
AUTUMN FASHION  KIDS GOURMET  KIDS EVENT



※屋上イベントは天候等の影響により、中止もしくは内容の変更を行う場合がございます。予めご了承ください。 ※価格は全て税込です。

耳あてつきで

あったか♪

レトロチックで

キュートに

お出かけ♪

パンツの生地使いに

センス光る

ユニスタイル☆

まるで本物！？
ミニサンデーづくり※

9/10（土）・11（日）
［時間］ ①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
［協力］ 株式会社サンプルRiki
まるで本物そっくりなミニサンデーを
好みのトッピングで作ってみよう♪
※つくるのは食品サンプルです

EVENT 
PICK UP

AMU 7F SHOP

（左）ベレー帽 ￥3,190～／ワンピース ￥5,830～／長袖Ｔシャツ 
￥2,860～／ベスト ￥3,960～／ショルダーバッグ ￥3,190～
（右）ニット帽 ￥3,190～／マフラー  ￥3,190／トップス ￥4,730～
／ボトムス ￥3,960～／ショルダーバッグ ￥3,190～

「ママと子どもに気持ちイイ」個性的な
デザインやカラーはもちろん、着心地
の良さにもこだわったキッズブランド。
TEL 092-451-3883

ラグマート

月

AUTUMN FASHION &
KIDS EVENT

もこもこ

アヒルショルダー

500円 各回
10組

事前予約
あり
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AMU 7F SHOP

トリコロールの

キュビー柄

目を引くトップス+

明るいボトムスで

軽快な秋！

柔らかワンピと

カルソンで

動きやすい！

（左）スウェットプリント長袖プルオーバー ￥9,900～／
ギャバジンパンツ ￥7,700～
（右）チュビックプリント長袖ワンピース ￥12,100～／
チュビックボーダーカルソン ￥4,400～

博多人形絵付け体験

9/24（土）・25（日）
［時間］ ①11：00～ ②13：30～
 ③15：00～
［協力］ 田中勇気博多人形工房
博多の伝統工芸品「博多人形」の
絵付けをつばめの杜ひろばで
体験してみよう♪

EVENT
PICK UP

プチバトー
世界中のベビー・キッズから大人まで親しまれ
る、フランス生まれのプチバトーの直営店。
ベーシックかつ着心地のよさが愛される理由！
TEL 092-413-5520

つ
ば
め
の
杜
で

自
分
だ
け
の
秋
を

見
つ
け
て
み
よ
う
♪

500円 各回
10組

事前予約
あり
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※屋上イベントは天候等の影響により、中止もしくは内容の変更を行う場合がございます。予めご了承ください。 ※価格は全て税込です。

90’sカラー&

丸みシルエットが

オシャレ

レトロPOP

90年代風コーデ！

裏側にロゴが

プリントされた

スウェットが

ポイント！

AMU 5F SHOP

幅広い世代に愛され、130年の歴史と伝統を
守りつつ、常に革新者として新たな軌跡を
ジーンズ史に刻み続けています。
TEL 092-483-2239

Lee
（左）SPORTS SWEAT ￥6,600 ／
FLEEASY ￥4,950
（右）REVERSIBLE SWEAT ￥6,600／
JUMPER SKIRT ￥6,600

さつまいも収穫体験
10/10（月・祝）
［時間］ ①11：00～ 
 ②13：30～ 
［協力］ 木下緑化建設株式会社
大人気収穫イベント！
5月に植えたさつまいもをみんなで収穫しよう♪ 

EVENT 
PICK UP

つばめの杜で   冬支度
をしよ

う♪AUTUMN
FASHION &
KIDS EVENT

月
2デザイン

楽しめる

リバーシブル！

300円※ 各回
15名

事前予約
あり

※ファーマーズくらぶ会員は
　参加費100円
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EVENT
PICK UP

（左）ネイティブアソートフラット撥水キャップ ￥1,694／ Franklin Climbing 
マウンテンZIPジャケット ￥10,780／ Franklin Climbing マウンテンショート
パンツ ￥4,950／チャイルドオールスター N ジラフスポット ￥3,773
（右）※すべてFranklin Climbing  オックスサファリハット ￥3,773／マウンテン
ジャケット ￥12,100／マウンテンショートパンツ ￥6,050／ウエストポーチ ￥4,400

AMU 7F SHOP
チャオパニックティピー
素材と着心地にこだわり、遊び心をプラスした
オリジナルに加え、その時の旬なブランドを
セレクト。大人顔負けのキッズウエアも充実！
TEL 092-260-1386

撥水機能つき

アウトドアにオススメ！

秋もアクティブに

過ごす

コーディネート！ つばめの杜
ハロウィン
ファッションショー
10/29（土）・30（日）
［時間］ ①11：00～ ②12：30～
お気に入りの衣装を着て
ランウェイを歩こう！

つばめの杜で   冬支度
をしよ

う♪

無料 各回
20組

事前予約
あり

4



くうてんにはキッズメニューが
食べられる店舗がほかにもたくさん！
キッズメニュー取扱店舗はHPでチェック！

営業時間は変更となる場合がございます。

★食物アレルギー（食材表記）について  上記食材を使用した設備で調理する場合がございます。
※価格は全て税込です。 ※写真はイメージです。 ※季節、仕入れによって内容が変わります。 アレルギーのある方は事前にスタッフにお尋ねください。

くうてん

9F
ハンバーグ・ステーキ 
グリル大宮

［ハンバーグ・グリル料理］

9月10日「くうてんの日」にちなんだ
プレミアムな期間、毎年恒例のくう
てんマンスが今年も開催！
お得な910円メニューやみんなで
楽しめる9,100円メニューなど各店
特別メニューが盛りだくさん！

A&K ビア&フード 
ステーション

［ビアーズレストラン］
くうてん

10F

★小麦・卵・乳製品・えび・鶏肉・豚肉

くうてん

9F 人形町今半
［すき焼・しゃぶしゃぶ］

ステーキ&ワインスタイル 
ぶどうの樹

［ステーキ・グリル料理］
くうてん

10F

くうてん

9F キャンベル・アーリー
［フルーツ＆パンケーキ・カフェ］

博多うどん酒場 
和八 わっぱち

［うどん居酒屋］
くうてん

10F

くうてんキッズグルメ

KIDS GOURMET

キッズメニュー提供時間

★小麦・卵・乳・鶏肉・牛肉・豚肉・大豆

お子様御膳 ¥680

11：00　L.O.23：30
キッズメニュー提供時間

キッズセット ¥770

11：00   L.O.23:00

¥1,000
¥500

キッズメニュー提供時間
お子さまハンバーグセット ¥1,078

11：00   L.O.15：00／17：00   L.O.22：00
★小麦・卵・乳・さば・鶏肉・牛肉・豚肉・
大豆・ごま・オレンジ・リンゴ・ゼラチン

キッズメニュー提供時間
スマイルキッズプレート ¥990

11：00　L.O.21：30
※小学生以下のお子さま対象
★小麦・卵・乳・乳製品・オレンジ・リンゴ・キウイ

キッズメニュー提供時間
［ 平 日 ］ 11：00　L.O.15：00／17：00　L.O.20：30
［土日祝］ 11：00　L.O.20：30

★小麦・卵・乳製品・えび・鶏肉・牛肉・
大豆・オレンジorリンゴ

お子様すき焼膳 ¥1,980

11：00　L.O.15：00
※小学生以下のお子さま対象（幼児無料）

★その日の料理により異なります

お子さまステーキ+ビュッフェ
お子さまビュッフェ

キッズメニュー提供時間

くうてんマンス
9/1（木）ー10/13（木）

EVENT
INFORMATION

詳しくは
こちら！
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こどもトイレ

授乳室

■ アミュプラザ博多 6F／8F
■ 博多阪急 7F

■ アミュプラザ博多 6F／ 7F／9F／10F
■ アミュエスト・博多デイトス B1F  ■ 博多阪急 7F

コインロッカー

駐車サービス

■ JR 博多シティ 1Fコンコース ／1Fサブコンコース連絡通路
■ アミュプラザ博多 3F／9F／10F

■ アミュエスト・博多デイトスB1F
※9F・10Fはくうてんご利用のお客さま用ロッカーです。（3時間無料）

おむつ交換台

ベビーカーサービス

■ アミュプラザ博多 3～10F
■ アミュエスト・博多デイトス B1F  ■ 博多阪急 3～8F

■ アミュプラザ博多 1F／3F
■ 博多阪急 1F／ 7F

AED
■ アミュプラザ博多 3F／9F  ■ アミュエスト1F  ■ 博多阪急 1F  ■ 屋上つばめの杜ひろば

〔アミュプラザ博多〕個室があるので安心！
すぐそばにお湯の出る蛇口もあって、
ほ乳瓶を清潔に保つことができます。

ベビーカーを無料で貸し出ししています。
お買い物もお食事もリラックスしてお楽しみください。

広いスペースでママも赤ちゃんもゆっくり落ち着いて
おむつ交換できます。※全館（1F・2Fおよび屋上を
除く）の多目的トイレでもおむつの交換ができます。

お子さまが使いやすい小さいサイズのトイレ。
アミュプラザ博多には2ヵ所、
阪急には1ヵ所備えています。

EVENT  INFORMATION

特典1

特典2

アミュプラザ博多・アミュエスト・博多デイトス・デイトスアネックス・
JR九州博多駅構内のお買上合算（税込）で 
3,000円以上…1時間無料／10,000円以上…2時間無料
※一部対象外の店舗がございます。

博多阪急内お買上合算（税込）で
3,000円以上…1時間無料

おむすび横丁 
in屋上つばめの杜ひろば
10/9（日）・10（月・祝）
［時間］ 11：00～16：00
［協力］ ひだまりポケット
今年の天空の参道マルシェは一味違う！
秋の屋上でお買い物を楽しもう♪

サービスガイド

SERVICE GUIDE
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アミュプラザ博多 3F インフォメーション／ TEL 092-431-8484（受付10：00～20：00）
※電話番号はおかけ間違いのないようにご注意ください。イベントについてのお問い合わせ

イベントカレンダー

9/10（土）・11（日）
まるで本物！？ミニサンデーづくり※
［時間］ ①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
［協力］ 株式会社サンプルRiki ※つくるのは食品サンプルです

イベントの最新情報、事前予約の詳細は
「こどもCITY HAKATA HP」・

屋上つばめの杜Instagramをチェック♪

こどもCITY
HAKATA

HP

つばめの杜
Instagram

※事前予約制のイベントにつきましては、定員に達した場合当日受付は行いませんのでご了承ください。 
※イベントの受付方法に関しましては、変更を行う可能性があります。
※屋上イベントは天候等の影響により、中止もしくは内容の変更を行う場合がございます。予めご了承ください。
※イベント内容、定員等変更になる場合がございます。詳細は、「こどもCITY HAKATA」HPをご確認ください。

まなび＋とは…
プラス つばめの杜ひろばでのさまざまな体験に、“まなび”のエッセンスを加えました。

未就学児～小学生のお子さま向けのプログラムです。

EVENT CALENDAR 9-11月

9/18（日）
ラグマート×福岡こども専門学校ワークショップ
［時間］ ①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
［協力］ AMU7F ラグマート／福岡こども専門学校

無料

9/24（土）・25（日）
博多人形絵付け体験
［時間］ ①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
［協力］ 田中勇気博多人形工房

10/2（日）・11/27（日）
福岡こども専門学校ワークショップ
［時間］ ①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
［協力］ 福岡こども専門学校

無料

10/9（日）・10（月・祝）
おむすび横丁 
in屋上つばめの杜ひろば
［時間］ 11：00～16：00
［協力］ ひだまりポケット

10/10（月・祝）
さつまいも収穫体験
［時間］ ①11：00～ ②13：30～ 
［協力］ 木下緑化建設株式会社

10/24（月）ー31（月）
つばめの杜Halloween Week♪

500円 各回
10組

事前予約
あり

500円 各回
10組

事前予約
あり

300円※ 各回
15名

事前予約
あり

11/3（木・祝）
稲刈り体験
［時間］ 13：00～
［協力］ 木下緑化建設株式会社

11/19（土）・20（日）
東彼杵町マルシェ
［主催］ 東彼杵町

11/11（金）・12（土）
キバレ鹿児島
「さつまいもフェスタ in屋上つばめの杜ひろば」
［時間］ 11：00～16：00（予定）
［主催］ 鹿児島県福岡事務所

10/29（土）・30（日）
つばめの杜
ハロウィンファッションショー
［時間］ ①11：00～ ②12：30～

無料 各回
20組

事前予約
あり

200円※ 8名 事前予約
あり

※ファーマーズくらぶ会員は
　参加費100円

※ファーマーズくらぶ会員は
　参加費100円


