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2017 年 1 月 20 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 

福岡ウェルカムキャンペーン 2017 
キャナルシティでは体験型イベントを開催 

 

福岡地所株式会社（本社：福岡市博多区 代表取締役 榎本一郎）が運営する商業施設「キャナルシティ博多」と

「マリノアシティ福岡」は、中国の祝日にあわせて福岡の商業施設が合同で実施する「FUKUOKA WELCOME 

CAMPAIGN 2017」に参加いたします。 
 

①着物着付け体験割引／キャナルシティ博多 

通常60分2,700円で実施している「着物着付け体験」を、期間限定【90分1,500円】でご体験いただけます。 

【期 間】1月21日(土)～2月5日(日) 

【時 間】各日4回（10:30～/14:00～/16:30～/19:00～） 

【内 容】着物着付け体験 

通常価格1時間2,700円（抹茶+ポラロイド写真付） 

⇒期間限定90分1,500円 

（1ドリンク+ワラビもち+ポラロイド写真付） 

【場 所】キャナルシティ博多 ビジネスセンタービル1階 

「キャナルツーリストラウンジ」 

【定 員】各回定員４名 

※イベント①④⑤は、お申込み方法等が共通です。詳しくは翌ページをご覧ください。 

 

②SNSシェアで 500円お買い物券をプレゼント／キャナルシティ博多 
キャナルシティ博多の公式インスタグラム（韓国語版）、フェイスブック（繁体字版）、we chat（簡体字版）を 

フォローし、さらに「キャナルアクアパノラマ」もしくは「キャナルツーリストラウンジ和文化体験」の内容を 

投稿（シェアまたは写真撮影）すると、期間中各日先着 20 名の方に「キャナルシティ博多共通お買い物券 500 

円分」をプレゼントいたします。 

【期 間】1月21日(土)～2月5日(日) 

【場 所】キャナルシティ博多 ビジネスセンタービル 1 階「キャナルツーリストラウンジ」 

【備 考】上記②「着物着付け体験」では、お買い物券 500 円分はご利用いただけません。 

 
③ユナイテッド・シネマ「雨女」韓国語･中国語字幕付き上映 
／キャナルシティ博多 

4DX 専用に制作された日本のホラー映画「雨女」を韓国語と中国語（繁体字） 

の字幕付きで上映いたします。 

また、当日は、韓国語・中国語の通訳スタッフが映画館内での案内をサポート 

いたします。 

【期 間】1 月 21 日(土)～2 月 10 日（金） 

【上映時間】各日 15:30～(約 35 分) 

※1/28～2/5 は 15:30/16:30 の 2 回上映 

【場 所】ユナイテッド・シネマ キャナルシティ 13 

【料 金】1,000 円（税込） 
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④餅つき体験＆ぜんざいパーティー／キャナルシティ博多 
杵と臼を使った餅つきを開催。日本の伝統的なお正月の雰囲気を体験できます。ついたお餅は、ぜんざいにして 

お召し上がりいただけます。 

【日 時】1月28日(土)餅つき＋ぜんざい14:00/17:00 ぜんざいのみ19:00 

【場 所】キャナルシティ博多 ビジネスセンタービル 1 階「キャナルツーリストラウンジ」 

【料 金】餅つきは自由参加、ぜんざいは 1 杯 108 円（税込） 

【定 員】各回先着 20 名 

※イベント①④⑤は、お申し込み方法等が共通です。詳しくは2ページをご覧ください。 

 
⑤佐賀市 PRイベント／キャナルシティ博多 
 佐賀市の特産品販売や銘酒を楽しめる SAGA 酒 BAR、うちわの絵付けや組紐といった伝統工芸の実演・体験など 

佐賀市の魅力を感じていただけるイベントです。 

【期 間】1月29日(日)～31日(火) 

【時 間】10:00～17:00 ※SAGA 酒 BAR は、21:00まで 

【場 所】キャナルシティ博多 ビジネスセンタービル 1 階「キャナルツーリストラウンジ」 

※イベント①④⑤は、お申し込み方法等が共通です。詳しくは2ページをご覧ください。 

 

＜イベント①④⑤共通 参加条件・お申し込み方法＞ 

【参加条件】事前にメールまたは電話にてお申し込みの上、ご参加ください。 

当日空きがある場合のみ、予約なしでもご参加いただけます。 

【申し込み先】キャナルツーリストラウンジ（10:00～21:00・年中無休） 

メール：info_ctl@east-inc.jp 電話：092-263-6608  

 

⑥パスポート提示サービス／キャナルシティ博多・マリノアシティ福岡 
キャナルシティ博多各店、およびマリノアシティ福岡インフォメーションで、パスポートをご提示の外国人 

のお客様を対象に割引やサービス、プレゼント等をご用意いたします。 

【期 間】1 月 21 日(土)～2 月 5 日(日) 

【参 加 店】店舗数は 1 月 16 日(月)時点のもの  

 キャナルシティ博多 マリノアシティ福岡 

参 加 店 178 インフォメーションで実施 

免 税 店 148 88 

パスポートサービス店 
82 

    うち春節限定 28 
19 

免税・通常時パスポートサービス 

実施店合計 ※ 
177 104 

 ※一部店舗は、免税・パスポートサービスの双方を実施。 
 

【実施概要】 

店 名 サービス内容 

キャナルシティ博多 

coen 10%OFF（セール品除く） 

Desigual 15,000 円以上お買い上げで 10％OFF 

山本式整体 Refresh 施術 5 分延長 

初代 秀ちゃん 
ラーメンご注文の方に、ウーロン茶またはオレンジジュース１杯 

サービス ※他サービスとの併用不可 

能古うどん製造所 10%OFF 
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店 名 サービス内容 

マリノアシティ福岡 

インフォメーションカウンターでパスポート提示すると、各日先着 50 名様がくじ引きに 1 回 

参加できます。マリノアシティ福岡で使える 500 円分のお買い物券やお菓子キャンドルが当たる。 

２施設の概要および外国人向けサービス 

 キャナルシティ博多 マリノアシティ福岡 

所在地 福岡市博多区住吉 1-2 福岡市西区小戸 2-12-30 

営業時間 物販 10:00～21:00 飲食 11:00～23:00 ※一部異なる 

店舗数 

250 店 

※ホテル、キャナルシティ劇場、オフィス等は

除く。 

155 店 

免税実施店 148 店 88 店 

パスポート 

提示サービス 

実施店 

54 店 19 店 

決済対応 

・銀聯カード 

・新韓カード 

・多通貨決済（14 通貨） 

・銀聯カード 

・新韓カード 

・多通貨決済（14 通貨） 

利便 

情報発信 

・外国語ウェブサイト（4 言語） 

・外国語アナログサイネージ（4 言語） 

・外国語デジタルサイネージ（4 言語） 

・外国語フロアガイド（4 言語） 

・SNS「微信（WeChat）」 

・SNS「instagram（韓国語）」 

・SNS「Facebook（繁体字）」 

・ラーメンスタジアム券売機の外国語 

表示（4 言語） 

・観光バス駐車場 

・外国語ウェブサイト（4 言語） 

・外国語フロアガイド（5 言語） 

・SNS「微信（WeChat）」 

・観光バスクーポン（英語表記追記） 

・電話通訳サービス 

・観光バス駐車場 

キャナルシティ博多では 24 店、マリノアシティ福岡では 3 店が、免税・パスポートサービスの双方を実施。 
 


