/1(元日) 9:30〜 
【参 加 店】約 120 店 
【販売個数】約 6,000 個 

初売りセール 
【期 間】1/1(元日)〜1/4(木) 
【参 加 店】約 140 店 
【割 引 率】最大 90％OFF 
ウィンターアウトレットバーゲンは 
1/5(⾦)〜1/14(日)の 10 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(元日) 10:00〜 
【参 加 店】約 40 店 
【販売個数】約 2,200 個 

リバのバーゲン 
【期 間】1/1(元日)〜1/8(月祝) 
【参 加 店】約 40 店 
【割 引 率】最大 70％OFF 

⽊の葉モール橋本 
福岡市⻄区橋本 

福袋販売 
【日 時】1/1(元日) 10:00〜 
【参 加 店】約 60 店 
【販売個数】約 6,000 個 

新春開運バーゲン 
【期 間】1/1(元日)〜1/8(月祝) 
【参 加 店】約 60 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 22 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。
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年末年始イベント情報 
 

キャナルシティ博多 
「ワンダフル THE ニッポン︕迎春キャナル祭」と題し、前半は和太鼓や墨絵アーティストによる「ニッ 
ポンのお正月」を、後半は今話題のアーティストや地元ミュージシャンが館内を盛り上げます。 
 
●「ワンダフル THE ニッポン︕迎春キャナル祭」 

【期 間】 1 月 1 日(元日)〜8 日(月祝)  
【会 場】 B1F サンプラザステージ 
【出 演 者】 総勢 16 組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
その他、「太陽の声」をもつ注目のシンガーソングライター「Leola(レオラ)」や、次世代トラックメーカ 
ーの「tofubeats(トーフビーツ)」なども登場。 

 
 
 
 

【⻄元祐貴&iSOP(ｲｿｯﾌﾟ)】 
出演︓1/1  
 
世界を魅了する墨絵アーティストと
ダンスミュージック DJ のライブパフ
ォーマンス。 

【SAMURAI PERFORMERS  
syn(ｼﾝ)】 
出演︓1/1~1/3  

 
新感覚バラエティーチャンバラ 
パフォーマンス。 

【SAINT JORDI FLOWERS THE DECORATOR 
（ｻﾝｼﾞｮﾙﾃﾞｨﾌﾗﾜｰｽﾞ）】 
出演︓1/1  

 
華やかな装飾とダイナミックな演出で
繰り広げられる生け花ライブ   

【博多⾦獅⼦太⿎&寿獅⼦舞】 
出演︓1/2 
  
世界で活躍中のプロの 
和太鼓チーム。 

【AFRA(ｱﾌﾗ)＆浦上雄次】 
出演︓1/3 
 
日本のビートボックスシーンのパイ
オニアと国内外で活躍中のタップダ
ンサーのコラボステージ 

【山本光洋】 
出演︓1/1~1/5 

 
独自の視点から生み出
されるパントマイム。 
 

【Syan(ｼｬﾝ)】 
出演︓1/6~1/8 
 
日本の伝統と融合し
たバルーンパフォー
マンス 
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出演スケジュール 

 12:00〜 13:00〜 14:00〜 15:00〜 16:00〜 17:00〜 
1/1(元⽇） ⼭本光洋 SAMURAI 

PERFORMERS 
syn 

⻄元祐貴 
＆iSOP 

 

⼭本光洋 SAMURAI 
PERFORMERS 

syn 

SAINT JORDI 
FLOWERS 
THE DECORATOR 

1/2（⽕） ⼭本光洋 SAMURAI 
PERFORMERS 

syn 

博多⾦獅⼦太鼓 
&寿獅⼦舞 

⼭本光洋 SAMURAI 
PERFORMERS 

syn 

博多⾦獅⼦太鼓 
&寿獅⼦舞 

1/3(⽔) ⼭本光洋 SAMURAI 
PERFORMERS 

syn 

AFRA＆浦上雄次 ⼭本光洋 SAMURAI 
PERFORMERS 

syn 

AFRA＆浦上雄次 

1/4(⽊)  ⼭本光洋  ⼭本光洋  ⼭本光洋 
1/5(⾦)  ⼭本光洋  ⼭本光洋  ⼭本光洋 
1/6(⼟)  今路メグ Syan Leola Syan tofubeats 

(DJ SET) 
1/7(⽇)  ザ・ガーデナーズ Syan ⾜⽴佳奈 Syan さユり 

1/8(⽉祝)  Anna Syan wacci Syan 新しい学校の 
リーダーズ 

 
●書初め体験（巨大書初め、半紙サイズの書初め） 

正月の恒例⾏事「書初め」。巨大な書初めや半紙サイズの書初めを 
体験できるブースを設け、お客様に新年の抱負や⾔葉を書いて 
いただきます。完成した書初めは、館内に掲示いたします。 
【日 時】 1 月 1 日(元日)〜3 日(水) 各日 12:00〜17:00 
【展示期間】 1 月 1 日(元日)〜14 日(日)  
【会 場】 B1F ムーンウォーク 
【参加料⾦】 無料 
 
 

マリノアシティ福岡 
●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 6 日(土) 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 1 階ステップ広場 
 

●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 8 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 2 階 観覧⾞「スカイホイール」 
 
 
 

 

※2017 年初売り時の様⼦ 
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リバーウォーク北九州 
●ゆくとしくるとし大抽選会 

リバーウォーク北九州から 1 年間の感謝を込めて大抽選会を開催。お買い上げ税込 3,000 円ごとに
抽選券 1 枚、500 円ごとに抽選補助券 1 枚をお渡しいたします。抽選補助券は 6 枚集めると 1 回抽
選会に参加できます。20 万円分の旅⾏券など抽選で約 5,000 名に豪華景品が当たります。 
【日 時】 12 月 26 日(火)〜12 月 31 日(日) 11:00〜18:00  

1 月 1 日（元日）〜1 月 3 日（水）10︓00〜19︓00 
【会 場】 1F エナジーコート  

●新春運試し︕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 30,000 円、末等 3,000 円分のお買 
い物券と交換いたします。 
【日 時】 1 月 1 日(元日)〜3 日(水) 10:00〜17︓00 

※各日先着 1,000 本限り、なくなり次第終了 
【会 場】 1F ミスティックコート付近  

●新春ふるまい 
新春のお祝いの意を込め、日替わりのふるまいをおこないます。 
【日 時】1 月 6 日(土)〜1 月 8 日（月祝） 14:00〜なくなり次第終了 

※各日先着 100 名様限定 
【会 場】１F インフォメーション付近 
【内 容】1 月 6 日（土） 1F『ボタニックガーデンシトロネル』の「シクラメンの鉢植え」 

（店舗で使える 10％OFF クーポン付き） 
1 月 7 日（日） 1F『やおや植木商店』の「七草」 
1 月 8 日（月祝）1F『⽥頭茶舗』の「ぜんざい」 

【参加条件】当日 1,000 円以上（税込・合算可）お買い上げのレシート 
もしくはリバーウォーク北九州 LINE@クーポンをご提示のお客様 

 
⽊の葉モール橋本 

●歳末大抽選会 
期間中税込 5,000 円以上お買い上げで 10 万円分のＪＴＢ旅⾏券、グランド ハイアット 福岡ラン
チペア招待券、ショップ賞などの豪華景品が約 2,500 名様に当たる大抽選会です。 
【期 間】（抽選会開催）12 月 25 日(月)〜31 日(日)10︓00〜21︓00  

※最終日 31 日（日）は 20︓00 まで 
        （抽選券配布）配布中〜31 日(日) 

【会 場】 センターコート 2F 
【景 品 例】 Ａ賞 ＪＴＢ旅⾏券 100,000 円分 3 本 
        B 賞 ＪＴＢ旅⾏券 30,000 円分  2 本 
 C 賞 話題の人気家電・ゲーム機  30 本 

Ｄ賞 グランド ハイアット 福岡 THE MARKET F ランチペア招待券 20 本 
その他木の葉モール橋本お買物券、各ショップ賞など  

●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 10,000 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(元日)〜3 日(水) 10︓00〜なくなり次第終了  

※各日先着 1,000 本限り 
【会 場】 センターコート 2F 


