天神のクリスマスへ行こう2015
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2015年12月1日

12月4日（金）、本場ヨーロッパの雰囲気が天神にも広がる！

天神クリスマスマーケット、いよいよオープン！
今年の「天神のクリスマスへ行こう2015」のメインコンテンツの1つである
「TENJIN Christmas Market」が12月4日（金）、満を持してオープンします！
遠目に見ても存在感に溢れる入口アーチをくぐると、
ヨーロッパのクリスマスマーケットがそのまま再現された空間が広がります。
ホットワインをはじめとするマーケットならではのグルメメニューや、
ヨーロッパから直輸入のクリスマス雑貨など、本場の雰囲気を存分にお楽しみいただけます！

〔イメージ〕

【 タイトル

】

TENJIN Christmas Market

【

間

】

12月4日（金）～25日（金）

【 営業時間

】

平日

【

場

所

】

福岡市役所西側ふれあい広場

【

主

催

】

We Love 天神協議会

【

共

催

】

TENJIN Christmas Market 実行委員会

【

内

容

】

①物販・食物販

期

17：00～22：00

土日祝

12:00～22:00

ヨーロッパから買い付けてきたクリスマス雑貨。
シュトレイン・ムッツェンなどの伝統的なクリスマス菓子。
ホットワインやソーセージなど。
②ステージイベント
音楽ライブやパフォーマンスなど
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クリスマス雑貨やグルメが勢ぞろい！

天神クリスマスマーケット出店者①
Ｚ
会場での
お買い物に

使えます！
※一部ご利用いただけない
店舗があります。

期間中、nimoca
電子マネーでお支払
いをされた方
先着3000名様に
nimoca特製
ミニカイロをプレゼ
ント致します。

MAP番号

取り扱い内容

名前

世界最大ビール祭りの開催地ドイツで人気No.1を誇
1

Café Krone
（カフェクローネ）

る「ホフブロイ」を⼊荷。その他ビールの⼥王
「ヴァルシュタイナー」などバラエティに富んだラ
インナップ。瓶ビールも欧州各国のものから珍しい
貴重なものも多数取り揃えています。

特別なハンバーガーをご用意しました。厳選された
2

Brooklyn Parlor HAKATA
（ブルックリンパーラーハカタ）

食材を使用し、牛肉のうま味が存分に味わえる特製
パティは食べ応え十分。アメリカンテイストながら
もバランスのとれた味わいをお楽しみください。

クリスマスといえば子どもから大人まで誰もが食べ
3

Repas de Noel
（ルパ・ドゥ・ノエル）

たくなるローストチキン。独自にブレンドしたタレ
にじっくりと漬け込み、うま味をギュッと閉じ込め
て焼き上げました。ひと口食べれば溢れ出す肉汁で
幸せな気分に。
イタリア・フィレンツェで親しまれているモツ煮込

4

THE LUIGANS SPA&RESORT
（ザルイガンズスパアンドリゾート）

み料理ランプレドットは、むなかた牛とギアラをト
マトと一緒にじっくり煮込んだ自信作。ポトフは、
国産の野菜とソーセージ、牛肉をじっくり煮込んだ
心も体も温まる一皿。
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クリスマス雑貨やグルメが勢ぞろい！

天神クリスマスマーケット出店者②
Ｚ
MAP番号

取り扱い内容

名前

柔らかい和牛ステーキを軽くあぶり、温かいおだし
5

WITH THE STYLE
（ウィズザスタイル）

をかけていただく「ステーキ茶漬け」はクリスマス
マーケットでしか食べられない限定メニューです。
その他にも、体が温まるメニューが揃っています。

ドイツのクリスマスマーケットではホットワインと
6

Wurst
（ブルスト）

並び定番のソーセージ。パンからはみ出す巨大ソー
セージは必食です。ドイツ人のスタッフも本場の雰
囲気を演出します。
熱々のホットチョコレートに生チョコを溶かしなが

7

Hot Chocolate
（ホットチョコレート）

ら飲む。チョコレート好きにはこの上なく贅沢な飲
み物です。ホットワインと同じく、オリジナルマグ
カップに注いで提供します。ワインが飲めない方は
ぜひこちらへ。（マグカップは数量限定）
ドイツ伝統のクレイ（粘土）細工のキャンドルホル
ダー。中にキャンドルを⼊れて火をともすと絵が浮

8

キャンドルハウス

かび上がり、幻想的な雰囲気になります。存在感の
あるこのキャンドルホルダーはプレゼントにも最適
です。
クリスマスマーケットではオリジナルマグカップと
ともにシナモンなどの⾹⾟料が⼊った特製のグ
リューワインを飲むのが定番。子ども向けのぶどう

9

グリューワインハイム

ジュースや、シュトーレンなどのお菓子もご用意し
ています。
※マグカップ付きグリューワインを販売（マグカッ
プは数量限定）
ヴァイナハツマン（サンタクロース）セレクトによ
るクリスマス雑貨専門店です。クリスマス雑貨発祥

10

Mr.ヴァイナハツマン

の地ドイツ・ザイフェン地方の工芸品を中心とした
手作りのクリスマスオーナメントを多数揃えていま
す。
南ドイツやオーストリアの伝統工芸品。特徴は木の

11

ザルツブルクのスパイスリース

実とスパイスのクラフトで、「ザルツブルガーアー
ト」と呼ばれて親しまれてきました。クリスマスア
イテムとしても上質な商品。
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クリスマス雑貨やグルメが勢ぞろい！

天神クリスマスマーケット出店者③
Ｚ
MAP番号

取り扱い内容

名前

1990年創業で、最も古く親子3代でウィーンでス
12

Art of Snow

ノードームを作り続けているPERZY社製の製品。一
つ一つにオリジナルの表情があり、配色もレイアウ
トも微妙に違う個性を持っています。

ドイツのクリスマスマーケット定番人気スウィーツ
13

SWEETS SWEETS

「ムーツェン」（もっちりとした食感の揚げドーナ
ツ）を中心にさまざまなヨーロッパのスウィーツが
勢ぞろい。

ヨーロッパでは結婚した夫婦に建てた家のセラミッ
14

Unicasts
（ウニカラス）

クハウスを贈る風習があると言われています。中に
キャンドルを灯すと、オレンジの暖かな光でなんと
も幻想的な雰囲気に。

福岡在住のアーティストによるアートグッズのお
15

ART venus
（アートヴェーヌス）

店。きらびやかな手作りオーナメントや温かい手編
みのマフラーなど、あなただけの”世界に一つ”を心
を込めてお届けします。

城南区⻑尾にあるベーカリーレストラン。専用の⼩
16

手作りパン工房フレ

⻨粉とイタリア産酵⺟（パネトーネ種）、イタリア
産天日塩を使ったこだわり生地のピザをはじめ、こ
だわりのパン屋さんならではのおいしさです。

●デンメアティーハウス
ウィーンで創設されたお茶のブランド。上質なお茶
をお楽しみいただけます。
17

デンメア＆ベリーデコ

●ベリーデコ
一つ一つ手作りで完成させるアイシングクッキー。
ツリーのオーナメントとしてもご利用いただけま
す。
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初日だけの特典がもらえる！

オープニングセレモニー決定
Ｚ
TENJIN Christmas Marketのオープニングを記念して、オープニングセレモニーを開催します。
福岡出身の人気アーティストで、今回のクリスマスマーケットのタイアップソングを歌っている
fumikaによる音楽ライブのほか、ご来場のお客さまに先着でプレゼントもご用意いたします。

【

企

画

】 「TENJIN Christmas Market」オープニングセレモニー

【

日

時

】

2015年12月4日（金）

【

場

所

】

福岡市役所西側ふれあい広場

【

内

容

】

16:45 開場

16：50～

16:50 運営代表あいさつ～高島市長ごあいさつ
17:00 fumika LIVE
【

特

典

】

ご来場のお客さま先着300名様に、TENJIN Christmas Marketのオリジ
ナルマグカップを差し上げます。

TENJIN Christmas Market
オリジナルマグカップ

fumika プロフィール
福岡市早良区出身。幼少期に、洋楽好きな両親のもとで育ち、劇団四季「ライオンキ
ング」で子役として活躍、数々のミュージカルの舞台で主役を担う。1万人の応募が
あったレコチョクオーディションでグランプリを獲得し、アーティストとして活動を
スタート。その力強い歌声で映像クリエイターや制作プロデューサーから熱烈な指名
を受け、数々のドラマ主題歌、CMソングなどをリリース。
10枚目のシングルJ「Story」は、天神と博多で開催する「FUKUOKA Christmas
Market 2015」のタイアップ曲として好評発売中。
2016年3月には福岡国際会議場メインホールでの凱旋コンサートが決定している。
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天神会場⇔博多会場をバスでまわろう！

西鉄バスチケットプレゼント
天神、博多の2エリアでのクリスマスマーケット開催に合わせて、
マグカップ付きのホットワインをご購入いただいたお客さまに、
先着で西鉄バスでご利用いただけるバスチケットをプレゼントいたします。

【 対象期間 】 クリスマスマーケット期間中の土・日・祝日
【 内

容 】 対象期間に、マグカップつきワインの購入時に、西鉄バスでご利用いた
だける100円分の乗車券をプレゼントいたします。
※ 2杯目以降の購入は対象となりません。
※マグカップ付きのぶどうジュース、ホットチョコレートも対象となります。

【

提供数 】 1日1,000名様（2会場合計）

【マグカップデザイン】

同時開催

グリューワインスタンプラリー
天神・博多のいずれかの会場でご購入いただいたマグカップを提携店に持参すると、その
お店特製のホットワインをお楽しみいただけ、スタンプを1つもらえます。スタンプを5つ
集めると、天神・博多のクリスマスマーケット会場のホットワインが1杯無料になります。
【提携店（天神地区）】
シアトルズベストコーヒー天神ビブレ店／et Luxe／BAR T2／Vino House／SUZU CAFÉ daimyo／
PACKERS pizzamania／ぶどう酒場レガレガ／ホテルニューオータニ博多バー「カステリアンルー
ム」／THE VILLAS RESTAURANT&BAR in the Park／Bar Vita 天神店／World Beer HANEUMA／
ラ ジャヴァネーズ／THE GARDEN／天神ホルモン今泉店／洋食屋Eccoci／薬院キッチンHIGE6LIN
／B&V Grills／大衆フレンチgaza／バルマルエスパーニャ天神西通り店／table／café&bar M’s272／
Epanoui（エパヌイ）／café Xando大名店／楽天庵／BAR ROSA ROSA／COMATSU 大名店／
COMATSU 今泉店／COMATSU Premier／IMURI／La casa di Nao／ケバブバーアンプル／かがみ／
BAR TORO
※その他の地区の対象店舗は「FUKUOKA Christmas World」ホームページにてご確認ください。
http://www.christmasworld.jp/

≪本件のお問い合わせ先≫
We Love 天神協議会
電話：092-734-8750

FAX：092-718-7331

事務局
E-mail ： tenjin@nnr.co.jp
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