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２０１５年４月１５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 

ゴールデンウィークイベント開催のお知らせ 
 

福岡地所株式会社（本社：福岡市博多区、代表取締役：石井 歓）が運営する４つの商業施設は、ゴールデンウィ

ークも休まず営業し、様々なイベント・セールを実施いたします。 

 

ゴールデンウィークイベントのご案内 
※セール・イベント等の内容は、予告なく変更する場合がございます。 

※金額・参加条件に関する記載のないイベントは参加・観覧無料です。 

 

キャナルシティ博多 ＜１９周年の誕生祭＞ 
  

誕生祭セール  [４/２４～５/６] 

 【期 間】  ４月２４日(金)～５月６(水休) 

 【参 加 店】  １３５店（キャナルシティオーパ含む） 

ＣＡＮＡＬ ワールド エンタメフェス・ステージイベント  [５/２～５/６] 

  キャナルシティ博多内３カ所のステージおよびブースで、国内外で活躍する 

 パフォーマー２５組のステージを開催いたします。 

 【日 時】  ５月２日(土)～５月６日(水休)１２:００～１９:００ 

 （各ステージ２０～３０分時間は出演者により異なる） 

【出 演 者】 ●Ｔｈｅ
ザ

 ＳＣＯＶＩＬＬＥＳ
ス コ ビ ル ズ

（コメディパフォーマンス）、 

 ｔｏ
ト ゥ

 Ｒ
アール

 ｍａｎｓｉｏｎ
マ ン シ ョ ン

（コメディパフォーマンス）、 

 Ｄｏｍｉｎｉｃ
ド ミ ニ ク

＆
＆

Ｋａｒｅｎ
カ レ ン

（チャイニーズポール）※写真上 

 以上、５/２(土)～５/６(水休) 

 ●ＴＥＭＰＵＲＡ
テ ン プ ラ

 ＫＩＤＺ
キ ッ ズ

（ダンス） ５/２(土) 

 ●Ｓｃｈｒｏｅｄｅｒ-Ｈｅａｄｚ
シ ュ ロ ー ダ ー ヘ ッ ズ

（音楽ライブ） ５/４(日祝) 

 ●チャラン・ポ・ランタン（音楽ライブ） ５/５(月祝) 他計２５組 

 【会 場】  Ｂ１Ｆサンプラザステージ、Ｂ１Ｆスターコート、イーストビル１Ｆ 

ＣＡＮＡＬ ワールド エンタメフェス・スペシャルステージ  [５/２～５/６] 

 パフォーマー７組出演による１日１回限りのナイトステージを開催。 

 【日 時】  ５月２日(土)～５月６日(水休)１９:００（４０～５０分） 

 【出 演 者】 Ｔｈｅ
ザ

 ＳＣＯＶＩＬＬＥＳ
ス コ ビ ル ズ

（コメディパフォーマンス）、 

 ｔｏ
ト ゥ

 Ｒ
アール

 ｍａｎｓｉｏｎ
マ ン シ ョ ン

（コメディパフォーマンス）、Ｄｏｍｉｎｉｃ
ド ミ ニ ク

＆
＆

Ｋａｒｅｎ
カ レ ン

（チャイニーズポール）、 

 しょぎょーむじょーぶらざーず（ブレイクダンス）、張
ちょう

海
かい

輪
り ん

（チャイニーズアクロバット）※写真下、 

 ｅｎｒａ
エ ン ラ

（映像パフォーマンス） 以上、計７組 

 【会 場】  Ｂ１Ｆサンプラザステージ 
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ＣＡＮＡＬ ワールド エンタメフェス・アートマーケットブース  [５/２～５/６] 

 福岡を拠点に活動するクリエイターたちによる作品展示やライブペインティング等を行います。 

 【日 時】 ５月２日(土)～５月６日(水休)１２:００～１９:００ 

 【出 演 者】 ●イフクカズヒコ（イラスト展示） ５/２(土)～５/６(水休) 

 ●冨永ボンド 

 （木工用ボンドを使った絵画展示、ライブペインティング） 

 ５/２(土)・３(日祝)・６(水休)  

 ●モンドくん（絵画・似顔絵展示、似顔絵コーナー） 

 ５/３(日祝)～５/５(火祝) 

 ※似顔絵オーダーは１,０００円/人 他計６組 

 【会 場】  Ｂ１Ｆサンプラザステージ 

「ＤＲＵＭ ＴＡＯ」公演記念スペシャルステージ  [４/２６] 

 ２０１５年最新作「百花繚乱 日本ドラム絵巻」のキャナルシティ劇場公演（５/２２～５/２４）を記念して、ＤＲＵＭ 

 ＴＡＯ出演者がサンプラザステージでパフォーマンスを行います。 

 イベント当日は、キャナルシティ劇場公演の鑑賞券が当たる応募キャンペーンも実施。 

 【日 時】  ４月２６日(日)１３:００/１５:００ 

 【会 場】  Ｂ１Ｆサンプラザステージ 

博多どんたく港まつり はかた駅前どんたくパレード隊 

 ゴールデンウィークの風物詩「博多どんたく港まつり」に、一般参加者を事前募集しパレード参加いたします。 

 【日 時】  ５月３日(日祝)８:３０受付開始 ９:００当日練習開始 １０:４０パレード開始 

 【会 場】  はかた駅前”どんたく”ストリート （はかた駅前通り） 

 【参加条件】  ４月１９日(日)・２９日(水祝)１３:００よりキャナルシティ博多内で行う事前練習のいずれかの 

 日程に参加できる方 

 【募集人数】  １００名 

 

マリノアシティ福岡 ＜アウトレットレジャーマリノア開催＞ 
 

お得なゴールデンフェア  [４/２５～５/６] 

 【期 間】  ４月２５日(土)～５月６日(水祝)  

 【参 加 店】  約１３０店 

 【割 引 率】  最大８０％ＯＦＦ 

タイムセール  [５/３～５/６] 

 【日 時】  ５月３日(日)～５月５日（火祝）１１:００～１２:００/１６:００～１７:００ 

 【参 加 店】  約７０店（参加店店頭にＰＯＰ掲示） 

『妖怪ウォッチ』ジバニャン巨大ふわふわ遊具登場  [４/２５・２６] 

 【日 時】  ４月２５日(土)・２６日(日）１０:００～１８:００ 

 【会 場】  アウトレット III棟前広場 

 【参 加 費】  １回２００円（５分） ※現金のみ 

 ※対象年齢：３歳～小学生 ※天候により中止となる場合がございます 

   ※お買い上げレシートでのサービスはございません 
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『妖怪ウォッチ』ジバニャン撮影＆握手会  [４/２９] 

 【日 時】  ４月２９日(水祝)１１:００/１３:００/１５:００（３０分前より参加整理券配布） 

 【会 場】  アウトレット I棟ステップ広場 

 【定 員】  各回先着１００組 

 ※撮影はお手持ちのカメラや携帯電話をご利用ください 

『妖怪ウォッチ』スタンプラリー  [５/２～５/６] 

 【期 間】  ５月２日(土)～５月６日(水休)１０:００～２１:００（最終受付２０:００） 

 【会 場】  アウトレット I棟ステップ広場 

 【定 員】  各回先着１,０００名 

 ※対象年齢：３歳～中学生 

こどもの日限定！終日観覧車無料開放  [５/５] 

 【日 時】  ５月５日(火祝)１０:００～２３:００（最終搭乗２２:４５） 

 ※天候により中止となる場合がございます。 

 

リバーウォーク北九州 ＜リバ！サファリワールド開催＞ 
 

サファリワールド  [４/２３～５/１１] 

 ラクダやペンギン、ハリネズミなどの動物たちに、餌をあげたり、触ったり、 

 一緒に写真を撮ったりすることができます。 

 【日 時】  ４月２３日(木)～５月１１日(月)１０:００～１７:００ 

 【会 場】  １Ｆミスティックコート 

 【入 場 料】  大人(１６歳以上)７００円、子ども５００円 

 （再入場不可、２歳以下無料） 

 ※２歳以下は１６歳以上の方の付き添いが必要 

アスレチックワールド  [４/２３～５/１０] 

 バンジーとトランポリンをあわせ高さ７ｍまでジャンプする「バンジートランポリン」や、ビニールプールで水上を歩く 

 「ウォーターボール」などのアトラクションが登場。 

 【日 時】  ４月２３日(木)～５月１０日(日）１０:００～１７:００ 

  ※一部４月２９日(水祝)～ 

 【会 場】  １Ｆエナジーコート、１Ｆインフォメーション前、 

  １Ｆ三角広場 

 【利 用 料】  ５００円、１,０００円（アトラクションにより異なる） 

 ※アトラクションにより、年齢・体重制限等がございます。 

誕生祭セール  [４/２５～５/６] 

 【期 間】  ４月２５日(土)～５月６日(水休) 

 【参 加 店】  約８０店 

 【割 引 率】  最大８０％ＯＦＦ 
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木の葉モール橋本 ＜４周年の誕生祭＞ 
 

ビンゴ大会  [４/２５・２６] 

 当日のお買い上げレシート３,０００円分（合算可）でビンゴカードを１枚進呈いたします。 

 国内旅行や家電など、総計約１５０点の賞品が当たるビンゴ大会を開催します。 

 【日 時】  ４月２５日(土)・２６日(日）１５:００ 

 【会 場】  ガーデンコート１Ｆ 

大道芸パフォーマンス  [４/２５・２６] 

 大道芸人によるステージや回遊パフォーマンス、お子さま対象の大道芸ワークショップを開催いたします。 

 【期 間】  ４月２５日(土)・２６日(日)・２９日(水祝) 

 【出 演 者】 ●ＳＥＯＰＰＩ（スポーツスタッキング） 

 ４/２５(土)・２６(日) １２:００/１３:３０（ワークショップ）/１６:００ 

 ●大道芸ＲＩＫＩ（ジャグリング） 

 ４/２５(土)・２６(日)・２９(水祝) １２:３０/１４:００/１５:３０（ワークショップ） 

 【会 場】  ガーデンコート１Ｆ、館内各所 

端午の節句「鯉のぼり」ワークショップ  [４/２５・２６（展示～５/６）] 

 お子さまによる願いごとを書いた「鯉のぼり」を作るワークショップ。 

 完成した鯉のぼりは、５月６日(水祝)まで、館内（ガーデンコート）に 

 展示いたします。 

 また、参加したお子さまにはお菓子をプレゼントいたします。 

 【日 時】  ４月２５日(土)・２６日(日)１１:００ 

 【会 場】  ガーデンコート１Ｆ 

Ｎｅｗ Ｗｉｎｇｓ Ｇｏｓｐｅｌ Ｃｈｏｉｒ（ニューウイングゴスペルクワイア）音楽ライブ  [４/２９] 

 【日 時】  ４月２９日(水祝)１３:００/１５:００ 

 【会 場】  ガーデンコート１Ｆ 

葉っぴーＧＷフェスティバル [５/２～５/６] 

 総勢約６０組のサークルや団体による演舞台ステージイベント。歌謡ステージや、人気キャラクターショー、 

 ジャグリングパフォーマンス等のゲストステージも開催。 

 【日 時】  ５月２日(土)・３日(日)・４日(月祝)・５日(火祝)・６日(水祝) 

 【出 演 者】 ●ゲストステージ 

  西田あい ５/２(土)１２:３０/１６:００ 佐藤茉莉花 ５/３(日祝)１２:３０ 

  Ｊｅ’Ｇｌａｎｚ ５/４(月祝)１２:３０/１５:３０ 山口光貴 ５/５(火祝)１２:３０/１５:３０ 

  立川翼 ５/６(水祝)１２:３０ 

 ●Ｊｅｒｅｍｙ Ｅａｔｏｎ（ジャグリング）パフォーマンス ５/２(土)～５/６(水祝)１２:３０/１６:００ 

  ●ウルトラマンメビウスステージ＆写真撮影会 ５/５(火祝)１３:３０/１５:００/１６:３０ 

  上記以外の出演者（以下一例）の時間は未定です。 

  ・アートフリー（創作ダンス）・月都女会（日本舞踊）・千夜一夜（ベリーダンス） 

  ・ホヌアイアケア（フラダンス）・ソウルスプラッシュダンススタジオ（ジャズ・ヒップホップダンス） 

  ・九州大学アカペラサークルハモＱ（アカペラ）・ＳＳＤＳ（キッズダンス） 

  ・福岡大学新体操競技部（競技新体操）・のかたカンタービレ（コーラス）他 

 【会 場】  ガーデンコート１Ｆ 

 


