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福岡地所株式会社 

 

地下鉄七隈線橋本駅前 サンリブと 128 の専門店                 

        『木の葉モール橋本』 

   平成 23 年 4 月 15 日(金)グランドオープン 
 

 

福岡地所株式会社は、福岡市西区の地下鉄七隈線橋本駅前に、ショッピングセンター   

『木の葉モール橋本』（このはもーる はしもと）を、平成 23 年 4 月 15 日（金）午前 10 時に

グランドオープンする運びとなりましたので、出店テナントの概要とオープニングフェアの

概要についてお知らせいたします。 

 

記 

１.｢木の葉モール橋本｣の立地と利便性  

本施設は、福岡市西区橋本に位置し、地下鉄七

隈線｢橋本駅｣に隣接した福岡市橋本土地区画整理

事業地にオープンいたします。本施設の南西方向

に走る都市高速５号線の開通に伴い、福岡外環状

道路も片側 2 車線に拡幅されました。主要幹線道

路の国道 202 号線からもアクセスできる交通環境

が整備され、多様な交通機関でお越しいただける

ショッピングセンターです。室見川や飯盛山など

施設周辺は自然豊かなロケーションです。 

 

２.生活を支える生活密着型の大型店  

本施設にはスーパーマーケット「サンリブ」をはじめ、郊外のショッピングモール内では

初出店となる「岩田屋サロン」や「雑貨館インキューブ」の他、「無印良品」、｢ユニクロ｣、

｢Right On」、「スーパースポーツゼビオ」など生活密着型の大型店が出店いたします。 

また､ブックストア｢福家書店｣は､お子様の健やかな成長を育む絵本や知育玩具･教育玩具

を揃えた｢だびんち★きっず｣を九州で初めて開設いたします。 

 

３.実力派の地元グルメが大集結 

 本施設では２つの飲食ゾーンにて各店のこだわりメニューを幅広いお客様にお楽しみいた

だけるよう準備しております。 

《ガーデンコート飲食ゾーン》 

本施設を象徴する水と緑豊かなオープンスペース「ガーデンコート」に面するゾーンには

地元繁盛店を中心とした個性豊かな飲食店がそろいました。 

地元福岡の有名店「博多田中田」が運営する 100 種類以上の定食が楽しめる「橋本わっぱ

定食堂」やおもてなしの心で多くのファンを持つ「ONO グループ」が糸島の漁港から直接買

い付けた新鮮なネタを提供する回転寿司「博多旨鮨小野」をはじめ、世界を旅する気分で楽

しめる「ワールドグルメバイキング アレッタ」、手作りにこだわった身近なイタリアン   



「Sweet Basil」など新鮮な地元の食材を使用した店舗は、仲間や家族が食の楽しみを再発見

できるコミュニティの場をご提供します。 

《フードコート「TANTO TABENNE（タント・タベンネ）」》 

リラックスした空気感を醸しだすナチュラルな風合いの素材で空間演出したフードコート

「TANTO TABENNE（タント・タベンネ）」は、４５０を超える席数を確保し、お一人でもリラ

ックスして、大勢でもホームパーティーダイニングとしてご利用いただける“お家キッチン”

を目指し、地元繁盛店も含めた１０店舗で構成しております。 

博多を代表するラーメン店「博多だるま ラーメンファクトリー」や地元の素材にこだわっ

た「お好み焼き和人」などの人気店、手軽に本場四川の味を楽しめる「中国大明火鍋城」な

どの個性的な店舗が一同に集結。また、フードコート内にはキッズダイニングを設け、小さ

なお子様連れの皆さまにもくつろいでお食事をお楽しみいただける空間をご提供します。 

 

４.地域密着型食物販ゾーン「はしもとまるしぇ」 

 エリア最大規模のスーパーマーケット「サンリブ」に隣接した食物販ゾーン｢はしもとまる

しぇ｣は、地域と人のつながりをテーマとした市場です。 

 著名なベジタブルアドバイザー植木宏徳さんによる大川市の八百屋「やおや植木商店」を

はじめ、早良区・原に本店を構える人気パティスリー｢ストロベリーガーデン｣の姉妹店

「ATELIER PENSÉE（アトリエパンセ）」、糸島郡二丈町が本店の昔ながらの手作りにこだわる

パン屋  「麦の木」、福岡の NPO 法人<工房まる>をはじめとするエイブルアート(知的障害

者のアート) 作品を取り扱う｢M&M slow｣、糸島の作家による生活雑貨を紹介する「糸島くら

し×ここのき」、こだわりの手作り皮革製品の店｢DURAM｣など、地元にあってセンスが良く、

安心安全な商品が並ぶ地域密着型の食物販ゾーンを目指します。 

 

５.ファッションから生活雑貨、ホビーまで多彩なニーズに応える専門店 

本施設のメインモールを中心に展開する専門店はファッションから生活に関連する雑貨な

どの様々なアイテムを取り揃えたバラエティ豊かな構成となります。 

1 階はリラックスウエアを提案する｢STUDIO CLIP｣などのカジュアルウエアから、人気のセ

レクトショップ「PAPA'S＆MAMA'S Slow gear」などのトレンドアイテムまで女性ニーズを満

たすレディスファッションと、キッチン雑貨が充実した「jour et jours」、インポート雑貨

の「OCTA HOTEL azur」など生活に彩を添えるライフスタイル雑貨ゾーンとなります。 

2 階は九州初出店となるカジュアルウエアの「G LAND」、ファミリーファッションの「スタ

ーベイションズ」、玩具の「ホビーゾーン」など家族みんなで楽しめるファッションやホビー

関連で構成します。 

 

1 階：「ファッションとライフスタイル」ゾーン 

○暮らしを彩るライフスタイルアイテムと自分を彩るトレンドファッション 

「レプシィム ローリーズファーム」「Green Parks topic」「E.R.G les cepo」 

「Chambre de nimes」「STUDIO CLIP」「jour et jours」「OCTA HOTEL azur」「ANAHITASTONES」 

「コルテラルゴ」 「アクシーズファム」「Bou Jeloud」「PAPA'S＆MAMA'S Slow gear」 

「EAST RIVER」「ラトカーレ」「Platino-rosa」「JOLI COIN」「tan tan」 他 

 

2 階：「ファミリースタイル」ゾーン 

○ヤングからキッズ、ファミリーまで楽しめるファッションとバラエティ雑貨 

ファミリーファッション：「グローバルワーク」「スターベイションズ」「G-LAND」他 

 キッズ：「ピクニックマーケット バイ ミキハウス」「ホビーゾーン」「CAMPUS」他 

ヤングファッション：「CLOSE-UP」「DOSCH」「チュチュアンナ」「Feminine Café」 他 

バラエティ雑貨：「チチカカ」「hau oli」「Hers her」他 

 



６.くらしをサポートする地域のコミュニティセンター 

ガーデンコート 2階を中心としたサービスゾーンには、「美」と「健康」をサポートする

サロンやクリニックの他、地域のコミュニティの和を広げるジャンル豊富な講座で楽しく

学べる「JEUGIA カルチャーセンター」や、保育士等による子育て相談や情報交換ができる

「西区橋本子どもプラザ」などを展開します。 

当施設は単にショッピングを楽しむだけではなく、日々のくらしをサポートする各種サ

ービスを充実させることにより地域のコミュニティセンターとしての機能を併せ持つ複合

商業施設を目指しています。 

７. 施設の特徴 

本施設の建築デザインは、ザ・ジャーディ･パートナーシップ社を起用しております。2層

のインナーモールを主体とした快適な空間に、ガーデンを配したオープンモールを併設し開

放的な心地よい空間を演出します。また、「商業施設として九州最大級の太陽光パネルの設置」

「井水の循環利用」など最大限環境へ配慮した取組みを行って参ります。 

 

 ■名称を表現したリーフ型（木の葉型）の太陽光発電パネル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ガーデンに設けられた広場 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

◎ 木の葉モール橋本オープンフェア 

オープンを記念して下記の期間、セールを行います。 

一例：５０～１０％オフ（ABC-MART）、５０～２０％オフ（EAST＆STORE 他） 

婦人お楽しみ袋 5,250 円（岩田屋サロン） 

■ オープンフェア期間：４月１５日(金)～４月２４日(日) 

 

◎ オープンイベント  

地元橋本の伝統の味、「かしわごはんのおにぎり」いかがですか？ 

オープンを記念して、地元の有志がつくる、鶏の旨みあふれる絶品のかしわごはんの

おにぎりを配布します。（各回２５０個・お１人様１個限り） 

４月１５日（金）・１６日（土）・１７日（日） 

■時間：①１０：００～  ②１４：００～ 

■場所：１Ｆ ガーデンコート 

 

◎ 木の葉モールカード入会キャンペーン 

（５月８日（日）まで木の葉モール橋本１Ｆ特別カウンターで 

 受け付けます。） 

■木の葉モールカードの特徴 

① お買い物のたびにポイントが貯まる 

 （200 円につき１ポイント） 

② 会員だけのサービス＆特典  

  いろいろな割引サービスや｢駐車料金が更に 1 時間無料サービス※｣がうけられます。 

  ※クレジット機能付のみ ＃全てのお客さまに駐車料金を 3時間無料としております 

・ ５月８日（日）まで発行手数料無料。 

・ 毎月３日・２０日は「木の葉サービスデー」･･･対象店舗で各種サービス 

・ 毎月１０日・２５日「ポイント２倍」 

 

◎ 公共交通機関で「木の葉モール橋本」へ行こう 

地下鉄または西鉄バスでお越しの方で、木の葉モール橋本内において１店舗で２千円以上の

お買い上げやご飲食をされた方を対象に、お帰りの際､地下鉄またに西鉄バスにてご利用いた

だける１００円分のチケットをお１人さまにつき１枚プレゼントします。 
 
期間：平成２３年４月１５日（金）～５月８日（日） 計２４日間 
場所：センターコート２Ｆ特設カウンター 
時間：各日１１:００～２１:００ ※２１時以降の引換えはできませんのでご了承ください。

対象：地下鉄または西鉄バスでお越しの方で、木の葉モール橋本内のショップまたは

レストラン１店舗で 2,000 円以上お買上･ご飲食の方 ※当日レシートを提示 
引換：福岡市営地下鉄の 100 円券もしくは、西鉄バスの 100 円チケット(お１人様１枚のみ) 
注意：各チケットは、引換当日にご利用ください。 
 
 

 



■施設概要 

  施設名称：木の葉モール橋本 

  所 在 地：福岡市西区橋本 2 丁目 27 番 2 号 

        (福岡市営地下鉄七隈線「橋本駅」前） 

  総事業費：約 80 億円（一部土地代含む） 

  敷地面積：約 33,000 ㎡ 

  延床面積：約 84,000 ㎡ 

  店舗面積：約 22,000 ㎡ 

  駐車台数：約 1,500 台 

  規模構造：鉄骨造 7階建（店舗 1・2階、一部地下 1階機械室） 

  着   工：平成 22 年 7 月 

  開  業：平成 23 年 4 月 15 日(金)  

  建 築 主：福岡地所株式会社 

  デザイン・プロデュース：ザ・ジャーディ・パートナーシップ社(米国) 

  基本設計：株式会社アール・アイ・エー 

  実施設計・施工：西松建設株式会社 

  総テナント数：129 店舗 内飲食店 16 店舗 

  年間目標: 年間来場者数：約 600 万人、年間売上高：約 130 億円 

  施設運営：福岡地所株式会社 

  ホームページ：http://www.konohamall.com (木の葉モール橋本 公式ホームページ) 

以上  

 

■｢木の葉モール橋本｣周辺マップ 

 

 

 

http://www.konohamall.com/


 

  ■駐車場入口                      ■臨時駐車場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《ご来場の交通手段》 

【一般道路でお越しの場合】 

・天神方面から 

202 号線を西方面へ。「青果市場入口」交差点を左折 

・今宿、糸島方面から 

202 号線を東方面へ。「青果市場入口」交差点を右折 

 

【都市高速道路でお越しの場合】 

・福岡都市高速道路 1 号線「福重」出口下車 

・福岡都市高速道路 5 号線「野芥」出口下車 

 

【地下鉄でお越しの場合】 

・市営地下鉄七隈線｢橋本駅｣下車 

 

【バスでお越しの場合】 

●橋本バス停下車 

姪浜・室見・藤崎・福岡タワー方面から （１番）   

室見団地・藤崎・西新・唐人町・大濠公園方面から (2 番)  

小田部・原・荒江・別府・六本松・警固方面 から（202、203、204 番）  

小田部・原・荒江・別府・六本松・薬院方面から (214 番)  

室見団地・都市高速経由 天神方面から (503 番)  

新室見･都市高速経由 天神方面から (504 番)  

 

●木の葉モール橋本北口バス停 

野方・生松台・藤ヶ丘・金武方面 から（1 番など）  

 

●木の葉モール橋本前バス停 

有田・原･六本松･国体道路方面 から（208 番）  

四箇田団地･金武方面 から（501 番）  

野方・生松台･ウエストヒルズ方面から（1-2 番）  

 

本件に関するお問い合わせ先 

福岡地所株式会社 木の葉モール橋本開業準備室:小森℡092-407-2810 d.komori@fj-net.co.jp 







｢木の葉モール橋本｣店舗一覧
★物販(1F)

店名 業種 店舗紹介 備考

サンリブ 食品・雑貨 旬の生鮮食品や生活雑貨など「くらしらく」をテーマにしたスーパーマーケット

明月堂 和菓子 傑作まんじゅう「博多通りもん」をはじめ博多西洋菓子シリーズを販売

FUJIYA 洋菓子・ソフトクリーム ギフトにもぴったりのバラエティー豊かな洋菓子を揃える

唐十 惣菜 ファッショナブルで未来的なショップに美味しいジューシー唐揚げが並ぶ専門店

かば田　橋本の店 辛子めんたい 仕入れ、製造、販売まですべて自社で行い、めんたい、全国の海産物を販売

ハースブラウン ベーカリー 自慢の焼きたてパン＆フレッシュサンドウィッチのお店

ドラッグセガミ ドラッグストア おもてなしＮｏ．１を合言葉にヘルスケア＆ビューティーケアをサポートするドラッグストア

Chambre de nimes レディス フレンチテイストをベースに、ベーシックでエスプリのきいたレディースアイテムが揃う

STUDIO CLIP レディス・雑貨 暮らしの満足感を実感できるリラックスウェア（生活着）を提案するショップ

tan tan レディス さまざまなシーンに合わせたファッションを提案するショップ

E.R.G les cepo レディス Work・Military・Authenticプラス“今”をメインコンセプトにカジュアルな服が揃う

SAC'S　BAR バッグ・雑貨 「長く愛用できるバッグ」をテーマに国内外の幅広いバッグの専門店

アクシーズファム レディス・雑貨 ラグジュアリーなディティールをプラスしたフェミニンカジュアルを提案するショップ

GreenParks topic レディス トレンド性の高いレディースカジュアルブランドのセレクトショップ

レプシィム ローリーズファーム レディス シンプルかつほどよいトレンドアイテムで気取らないカジュアルスタイルを提案するショップ

PAPA'S&MAMA'S　Slow gear レディス デイリー使いのキレイめカジュアルを提案。雑貨や子供服も取り扱うお店の新業態 新業態

グラン マレ 生活雑貨 ナチュラルで肩の凝らない生活雑貨や服飾雑貨を集めたお店

オルベネ レディス 東欧の華やかさをイメージしたおしゃれな空間のセレクトショップ

anyFAM by KUMIKYOKUFAM レディス・キッズ・雑貨 ママとキッズのライフシーンに合わせたスタイリングをご提案

Millflora 宝飾 アクセサリーからブライダルジュエリーまで、幅広い品揃えが魅力のジュエリーショップ

岩田屋サロン 百貨店 婦人ファッションから食料品、ギフト好適品まで百貨店ならではの商品が揃う

クラフトハートトーカイ 手芸用品 手作り情報と素材がいっぱいのクラフトショップ

vivan アクセサリー・雑貨 ヤングキャリアを対象としたアクセサリーや時計などをラインナップ

EAST　RIVER レディス トレンドをしっかり押さえつつ、定番で長く着れるアイテムを幅広く展開

サイクルショップ　クロスカントリー 自転車 自転車を愛するお客様とともに環境にやさしい自転車生活を提案するサイクルショップ

OCTA　HOTEL　AZUR 輸入雑貨 流行に左右されない自分らしさとライフスタイルを楽しめる商品を揃えたショップ

Bou　Jeloud レディス ワンピース、チュニックを中心に国内外よりセレクトされたアイテムが揃う

ラトカーレ レディス いつまでも可愛さを忘れない大人の女性たちのカジュアルブランド

ハグハグ レディス 毎日が楽しくなる遊び心いっぱいの服が並ぶショップ

アンジェリコ　ルーチェ レディス 遊び心いっぱいの女性のわがままなリアルクローゼットをご提案

Platino-rosa レディス トレンドと私らしさの両方を望む女性へ向けたラインナップ

JOLI COIN レディスシューズ デザインから履き心地までこだわったレディースシューズショップ

ANAHITASTONES 天然石アクセサリー お好みの色や石、ご予算に応じてブレスレットやストラップを提案するショップ

ハウス　オブ　ローゼ コスメ 自然由来の成分を配合し、無香料・無着色のお肌に優しいアイテムが揃う

コルテラルゴ レディス 美しく高感度な大人の女性のためのファッションとライフグッズのストア 九州初

PARIS　MIKI メガネ メガネの三城が提案する新スタイルのアイウェアショップ

jour et jours 生活雑貨 日々の生活を心地よく、楽しくしてくれるキッチン雑貨や服飾品などが揃う

雑貨館INCUBE 雑貨 天神の「雑貨館インキューブ」をギュッと凝縮した人気雑貨店

無印良品 衣服・雑貨/生活雑貨/食品 着心地の良いウェアや家具や食品まで、暮らしまわりのすべてが揃う

カルディコーヒーファーム コーヒー豆・輸入食品 オリジナルコーヒー豆、世界各国の食材やお菓子、ワイン、チーズなどの食材が並ぶ人気店

店舗一覧
★物販（２F)

店名 業種 店舗紹介 備考

MALE&Co. メンズ お客様に合ったファッションをトータルにご提案

SILVER　BOX アクセサリー 人気のシルバーや天然石を使用したアクセ・レザー小物などが揃う

JINS メガネ・サングラス 薄型非球面レンズ代込4,990円から！話題のメガネ専門店

ALTHORP バッグ ナチュラルなメンズ＆レディースバッグのショップ

Feminine Café レディスシューズ スイート＆キュートな靴がたくさん揃った靴専門店

DOSCH レディス 個性的と言われるのが好きな女の子のためのヤングカジュアルショップ

THE　SHOP　TK　MIXPICE メンズ・レディス・キッズ メンズ、レディース、キッズのトレンド感あるカジュアルウエアが揃う

グローバルワーク メンズ・レディス・キッズ がんばり過ぎない自分らしいカジュアルウェアを提案する人気ショップ

スターベイションズ ファミリーカジュアル お手ごろ価格で家族みんなが楽しめるファミリーカジュアルが揃うショップ

ピクニックマーケット　バイ　ミキハウス ベビー・キッズ・トドラー 子どもたちのお気に入りがつまったミキハウスのセレクトショップ

コスモス キッズ ベビーから子供まで幅広いサイズの品揃えが魅力の専門店

ホビーゾーン 玩具 ガンプラ、ジグソーパズル、トレーディングカードを中心とした大人の夢空間

CAMPUS ファンシー・バラエティ雑貨 女の子に人気のかわいいキャラクター雑貨などを扱うバラエティー雑貨の店

時計専門店タイムタイム 時計販売・修理 流行を押さえたファッションウォッチから最新型の電波時計までが揃う店

ユニクロ メンズ・レディス・キッズ ファッション性のある高品質なベーシックカジュアルをリーズナブルな価格で提供

ライトオン メンズ・レディス・キッズ ジーンズやトップスをライフスタイルに合わせてご提案

ABC-MART シューズ 人気ブランド・定番スニーカー、ビジネス、レディース、キッズのシューズが揃う

福家書店・だびんち★きっず 書店 豊富な品揃えと児童書・知育グッズを扱う「だびんち★キッズ」が九州初登場 九州初

BRIC　HOUSE　シャツ工房 メンズ・レディス 60年以上のノウハウを生かし、さまざまなシャツをラインナップ

チチカカ エスニック雑貨 世界各国のエスニックファッション・カラフル雑貨・アクセサリーを揃える

チュチュアンナ レディス ファッション性の高いソックス、インナーウェアをシーズンごとにご提案

BRONX 帽子・BAG・雑貨 帽子と鞄、雑貨が並ぶ、ファッションのセレクトショップ

G-LAND メンズ・キッズ・アクセサリー 九州初上陸のサーフブランドガッチャのオフィシャルショップ

hau oli ハワイアン雑貨 ハワイ直輸入のハワイアン雑貨、フラアイテム、アクセサリーなどが揃う

Hers her ファンシー雑貨 最新トレンドと楽しい雑貨でいっぱいの雑貨専門店

Seria 100円ショップ 毎日の暮らしにちいさな感動を届ける、かわいい雑貨がどれも１０５円

CLOSE-UP レディス ヤングカジュアル商品を中心にトレンドをいち早くリーズナブルに提供する

EAST&STORE レディス オリジナルアイテムをはじめ、国内外のブランドをセレクトしたショップ

スーパースポーツゼビオ
/ヴィクトリアゴルフ/ゴルフパートナー

総合スポーツ専門店 スポーツウェア・シューズ、ゴルフ用品、競技用品やアウトドア用品まで



｢木の葉モール橋本｣店舗一覧
★サービス（１F)

店名 業種 店舗紹介 備考

保険見直し本舗 保険総合代理店 EP.MDRTの資格を持つスタッフが、保険会社５３社の中から賢い保険をご提案

ラッキー　ボックス 宝くじ いつも元気で明るい接客でお客様に喜ばれる宝くじ売り場を目指します

F・アヴェダ 美容室 福岡の郊外では初のAVEDAとヘアサロンのコラボレーション

パンジークリーニング クリーニング デラックス（不織布）包装で、カビ防止、そのまま保管OKのクリーニング店

55STATION DPE ｢ネットプリント」もHPより２４時間受付中

Repair Factory Refaire 靴・バッグ修理、合鍵 靴・バッグ修理と合鍵作成の専門店

西日本シティ銀行 ATM

福岡銀行 ATM

ゆうちょ銀行 ATM

★サービス（２F)
店名 業種 店舗紹介 備考

ママのリフォーム リフォーム 熟練の技術とセンスを持つ縫製スタッフがご要望に応じてリフォーム

クリスタルネイル ネイルサロン 低価格でありながら高い技術でこだわりのネイルを提案

たの眼科 眼科 眼について疑問や不安をお持ちの方はお気軽にご相談ください

ＪＥＵＧＩＡカルチャーセンター カルチャー教室 アート＆クラフト・生活文化・趣味教養・ダンスなど、ジャンル豊富な講座が盛りだくさん

美容室ママファミリー 美容室 小さいお子様から大人までファミリーのためのリーズナブルで安心の技術を提供

スタジオリンク 写真スタジオ お客様の大切な思い出を形にする写真スタジオ

ラフィネ リラクゼーションサロン 癒しのリラクゼーション、上質なボディケア、リフレクソロジーなど幅広いサービスを提供

カレン エステティックサロン 痛くない安心脱毛、美顔フェイシャル、最高品質のボディケアまでできるサロン

ソフトバンク木の葉モール橋本 携帯ショップ お客様のライフプランに合わせた通信環境を提案

auショップ木の葉モール橋本 携帯ショップ 親切・丁寧な接客でお客様のニーズに合わせた携帯電話がみつかる店

JTB 旅行代理店 国内・海外旅行を豊富に取り揃えた旅行代理店

アイシティ コンタクトレンズ 専門知識を持ったスタッフがお客様に合わせた商品を提案する

西区橋本子どもプラザ 行政サービス 子育てに関する相談や情報交換ができる遊び場

店舗一覧
★飲食(1F)

店名 業種 店舗紹介 備考

ワールドグルメバイキング　アレッタ レストラン 世界を旅するようなホテルクオリティのバイキングレストラン

博多旨鮨小野 回転寿司 福岡近郊で水揚げされた新鮮な魚を回転寿司で楽しめる人気店の新業態 新業態

橋本わっぱ定食堂 和定食 ヘルシーからガッツリメニューまで組合せ１００種類以上の人気定食屋

Sweet Basil イタリアン すべてが手作りの自信作。リーズナブルで本格的なイタリアンが楽しめる

pia Sapido ベーカリーレストラン 本格的なお料理と焼きたて、食べ放題のパンを九州初のおしゃれな店内で 九州初

★フードコート　TANTO TABENNE

店名 業種 店舗紹介 備考

サブウェイ サンドイッチ こだわりのおいしいサンドウィッチの専門店

café Tapino スイーツ モチモチ食感の焼きたてクレープやタピオカドリンクが自慢の九州初スイーツ専門店 九州初

お好み焼和人 お好み焼き 糸島産キャベツと糸島玄海ポークを使った味わい深いお好み焼きが楽しめる

博多だるま　ラーメンファクトリー ラーメン 博多だるまの意思を受け継ぎながらご家族で楽しむラーメンを創作

小さいたまご オムライス ふわっふわの卵と自家製ソースがおいしさの秘密のお店の新業態 新業態

中国大明火鍋城　木の葉キッチン 四川料理 コックもレシピもすべて四川発。本場の味が楽しめる専門店

ハンバーグ専門店　トンプソン ハンバーグ・ハンバーガー お肉の旨みがギュッと詰まったハンバーグをお好みのソースで頂く新業態のお店 新業態

博多手打ちうどん　ぶっかけ屋 うどん ぶっかけうどん発祥の地倉敷の味を九州博多の味覚に合わせた新業態のうどん専門店 新業態

ミスタードーナツ ドーナツ オリジナルレシピでおいしくて安全な最高のドーナッツを

ケンタッキーフライドチキン フライドチキン きちんと鮮度管理されたチキンを使い、心をこめて丁寧に揚げた人気店

★飲食（２F)

店名 業種 店舗紹介

スターバックスコーヒー スペシャルティ コーヒーストア エスプレッソドリンクやペストリー、サンドウィッチでくつろぎタイムを

★はしもとまるしぇ

店名 業種 店舗紹介

ICHIRINN フラワーショップ 一輪、一輪、表情が違うから、一輪一輪にこだわり届けるフラワーショップ

やおや植木商店 青果 ベジタブルアドバイザー植木宏徳氏が提案する食べ時の旨い野菜を提供 新業態

パオクレープミルク スイーツ 長崎の小さな喫茶店からうまれた、１００円スイーツショップ

麦の木 ベーカリーカフェ 昔ながらのふわっとしたパンは冷めてもおいしい。自家焙煎のコーヒーとともに

博多屋ワッフルズ ワッフル 卵焼き職人が作ったベルギーワッフル

ひよ子本舗吉野堂 菓子 名菓ひよこをはじめ、四季に合わせたお菓子を取り揃える

ATELIER　PENSEE（アトリエパンセ） 洋菓子 福岡で人気の洋菓子店ストロベリーガーデンの新業態 新業態

伊都物語 乳製品 自然豊かな糸島のまじめな酪農家がつくった安心安全な乳製品を新業態のお店で 新業態

日の出屋 豆腐 厳選された良質の大豆から作られた豆腐や湯葉、かりんとうなどが人気

たこ焼道楽　わなか たこ焼き 外はカリッ、中はトロッの行列の絶えない福岡初たこやき人気店 福岡初

ミスタードーナツ ドーナツ みんなが大好き。定番ドーナッツ専門店

薄皮たい焼　銀のあん たい焼き 北海道産あずきを使用したたっぷりの餡を包むパリッとした皮のたい焼きを

お茶の山口園 日本茶 厳選した茶葉を超低温の蔵で真空保存するお茶の専門店

サーティワンアイスクリーム アイスクリーム 1000種類以上の中から、季節に合わせて常に３１種類を店頭に並べています

ゆずり葉 食品 国産の雑穀米をはじめとした、全国のこだわり食材を集める専門店

糸島くらし×ここのき クラフト・食・情報 糸島の作家による作品を通して、人のつながりや心豊かな暮らしを提案する

M&Mslow レディス・キッズ・雑貨 日本各地の障害者施設で作られたスローで高いデザイン性を持つ品を新業態の店舗で 新業態

M&M レディス・キッズ 平尾に本店を持つセレクトショップ。ナチュラルなアイテムが人気

DURAM　SHOP 雑貨 使うほどに風合いを増す、こだわりのレザーアイテムを取り揃えるお店の新業態 新業態
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