天神のクリスマスへ行こう2017
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2017年11月28日

天神・ふれあい広場が、本場ヨーロッパのクリスマスマーケットに様変わり！

「TENJIN Christmas Market」11月30日オープン！
「天神のクリスマスへ行こう2017」のメインコンテンツの１つである
「TENJIN Christmas Market」が11月30日（木）にオープンします！
暖かい風合いの木製の小屋「ヒュッテ」が立ち並ぶ会場を昨年の1.5倍に増やした10万球の電球が優しく照らし、
場内の雰囲気を高めるサンタクロースの人形も50体から100体に倍増させ、
さらには高さ2.3mの巨大サンタ人形が登場するなど、今年3回目を迎える天神のクリスマスマーケットならではの
アットホームで暖かな空間を演出します。
また、今年は会場内のステージやヒュッテのレイアウトを回遊性を高める配置とし、
これまで以上に快適にお店を見ていただけるようにします。
ホットワインをはじめとするグルメメニューや、ヨーロッパから直輸入のクリスマス雑貨など、
国内屈指の本場のクリスマスマーケットの雰囲気を存分にお楽しみください！

写真は２０１6年のイベントの様子

【 タイトル 】

TENJIN Christmas Market （天神クリスマスマーケット）

【 期 間 】

11月30日（木）～12月25日（月） 26日間

【 営業時間 】

平日 16：00～22：00

土日祝 12:00～22:00

※11月30日（木）のみ17:00オープン
【 場 所 】

福岡市役所西側ふれあい広場（福岡市中央区天神1-8-1）

【 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
・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・ムー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

＝飲食店舗
＝物販店舗
会場図
MAP番号

取り扱い内容

名前

欧州各国から取り寄せた珍しい瓶ビールをはじめ、ビールの⼥
1

Café Krone
（カフェクローネ）

王「ヴァルシュタイナー」、ビールの王様「ケィニッヒ」など
10種類の生ビールを取りそろえ、欧州産のワインもご用意して
います。焼き⽴てバゲット付きスープや、マシュマロ⼊りホッ
トチョコドリンクなどのソフトドリンクも充実しています。
クリスマスの定番ローストチキン。その場で焼くチキンは、独

2

Grill House
（グリルハウス）

自のたれに漬け込み旨味をぎゅっと閉じ込めて焼き上げます。
皮はプリッと中はふっくら！肉汁があふれだします！他にも、
肉厚でジューシーなスペアリブや、牛ロースステーキなどビー
ルやワインに合う料理をご用意してお待ちしています。
熱々でとろーりとろけるチーズをたっぷりとかけたブリトー。

3

Repas de Noel
（ルパ デ ノエル）

中の具材をソーセージ・ハム・ベーコンからお選びいただき、
たっぷりのソースとチーズをかけてご提供します。ラクレット
オーブンで焼き上げるチーズは、チーズ好きにはたまらない贅
沢な逸品。ぜひご堪能ください！
肉汁たっぷりのパティに熱々のホワイトソースをかけ、マッ

4

Sweden Burger & Potato Spiral
（スウェーデンバーガー＆ポテトスパイラル）

シュポテトと一緒にサンドした、スウェーデンスタイルのハン
バーガーが登場！エストニアのスパイラルポテトは、お祭り気
分も盛り上がるユニークな形と、カリカリ食感がたまらない！
ポテト片手に、スウェーデンバーガーにかぶりつこう！
クリスマス定番のスモークターキーのローストを楽しめる七面

5

X'mas turkey turkey
（クリスマスターキーターキー）

⿃専門店。柔らかなもも⾝、程よい⻭ごたえの肉質と旨味、そ
して何といっても肉汁たっぷりのビッグサイズの骨付きもも肉
が特徴です。他にもバラエティに富んだ七面⿃料理を多数出来
たてでご提供します！
海外のお肉を、B.B.Q.スタイルで！オージービーフ、スペイン

6

B.B.Q.Market
（ビービーキューマーケット）

ラム、イベリコ豚など⽇本の精肉店で普段⾒かけないお肉を選
び、ドイツの豪快な焼き台で炭火焼き。マッシュポテトととも
にご提供します！ドリンクも、海外ビール、ボルドーワインな
どをご用意。欧州のマルシェのような空間で楽しんで！
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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

MAP番号

名前

Ｚ

取り扱い内容
Leckerはドイツ語でおいしいという意味。中洲にある「博多水

7,8

Lecker Pizza
（レッカーピザ）

炊き大和」が期間限定でピザとクリスピーチキンをご提供！こ
だわりの食材を使い400度で焼き上げたピザはやみつきの味わ
い。厳選された鶏ささ⾝をカリッと揚げたクリスピーチキン
は、数種類のパウダーがかかっておりハマること間違いなし！
開けても開けてもどんどん小さい人形が出てくるマトリョーシ

9

GIFTS FROM AFAR
（ギフトフロムアフェア）

カを、今年も本場ウクライナよりお届けします。⽊から削り出
し、一つ一つ丁寧に絵付けをしているマトリョーシカは、表情
もさまざまで手作りならではの味わいです。ぜひ手に取ってご
覧いただき、お気に⼊りの一体を⾒つけてください。
フィンランド産のトナカイの毛皮とドイツ産の羊の毛皮のラグ

10

POKKA & WOLLY
(ポッカアンドウォーリィ）

をリーズナブルな価格で数量限定販売しています。毛皮が豪快
に積まれたその雰囲気は、まるで欧州のマーケットそのもの。
※食用品として飼育された羊・トナカイの副産物である毛皮
を、正規ルートにて加工し取り寄せたものです。
ハーバリウムやハンドメイド雑貨、革小物やアクセサリーな

11

BAMBIKAI〜BAMBINO＆恋〜
（バンビカイ）

ど、すべての人に笑顔を届ける、オリジナルのハンドメイドプ
レゼントをご用意しています。大切なご家族・恋人・お友達な
どに、思いを込めてクリスマスプレゼントはいかがですか？わ
たしたちが最高のお手伝いをいたします！
クリスマスケーキとの相性を考え厳選、ブレンドしたドリップ

12

ROUND COUNTER
（ラウンドカウンター）

バッグや、風味豊かなエチオピア産、しっかりとした甘さのブ
ラジル産などのコーヒー豆を販売。またオリジナルカップや親
子で着られるエプロンなど雑貨も数多く取り揃えています。
ホッとするコーヒーと素敵なキッチンウェアはいかがですか？
クリスマスマーケットでは、オリジナルのマグカップで、シナ
モンや⾹⾟料が⼊った特製のグリューワインを飲むのが定番。

13

グリューワインハイム

子どもも楽しめるぶどうジュースもご用意しました！その他、
セ・トレボンやホテルニューオータニ博多のシュトレンなどの
お菓子もご用意。ホットワインと合わせてお楽しみください。
ドイツ語でソーセージのことをブルスト（wurst）と言いま

14

Wurst Stand
（ブルストスタンド）

す。毎年大人気のトルネードブルスト（ぐるぐるソーセージ）
をはじめ、ベルリン名物のカリーブルスト、ジューシーでやみ
つきになるチーズブルストも登場。本場ドイツのクリスマス
マーケットの定番を、ぜひお楽しみください。
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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

MAP番号

Ｚ

取り扱い内容

名前

衣をつけて揚げた一口サイズのエビ。外はサクサク、中はプリ
15

SEAFOOD HOUSE
（シーフードハウス）

プリ！スナック感覚で無限に食べられるポップコーンシュリン
プ。チリマヨ、BBQ、たこ焼きソースマヨ、バジルマヨの4種
のソースをご用意。カレイフライと野菜をサンドして味わう
フィッシュ・ブレッチェンもオススメです。
本場ドイツのクリスマスマーケットの定番スイーツ「ムーツェ

16

SWEETS SWEETS
（スウィーツスウィーツ）

ン」は、もちもち食感が子どもにも大人にも人気の揚げドーナ
ツ！その他にもさまざまな欧州の定番スイーツが勢ぞろい！職
人が手作りした温かみのあるスイーツは、お土産にもおすすめ
です。欧州の甘〜い世界をお楽しみください！

ドイツ伝統のクレイ（粘土）細工が美しいキャンドルホル
17

キャンドルハウス

ダー。中にキャンドルを⼊れて火をともすと絵が浮かび上が
り、幻想的な雰囲気を醸し出します。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。

南ドイツやオーストリアの伝統工芸品。「ザルツブルガーアー
18

ザルツブルクのスパイスリース

ト」と呼ばれて親しまれており、⽊の実などの天然素材を用い
て作られています。クローブやシナモンがあしらわれているの
で、独特のスパイスの⾹りも楽しめます。

ちょっと誰かに贈りたくなるような、そんなかわいらしいドイ
19

Wurm Family
（ワームファミリィ）

ツ雑貨が揃うショップ。ドイツ直輸⼊のカラフルなクリスマス
オーナメントや、デスクに飾ると思わずほっこりするような置
物など大人もワクワクするような品がいっぱいです！

九州の人気アーティストによるクリスマス限定ショップ
20

Artist Hutte
By Edomacho TENJIN
（アーティストヒュッテバイエドマッチョテンジン）

「Artist Hutte By Edomacho」が登場！一つ一つ手作りで温
かみのある作品が、大事な人に感謝や愛を伝える特別なギフト
として、また自分自⾝へのご褒美として、みなさまのクリスマ
スを盛り上げます！

メゾンカイザー特製パンの器の中に、あっつあつのシチューを
21

The Bread Bowl
（ザブレッドボウル）

⼊れ、上からはとろーり溶けるチーズをのせてオーブンで焼き
上げました。パンのふたはガーリックトースト！体の芯から温
まるメニューはSNS映えも間違いなし！
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みんなでイルミネーションのカウントダウンをしよう！

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、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による音楽ライブを開催します。

【

企 画 】

「TENJIN Christmas Market」オープニングセレモニー

【

期 間 】

2017年11月30日（木）

【

場 所 】

福岡市役所西側ふれあい広場

【

構 成 】

16:45 開場

16：50～17:10

16:50 運営代表あいさつ
16:59 カウントダウン
17:00 イルミネーション点灯
17:00 fumika トーク＆ライブ

fumika プロフィール
福岡県早良区出身。幼少期に劇団四季「ライオンキング」や数々のミュージカルの舞台
で主役として活躍したのち一万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。拠点を東京に移しアーティストとしての活動を本格的にスタートさせる。2011年ソ
ニー・ミュージックよりデビューし「たいせつな光」が映画「HAYABUSA-はやぶさ-」（竹内
結子・西田敏行）の主題歌に抜擢され、2014年、鉄拳のパラパラ漫画「振り子」とコラボ
レーションした「Endless Road」が話題となる。2016年にソフトバンクホークスの中村晃選
手の入場曲として「ドアの向こうへ」が使用され、今年もfumikaの「FIGHTER」が入場曲に
なった。2016年３月の福岡国際会議場メインホールでの凱旋コンサートはソールドアウト。
2016年７月にはレイザーラモンRGがラップで参加した「あなたのいない、この世界で
/DAGEROUS feat RG」をリリース。11月29日にクリスマスマーケット2017のテーマ曲「花
束に込めて」をリリース。シングルには世界遺産に認定された宗像の沖ノ島をイメージした
新曲「紡ぎノ島」も収録予定。
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公共交通を利用してクリスマスマーケット会場に出かけよう！

ホットワイン／ホットブドウジュース
200円割引チケットプレゼント
天神、博多2会場でのクリスマスマーケット開催に合わせて、当日交通系ICカードを利用して会場ま
で来られた方、または特定の交通系きっぷを提示した方に、両会場で利用できる、ホットワイン／
ホットブドウジュースの200円割引チケットを進呈いたします。さらに今年は別会場に移動してチケッ
トを利用すると300円割引になります。

【 実施期間 】

12月のクリスマスマーケット期間中の土・日・祝日
12/2（土）,3（日）,9（土）,10（日）,16（土）,17（日）,23（土・祝）,24（日）

【 内 容 】

天神／博多会場内特設ブースにて、当日交通系ICカードを利用して会場まで
来られた方、または特定の交通企画きっぷを提示した方に、両会場で使用で
きるホットワイン、ホットブドウジュースの200円割引チケットを差し上げます。
さらに別会場に移動してチケットをご利用いただくと300円割引になります。
※割引チケットの有効期限は12月25日（月）まで。
※１枚のチケットでワイン、もしくはジュースのいずれかに使用可能。

【 対 象 】 ①交通系ICカード：（nimoca、SUGOCA、はやかけんなど）
②ＪＲ九州：「JRのお帰りのきっぷ（2枚/4枚きっぷ、ネットきっぷなど）」
③西鉄バス：「福岡市内1日フリー乗車券」、「福岡オープントップバス乗車券」など
④福岡市地下鉄：「ファミちかきっぷ」、「１日乗車券」
【 提供数 】

配布チケット数1日1会場あたり200枚、合計3,600枚

チケット券面

ポスター

博多会場にて進呈

天神会場にて進呈

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

FAX：092-718-7331

E-mail ： tenjin@nnr.co.jp
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