
WINTER FASHION  KIDS GOURMET  KIDS EVENT
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ユニセックスな

冬コーデは

防寒対策バッチリ！

大人カジュアルに

鮮やかレッドが

アクセント！

※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。

大人サイズあり

リンクコーデが楽しめる♪

WINTER
FASHION &
KIDS EVENT

月

AMU 6F SHOP

「心地良い暮らし」と「環境」をテーマに、生活
の根本から暮らしを見つめ直した、デザイン・
環境にも良いロングライフ商品を提案。
TEL：050-2017-9059

アーバンリサーチドアーズ （左）ボア×キルト切替コート ￥8,800／カラーチェックスカート 
￥6,600／ウーステッドヤーン配色ニット ￥5,280／エコファー
ポーチ ￥2,750／ウールベレー帽 ￥3,300
（右）リバーシブルフリースコート ￥9,900／コーデュロイテーパードパンツ 
￥5,500／「別注」Champion×DOORS サガラスウェットパーカー ￥5,500
／耳当て付きキャップ ￥3,300／NEW BALANCE　YV996 ￥5,940
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EVENT
PICK UP

シンプルコーデに

キャップで

ワンポイント☆

オトナっぽい

本格的な1枚

つばめの杜な
らで
はの

冬を楽しも
う♪ 

1952年誕生の伝統ある英国ブランド。
クラシックなアイテムやモッズを感じる
スタイルなど、幅広く提案します。
TEL 092-413-5820

フレッドペリー

つばめの杜
イルミネーション
12/5（月）-1/11（水）
［時間］ 17：00～22：00（予定）
屋上を彩るイルミネーション。
いつもの屋上とは一味違う
幻想的な雰囲気を楽しもう♪

EVENT
PICK UP

無料

300円 各回
10組

事前予約
ありIN!

屋上の稲わらで
お正月飾りづくり♪

12/24（土）・25（日）
［時間］ ①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
［協力］ 木下緑化建設株式会社
11月に収穫した稲のわらを有効活用して、
お正月飾りをつくろう♪

ハーフZIPスウェット ￥9,350／スウェットパンツ 
￥8,250／ KIDSフレッドペリーシャツ ￥7,150

キッズ用ベースボールキャップ ￥8,690
AMU3F カシラ

キャップ

AMU3F 「CA4LA」
で販売

カシラ

AMU 5F SHOP
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EVENT 
PICK UP

※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。

ふんわり

裏起毛で

あったか♪

注目度抜群！
ポシェット風

ネコポケット

リボンが

乙女心くすぐる

甘めコーデ 　

（左）中綿リボンジャケット ￥5,390／編地テレコニット ￥2,530
／ニットスカパン ￥2,860／リボンムートンブーツ ￥3,190
（右）コーデュロイスキニー ￥2,530／ネコポシェットトレーナー 
￥3,190

WINTER FASHION &
KIDS EVENT

月

AMU 7F SHOP

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

新年
書初め大会
1/2（月・祝）
［時間］ 11：00～ ※15分交代制 ［協力］ 丸山蘇水
新年の抱負を書いて、一年を始めよう！

無料 80名
（予定）

事前予約
あり
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EVENT 
PICK UP

（左）ソウガラジャガードボアジャケット 
￥2,860／キリカエラグランボーダーロンT 
￥2,090／シャーリングスカート ￥3,190
（右）アトラスマウンテンジャケット ￥2,999
／ウラケプリントトレーナー ￥1,430／デニム
シェフパンツ ￥2,090

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節分 鬼祓い祭り

1/28（土）・29（日）
［時間］ 14：30～ ［協力］ 住吉神社
鉄道神社で豆まき！
鬼を追い払って一年元気で過ごそう♪
今年も福娘がやってきます！

寒い冬も

元気いっぱい

遊べるね☆

クール&キュート

ひときわ目を引く

柄on柄コーデ

もしかして

ハテナ

？
？

マーキーズ史上

最高傑作！
コスパ最強アウター

無料 各日
15名

事前予約
あり

つ
ば
め
の
杜
で

春
を
迎
え
る
準
備
を
し
よ
う
♪
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キッズメニュー提供時間
11：00   L.O.15：00／17：00   L.O.21：30

★小麦・卵・えび・豚肉
（選択メニュー） オレンジ・リンゴ

お子さまランチ ¥750

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。
※11月1日時点の情報です。金額等は今後変更になる可能性があります。 ※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 鹿児島 黒かつ亭
［黒豚とんかつ］

お子さまプレート ¥1,200

くうてん

9F めんたい料理　博多 椒房庵
［めんたい料理］

四川飯店
［中国四川料理］くうてん

10F

お子さまプレート ¥1,000

お子さまチャーハンセット ¥1,100

くうてん

9F 鼎泰豊（ディンタイフォン）
［点心料理］

くうてんキッズグルメ

KIDS GOURMET

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］

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

くうてん

10F うまや
［焼鳥］

くうてんでは、デートや食事会・接待
まで様々なシーンに合わせた忘新年
会プランをご用意しております。

くうてんde忘新年会
1/9（月・祝）まで

EVENT
INFORMATION

キッズメニュー提供時間
11：00　L.O.15：30

★小麦・卵・乳製品・牛肉・豚肉・大豆・ごま

キッズメニュー提供時間
11：00　L.O.22：00
★小麦・卵・乳・えび・鶏肉・豚肉・大豆・ごま

（選択メニュー） オレンジ・リンゴ

キッズメニュー提供時間
11：00   L.O.14：30／17：00   L.O.21：00
★小麦・卵・乳・乳製品・えび・かに・豚肉・

大豆・オレンジ

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

つばめの杜
イルミネーション
12/5（月）-1/11（水）
［時間］ 17：00～22：00（予定）
屋上を彩るイルミネーション。
いつもの屋上とは一味違う
幻想的な雰囲気を楽しもう♪

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

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 12-2月
12/5（月）-1/11（水）
つばめの杜イルミネーション
［時間］ 17：00～22：00（予定）

無料

12/10（土）・11（日）
冬空天体観測
［時間］ 18：00～
［協力］ 星の文化館

無料 各日
10組

事前予約
あり

12/10（土）
手作り望遠鏡をつくろう♪
［時間］ ①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
［協力］ 幼児教室レクルン

各回
10組

2/4（土）
ショコラマグネットづくり
［時間］ ①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
［協力］ 幼児教室レクルン

各回
10組

12/11（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 各回
8組

12/24（土）・25（日）
屋上の稲わらで
お正月飾りづくり♪
［時間］ ①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
［協力］ 木下緑化建設株式会社

300円 各回
10組

事前予約
あり

1/2（月・祝）
新年書初め大会
［時間］ 11：00～ ※15分交代制
［協力］ 丸山蘇水

無料 80名
（予定）

事前予約
あり

1/15（日）・2/19（日）
こどもんの杜ワークショップ
［時間］ ①11：00～ ②13：30～ ③15：00～
［協力］ 福岡こども専門学校

各回
8組無料

1/28（土）・29（日）
節分 鬼祓い祭り
［時間］ 14：30～
［協力］ 住吉神社

無料 各日
15名

事前予約
あり

2/11（土）・12（日）
むなかたクラフトラボ
［主催］ 宗像市


