
SUMMER 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。

博多駅の屋上で
ホタルを見てみよう
5/21（土）ー6/12（日）
［時間］ ～22：00 ［協力］ 湊工業株式会社
屋上生まれのホタル。
期間中、屋上のビオトープに行けば、
飛んでいるホタルが見えるかも！

AMU 7F SHOP

（左）スマイルシリーズ ティーアードチュニック ￥2,090／
裾フリルパンツ（7分丈） ￥1,870／ウォッシャブル UVケア 
折りたたみリボンハット ￥2,860／ハートサンダル ￥3,190
（右）スマイルシリーズ ティーアードチュニック ￥2,090／
1分丈レギンス ￥1,320

ママ目線の子供服。子どもらしさをプ
ラスしたトレンドファッションが、デイ
リープライスで楽しめます。
TEL 092-452-0100

プティマイン

とことん可愛い

女の子らしさ

満載コーデ

相性抜群な

組み合わせ♪

スッキリした

シルエットも◎

折りたたんで

バッグに

収納できる◎

内側には

お名前を記入できる

タグつき

SUMMER FASHION &
KIDS EVENT

EVENT 
PICK UP

月

つばめの杜ひろば
だからこそ体験できる ものに

触れてみよう
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（左）吸水速乾リンガープリントT ￥1,320／クリンクルスカート 
￥1,980／ナイキ リトル リフト ￥8,250／Rattia lulle Hat ￥3,520
（右）吸水速乾ロールTシャツ ￥1,320／ポプリンベイカーショー
トパンツ ￥1,760／別注 総柄 KIDS KACKS ￥3,960／ Baby 
Sun Bucket Hat ￥4,180

毎日が楽しくなるようなキッズスタイルを提案。
キッズをメインに定番オリジナルアイテムやイン
ポートブランドが充実したセレクトショップ。
TEL 092-292-3142

マーキーズ
AMU 7F SHOP

ボーイッシュな

プリント柄で

トレンドの着こなしに！

デイリーでも

使えるTシャツで

アメカジコーデに☆

南島原市×
屋上つばめの杜ひろば
コラボイベント
7/30（土）・31（日）
［時間］ 11：00～17：00
［協力］ 南島原市
南島原市のそうめんが、
３年ぶりに屋上で食べられる！
南島原市のイベントを屋上で開催♪

クリンクル加工で

オシャレなシワ感☆

濡れてもすばやく乾く

「吸水速乾」Tシャツ

EVENT
PICK UP

だからこそ体験できる ものに
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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。

Back
Style

AMU 6F SHOP

さまざまなライフスタイルにピッタリとフィット
した自分らしい何かがみつかる「Be happy」
をコンセプトにしたショップです。
TEL 092-413-5362

ユナイテッドアローズ 
グリーンレーベル リラクシング

（左）昆虫Tシャツ ￥2,420／ショーツ ￥2,750／ハット 
￥3,080／サンダル KEEN ￥6,600
（右）ワンピース ￥3,850／スカシガラ ハット ￥3,300／
グルカ サンダル ￥4,400

元気いっぱい！

THE・夏コーデ

涼しげワンピと

上品なハットが

マッチ

虫好きには

たまらない

デザイン 　

足首のストラップは

ベルクロ仕様で

脱ぎ履きしやすい！

SUMMER 
FASHION &
KIDS EVENT

自分
だけ
の夏を

見つけよう！
つば
めの杜

 ひろばで

月
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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

AMU 7F SHOP

（左）ペーパーハット ￥5,500／プリント半袖Tシャツ 
￥4,950～／サージ織バミューダパンツ ￥6,600～
（右）プリント半袖Tシャツ ￥4,400～／ポプリンプリント
スカート ￥8,800～

ペーパーハットと

パンツで

全身爽やか♪

夏に映える柄が

かわいいコーデ☆

わくわく
バルーンショー
8/27（土）・28（日）
［時間］ ①12：00～ ②14：00～ 
 ③15：30～
［協力］ パリン＆ラクダーリン
あのバルーンショーが
３年ぶりに屋上に帰ってくる！
今年の夏最後に思い出を作ろう♪

無料

真夏の昆虫教室
＠バイオパーク

事前予約
あり無料

8/14（日）・15（月）
［時間］ ①11：00～ ②13：30～ 
 ③15：00～
［協力］ 長崎バイオパーク
長崎バイオパークの
本物の飼育員による
昆虫教室を開催！

丈夫なサージ織素材
デイリーユースに

おすすめ！

EVENT
PICK UP

自分
だけ
の夏を

見つけよう！
つば
めの杜

 ひろばで

EVENT
PICK UP
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キッズメニュー提供時間
11：00　L.O.22：00

★小麦

お子さまお櫃うなぎ茶漬〈ハーフ〉¥1,815
キッズメニュー提供時間

［月～金］11：00   L.O.14：30／17：00   L.O.21：00
［土日祝］11：00   L.O.21：00

★小麦・卵・乳製品・えび・かに

お子さまご膳 ¥2,200
キッズメニュー提供時間

11：00　L.O.21：00

★小麦・卵・乳製品・えび

お子さま天丼 ¥1,100

キッズメニュー提供時間
お子さまランチ ¥850

キッズメニュー提供時間
11：00   L.O.15：00

★小麦・卵・乳製品・えび・鶏肉・豚肉

お子さまランチ ¥600
キッズメニュー提供時間

11：00　L.O.21：30

★小麦・卵・乳・鶏肉・牛肉・大豆・ごま・ゼラチン

KIDSプレート ¥680

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 うなぎ 徳
［うなぎ］

くうてん

10F うまや
［焼鳥］

くうてん

9F 加賀屋
［日本料理］

キッズメニュー提供時間
11：00　L.O.21：30

★小麦・卵・乳・乳製品・
オレンジ・リンゴ・キウイ

スマイルキッズプレート ¥990

キッズメニュー提供時間
11：00　L.O.22：30

★小麦・卵・乳・乳製品・牛肉・ごま・
オレンジ・リンゴ

キッズビビンバ ¥630

くうてん

10F 焼肉 チャンピオン
［焼肉］

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］くうてん

9F 銀座 天一
［天ぷら］

博多名物 もつ鍋笑楽
［もつ鍋］くうてん

10F
くうてん

10F B.B.M 博多
［グルメバーガー・カフェ］

［土のみ］11：00　L.O.14：30／16：00　L.O.23：30
［土以外］11：00　L.O.14：30／16：00　L.O.22：30

★小麦・卵・乳製品・えび

くうてんキッズグルメ

KIDS GOURMET
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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

天空の昆虫展
2022
8/7（日）ー21（日）
［時間］ 10：00～17：00
［協力］ 長崎バイオパーク
世界中のカブトムシや
珍しいチョウが屋上にやってくる♪

サービスガイド

SERVICE GUIDE

無料
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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

5/21（土）ー6/12（日）
［時間］ ～22：00 ［協力］ 湊工業株式会社
博多駅の屋上でホタルを見てみよう

6/12（日）・7/17（日）・8/27（土）

［時間］ ①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
［協力］ 福岡こども専門学校

福岡こども専門学校
ワークショップ

無料

6/25（土）・26（日）

［時間］ 11：00～17：00 ［協力］ acud.

天空の参道マルシェ特別企画
「おやつマルシェVol.2」

7/30（土）・31（日）

［時間］ 11：00～17：00
［協力］ 南島原市

南島原市×屋上つばめの杜ひろば
コラボイベント

8/6（土）ー13（土）
［時間］ 16：30～
ちびっこ打ち水体験

無料
各日
こども
10名

8/7（日）ー21（日）
［時間］ 10：00～17：00
［協力］ 長崎バイオパーク

天空の昆虫展2022
無料

8/13（土）ー15（月）
［時間］ 10：00～
※屋上電車に乗車した小学生以下のお子さま対象

夏休みキッズトレインDays
各日先着
100名

7/9（土）・10（日）
［時間］ ①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
［協力］ 手作り石鹸教室 木花

夏のキラキラデコスイーツ石鹼づくり
500円 事前予約

あり

8/14（日）・15（月）

［時間］ ①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
［協力］ 長崎バイオパーク

真夏の昆虫教室
＠バイオパーク

8/20（土）

［時間］ ①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
［協力］ 幼児教室レクルン

昆虫ゴーグルをつくろう♪

8/27（土）・28（日）
［時間］ ①12：00～ ②14：00～ ③15：30～
［協力］ パリン＆ラクダーリン

わくわくバルーンショー
無料

事前予約
あり無料

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 6-8月


