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2016 年 3 月 28 日 
報道関係者各位 

福岡地所株式会社 
 

木の葉モール橋本 開業５周年の営業実績報告 

来場者数・売上高ともに過去最高を達成！ 
 

 

木の葉モール橋本は、4月15日(金)に開業5周年を迎えます。 

室見川や飯盛山など自然豊かなロケーションを背景に、福岡外環状線沿いにして地下鉄橋本駅前という 

利便性の高い立地に「ライフスタイル提案型ショッピングモール」をコンセプトとして、2011年4月に 

開業いたしました。 

以降、多数のイベント開催や地域に根差した運営を継続し、福岡西エリアのお客様に高いご支持をいただ 

いております。営業実績も好調に推移し、5年連続で前年の売上高を上回ることができましたので、ご報 

告いたします。 

 

1. 年間来場者数600万人突破！開業以来５年連続売上前年越え 

木の葉モール橋本5年間の実績 
 

2015年度（2015年4月～2016年3月）も来場者数・売上高ともに過去最高を更新しました。 

福岡西エリア（西区・早良区・城南区）のご家族連れを中心に高頻度でご利用いただいており、地域 

密着型モールとしてのポジションを確立しています。 

 

＜来場者の推移～開業年を除き4年連続前年越え＞ 

 来場者数 前年比 

2015年度 600万人 104.5％ 

2014年度 574万人 101.1％ 

2013年度 568万人 103.3％ 

2012年度 550万人 96.5％ 

2011年度 570万人 ― 

※2015年度実績は見込み。 
 

＜売上の推移～５年連続前年越え＞ 

 売上高 前年比 

2015年度 150億円 105.6％ 

2014年度 142億円 102.9％ 

2013年度 138億円 108.7％ 

2012年度 127億円 103.3％ 

2011年度 123億円 ― 

※2015年度実績は見込み。 
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２. 地域密着型コミュニティモールとしての取り組み 
 

木の葉モール橋本では、年間を通じてステージ企画やお客様参加型のワークショップ、販売催事など、 

さまざまなイベントを開催しております。 

地域祭事との連携や、農業・医療施設、地元の団体との協力の下、2015年度は700件を超えるイベ 

ントを実施しました。 

また、これらの取り組みについて、一般社団法人日本ショッピングセンター協会が主催する第4回地域 

貢献大賞で「地域特性や地域連携を深め、ニーズに対応し、地域団体を積極展開している」点が評価 

され、2015年地域貢献賞を受賞いたしました。 
 

＜地域との取り組み＞ 

  2015年には一般社団法人日本ショッピングセンター協会が主催する第4回地域貢献大賞で「地域特

性や地域連携を深め、ニーズに対応し、地域団体を積極展開している」点が評価され、地域貢献賞

を受賞いたしました。 

 ※本リリース4ページ目に写真を掲載 
 

①農業体験イベントの実施 ［写真：A.B.C］ 

 木の葉モール橋本が立地する福岡市西区は、山緑や河川などの豊かな自然環境に恵まれ、耕地面積が福岡市 

 全体の半分以上を占めている地域です。木の葉モール橋本では、お客様にこの環境や農業への理解を深めてい

ただくことを目的に、農業体験イベントを開催しています。 

 内 容：タケノコ堀り、栗拾い、田植え、稲刈りなどの農業体験イベント 

 協 力 先：農業体験型市営公園「かなたけの里公園」、地域の生産者など 
 

②地域の灯明イベントへの参加 ［写真：E］ 

 8月の「いきみないと祭り」、9月の「室見川灯明まつり」など地域祭事において、館内ワークショップでお客様 

  が製作した灯明を各会場に設置し、地域とともにお祭りを盛り上げております。（写真：D) 
 

③夏祭りこども神輿の実施 

地元幼稚園で出張ワークショップを行い、夏祭りの期間に、木の葉モール橋本に隣接する橋本八幡宮で神事を

行い、園児が作成した神輿を担いで、橋本八幡宮から木の葉モール橋本の周りを子ども達がねり歩きます。 
 

④夏休み木の葉 de ラジオ体操 ［写真：F］ 

地域のみなさまが木の葉モールで接点をもち、コミュニティ形成の機会を提供するとともに、家族全員で健康 

的な1日をスタートしていただくことを目的としています。 

開業年に夏休み最後の11日間のみ実施したところ、ご好評いただき、2年目以降は夏休み全日開催で1日あたり 

400～500名の地域のみなさまにご参加いただいております。 
 

⑤地元の皆様と創り上げるイベント 

●地域市民によるステージイベント（市民フェスティバル） ［写真：G］ 

 ゴールデンウィークやお盆、秋の収穫祭の時期に、西区の様々な市民団体にご協力いただき、日頃の練習の 

成果を木の葉モールのステージで発表していただいいております。 

●地域市民によるワークショップ開催 ［写真：H］ 

シュロの葉や使用済みのリサイクル紙・廃材などを道具にして、子供たちに遊びを伝える活動されている 

地元の名物おじさん牛尾昌義さんに夏休みや春休みのワークショップにご参加いただいております。 
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⑥花いっぱい運動への参加 ［写真：I］ 

 木の葉モール橋本は開業時より壱岐・野方商店連合会に加盟しております。 

 商店連合会の一員として、毎年6月に商店街の方々や地元の子どもたちと地域を飾るプランターの花植えを行い 

 プランターを地域に配布する、「花いっぱい運動」に参加しています。 
 

⑦地域医療との連携 ［写真：J］ 

 地域の医療機関にご協力いただき、無料健康セミナーを木の葉モール橋本内にて定期的に開催しております。 

 協 力 先：福岡リハビリテーション病院、村上華林堂病院など 
 

⑧地元のイラストレーターを施設クリエイティブに起用 ［写真：K］ 

チラシの表紙・館内 POP・タペストリーのデザインに地元出身で施設のヘビーユーザーのイラストレーター 

十時朱視さんを起用しております。にぎやかな施設の雰囲気や、家族とのふれあいを四季に分けて軽やかな 

タッチで表現されたイラストは、館内数か所に展示し、ご好評をいただいております。 
 

⑨図書館資料返却ポストの設置 

2014年4月1日より総合図書館・各分館・アミカス図書室で借りた本を返却できるポストを館内に設置しており 

ます。1日約150冊の返却実績 

 場 所：センターコート1F エレベーターホール内 
 

⑩ちかまるきっぷ（地下鉄七隈線橋本駅タイアップ企画） 

   福岡市地下鉄で小学生を対象とした春休み・夏休み期間に販売する「ちかまるきっぷ」（100円で地下鉄が全線

乗り放題）と夏休み期間にタイアップを実施。木の葉モール橋本のインフォメーションで同切符を提示いただ

き、合言葉（各駅に掲出）を伝えると文房具などの景品をプレゼントしています。 
 

⑪パーク＆ライド 

 木の葉モール橋本に直結した地下鉄七隈線橋本駅を通学・通勤に利用される方のために、駐車場の平日定期券 

 （税込6,000円/月）を販売しております。 
 

⑫橋本駅循環ミニバス運行へ協賛 

   福岡西鉄タクシーが運行する、福岡市地下鉄「橋本駅」を起終点として、野方・生松台地区を循環するバス路

線「橋本駅循環ミニバス」の施行運行に周辺地域のみなさまの利便向上のために協賛しています。 
 

⑬クリーンデーの実施 

 開業時より毎月第3金曜日の開店前9:10より30～40分程度の施設周辺の清掃を実施しています。 

管理事務所含め70～100名が毎回参加し、施設周辺の歩道等のごみ拾いを行います。 
 

  ⑭館内共用通路での販売催事 ［写真：L.M］ 

館内共用部で地元糸島のつくり手で作り上げる糸島のくらしを伝える「糸島くらしマーケット」や地元の主婦

の作家さんの作品が並ぶ手作り雑貨市「あとりえこのは」など、地元の作り手の方に協力して頂き多数の販売

催事を行っております。 
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＜イベント写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L：館内共用通路での販売催事 

糸島くらしマーケット 

E：夏祭りこども神輿 

2014 年 8 月より実施 

G：地元の皆様と創り上げるイベント 

市民フェスティバル 

F：木の葉 de ラジオ体操 

夏休み期間開催 

C：たけのこ掘り体験 

2015 年 4 月実施 

A：親子で田植え体験 

2015 年 6 月開催 

地元の皆様と創り上げるイベント 

木の葉 de 盆踊り 

D：室見川灯明まつり 

毎年 9 月に開催 

地元の皆様と創り上げるイベント 

ハロウィンパレード 

M：館内共用通路での販売催事 

あとりえこのは 

J：医療セミナー 

会議室で定期的に開催 

H：地元の皆様と創り上げるイベント 

牛尾昌義さん 

I：花いっぱい運動 

毎年 6 月に参加 

B：親子で稲刈り体験 

2015 年 10 月開催 

K：館内 POP 

地元の十時朱視さん 



 NEWS RELEASE          5 

 

本件に関する報道関係者お問い合わせ 

福岡地所株式会社 商業事業本部 広報 

TEL：092-272-2801（平日 8:00～18:00） FAX：092-272-5553 

〒812-0018 福岡県福岡市博多区住吉 1-2-25 URL http://www.fukuokajisho.com/ 

＜館内連携の取り組み＞ 

  木の葉モール橋本では、地域密着型の施設運営を行う上で、働くスタッフの接客力やコミュニケー 

  ション力を高めることを重視しています。 

  

①入館研修 

 開業年より木の葉モール橋本内で勤務を始めるスタッフ全員を対象とした研修を実施しています。 

催事や期間限定の勤務を含め、1か月以上木の葉モール橋本で勤務するスタッフ全員に、この研修の受講を義務

付けています。 

 ●実施頻度：週1回 

 ●実施時間：80～90分 

 ●参加人数：10～15人/回 500～700人/年 

 ●研修内容：・運営会社の企業紹介 

・木の葉モール橋本の開発コンセプト（環状線、地下鉄の開通）、施設特性等 

・クレド（サービスマインド） 

・館内ルール 
 

②接客基礎研修＜開業時より3カ月に1回実施＞ 

お客様をお迎えするにあたり、接客の基本となる、挨拶、お辞儀の仕方、電話対応などの研修を行っており 

ます。販売経験の有無にかかわらず、全員に義務付けております。 
 

 ③店長ランチミーティング・カフェミーティング＜2013年11月より実施＞ 

 木の葉モール橋本内各店の店長（1回8人程度）と管理事務所スタッフによる昼食会を行っています。ここから

生まれたアイデアを、はしもとまるしぇのイートインスペース設置等、意識向上、施設サービス改善に役立て

ており、店舗同士や管理事務所とのコミュニケーションも高まっています。 
 

 ④普通救命講習＜開業時より実施、2014年より年2回実施＞ 

 ご来場いただいたお客さまに「安心安全快適」な時間を過ごして頂くため、突然の急病患者に従業員が適切な初

期対応を行えるよう、AED の使い方や胸骨圧迫といった心肺蘇生法の講習を行っております。 

1店舗1名以上の受講者在籍を目指し、毎回40～50名の従業員が参加しております。 
 

 ⑤福祉体験＜開業翌年より年1回実施＞ 

  福岡市社会福祉協議会にご協力いただき、車椅子・アイマスクを使った館内移動、施設・店舗利用体験、高齢 

   者疑似体験などを実施しております。疑似体験を行うことで、ハンディキャップを持つお客さまへのお声掛けな

どに役立てております。 


