
 

 

2019年 9月 30日 

ＪＲ九州ビルマネジメント株式会社 

 

六本松４２１「２周年感謝祭」を開催します！ 

 

六本松４２１は開業から 2周年を迎えます。 

これまでの感謝の気持ちを込めて、当館では「2周年感謝祭」を 10月 2日（水）から 10月 6日

（日）にかけて開催いたします。 

 館内では一夜限りの特別なお買い物が楽しめる「ナイトマーケット」を皮切りに、お子様に人気

の「ミニトレインに乗ろう！」、お得な特典が受けられる「ハッピーアワー」等、楽しいイベント

を実施いたします。 

 また、屋外広場ではクリニックによる健康イベントや地域の子ども会による「４２１こどもまつ

り」を開催し、2周年を盛り上げてまいります。 

 ぜひこの機会に六本松へお越しください。皆さまのご来館をお待ちしております。 

 

≪概 要≫ 

 

【開催日】 

2019年 10月 2日（水）～10月 6日（日） 

 

【主な企画内容】 

■ナイトマーケット        10月 2日（水）17：00～ 

限定商品やお得商品の販売、自社ポイントアップ等を各ショップにて一夜限りで開催します。 

■ミニトレインに乗ろう！     10月 5日（土） 11：00～17：00 

当日 500円（税込）以上のお買い上げレシートご提示で 1回ご乗車ができます。 

人気の子ども用車掌制服も着用できます。 

■ハッピーアワー         10月 5日（土）、10月 6日（日） 

 館内の対象店舗にて一日数時間限定のハッピーアワーを実施します。 

 時間限定のお得なサービスや特典が受けられます。 

■クリニックによる健康イベント  10月 6日（日）11：00～15：00 

 ピンクリボン活動や子ども薬剤師調剤体験、骨密度測定会等を屋外広場にて開催します。 

■４２１こどもまつり       10月 6日（日）11：00～16：00 

 六本松 4丁目 3区子ども会によるフリーマーケットを屋外広場にて開催します。 

 

 



六本松 421

~610/2WED SUN

六本 松 4 2 1 は 、お かげさまで 2 周年 !

周 年
感 謝 祭

〒810-0044 福岡県福岡市中央区六本松４丁目２-１ 
地下鉄七隈線 六本松駅すぐ／西鉄バス 六本松バス停すぐ
※駐車場は混み合いますので、公共の交通機関でお越しください。
※イベント内容は、予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。
※画像はイメージです。  ※電話番号はお掛け間違いのないようご注意ください。

検索六本松421
くわしくは

はじめてキャンペーン  10/2（水）~6（日）
ご新規のお客様にちょっといいことプレゼント♪

TSUTAYAプレミアムに新規ご入会で
新作含むDVD・ブルーレイ
1本無料券をプレゼント

2F 六本松 蔦屋書店

Facebookページへのいいね !で
ドリップバッグ1袋
プレゼント

1F ミカフェート

2 n d  A N N I V E R S A R Y  E V E N T

ポイントカード新規入会で
ジップロックプレゼント
【先着100名様】 ※入会金100円

1F ボンラパス トレゾ

会員カード新規登録
入会費通常500円を

無料

1F クリーニングの洗光舎

インスタグラム「#いっかく食堂」投稿で
お好きなドリンク1杯サービス

（食事ご利用の方）

1F いっかく食堂

ポイントカード新規登録＆500円(税抜)以上ご購入で
豆腐（絹orもめん）1パック

プレゼント

1F SOY DELICA 豆の蔵

LINE@新規友だち登録で
次回使える200円OFF券

プレゼント

1F ピッツァ アル ターイオ

ポイントカード新規発行で
3ポイントプレゼント

1F ベツ・バラーレ12号

●ポイントカード新規登録&1,080円（税込）以上ご購入で
次回使える500円分ポイント付与

●LINE@新規友だち登録で
八女茶ソフトクリーム（ミニカップ）プレゼント

1F 牛島製茶

駐車場 （六本松421立体駐車場）
利用可能時間 24時間 利用料金 300円／60分　夜間（20時～8時）最大600円
駐車サービス券 1店舗につき2,160円（税込）以上お買い上げのお客様に

1時間無料の駐車サービス
※ご利用の店舗にて駐車券をご提示ください。 一部対象外店舗あり。



17:00 START!10/2（水）

※内容・スケジュールは変更になる場合があります。

お かげさまで
2 周年 !

感謝の気持ちを込めて
楽しいイベントやお得なキャンペーンを開催 !

これからも六本松 421が、
皆さまの笑顔に

つながりますように。

14：00～15：00
600円(税込)以上ご購入の方

ホットコーヒー
1杯プレゼント

1F グレンドール プラス

15：00～17：00
定食ご注文の方

ビール1杯半額
中550円→225円 (税抜)

小400円→200円 (税抜)

1F いっかく食堂

15：00～17：00

当日限定メニュー

マルゲリータ
1カット300円 (税抜)

1F ピッツァ アル ターイオ

17：00～19：00

お食事ご利用の方
生ビール(中) 250円(税抜)
ハイボール190円(税抜)

1F ベツ・バラーレ12号

11：00～13：00
ハンドドリップ
コーヒー

おかわり1杯無料
※銘柄指定あり

1F ミカフェート

13：00～14：00
1,080円(税込)以上ご購入の方

八女茶ソフトクリーム
（ミニカップ）
プレゼント

1F 牛島製茶

Night Market
ナイトマーケット

1日限定
開催!

試食会
（ステーキ・マグロ・唐揚げ・
ちくわ・柿・ミレービスケット）

1F ボンラパス トレゾ

2周年記念福箱
1,200円(税抜)
【数量限定】

1F パティスリー　ラ･ジョエル

文具・雑貨Ｔポイント10倍
2F 六本松 蔦屋書店

時間／ 13：00～17：00
場所／ 1F エレベーター横

利き茶体験
1F 牛島製茶

5種のお茶を利き茶で当てよう!全問正解で八女茶
飴100gプレゼント。（参加賞あり）

10/5
（土）

時間／ 10：00～19：00
場所／2F セイハイングリッシュパーク内
対象年齢／3歳～ （要予約：0120-815-718）

1時間の無料体験
2F セイハイングリッシュパーク

英語で学ぶ様々なプログラムを通し、自由に英語
を話す環境を、この機会にぜひ体験してください!

骨の健康チェック
測定会
～骨を丈夫に保ち
　健康寿命を
　延ばしましょう～
時間／11：00～15：00

1F ドラッグイレブン

骨健康測定器を使って骨の
健康状態をチェックしよう! 
健康相談コーナーや美味し
い黒酢の試飲もあります。

時間／営業時間中 ※10/2(水)は17:00～
場所／ 1F ミカフェート内

コーヒー飲み比べ体験
1F ミカフェート

品種別、産地別、乾燥方法別など、毎日違うテーマでコーヒー2種を飲み比べ。
ご参加の方にはドリップバッグ1袋をプレゼント。

開催中

421
こどもまつり
時間／11：00～16：00

六本松4丁目3区
子ども会

地域の子ども会によるフ
リーマーケットを開催！

ピンクリボン
活動
時間／11：00～15：00

2F 及川病院　
 六本松乳腺クリニック

模型を使って乳がんを探り
当てる体験や自己検診方
法のアドバイス、専門医に
よる相談コーナーも開設。

子ども薬剤師
調剤体験
血管年齢測定
お肌年齢測定
おくすり健康相談

時間／11：00～15：00

1F 和光六本松
 青陵薬局

お薬や健康のイベントを開催!

特別展
「MINIATURE LIFE展」
　　　　　　　　　　　　　　  

3~6F 福岡市科学館限定商品、特別販売、ポイントアップ  e t c . . .  
ナイトマーケットはこの夜だけの
スペシャルイベント!

六本松 421

周 年
感 謝 祭

11:00~17:0010/5（土）

mini TRAIN
ミニトレインに乗ろう！

場所／屋上庭園
対象／小学生までのお子さま

当日500円（税込）以上の
お買い上げレシートの
ご提示でご乗車できます。
福岡市科学館の年間パス・入場チケットでもOK!

※おひとりさま1回の乗車とさせていただきます。
※雨天、荒天時は中止の場合がございます。

workshop & EVE NT
楽しいワークショップやイベントを開催 !  みんな集まれ～★

ワークショップ&イベント

記念乗車券

プレゼント!2F
六本松 蔦屋書店

10/2・5・6
（水）（土）（日）

10/2▶6
（水）（日）

2

n
d  A N N I V E R S A

R

Y

15：00～17：00
サンドイッチご注文の方

アイスクリーム1個
プレゼント

17：00～19：00
パンケーキご注文の方
コーヒーor紅茶
1杯サービス
※お子様はジュースに
変更可(りんごorオレンジ)

11：00～14：00
サンドイッチご注文の方

トッピングサービス
(ベーコンor卵)

BUY ME STAND

17：00～18：00
角打ちご利用の方

おつまみ1種
プレゼント

住吉酒販

13：00～14：00
2,000円(税込)以上ご購入の方

ミニブーケ
プレゼント
【先着20名様】

cot'e jardin

14：00～15：00
1,000円(税抜)以上ご購入の方

パペットペン
1本プレゼント

CONERSHOP

10/5（土）
・6（日）
2日間限定!

Happy Hour うれしいプレゼントをG E T !  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ハッピーアワー

プラネタリウムスペシャル番組

「時を刻むこの星空
with DREAMS COME TRUE」

10/2(水)17：15～上映分
観覧料金20%OFF

※チケットは当日販売 ※他割引券との併用不可

3~6F 福岡市科学館ファミリーセット
(ピッツァ4枚／オードブル盛り)

通常3,000円(税抜)を

20％OFF

1F ピッツァ アル ターイオ

当日限定メニュー

「ハンバーグ＆
唐揚げ（1コ）定食」
1,000円（税抜）

1F いっかく食堂

ほうじ茶ティーバッグ
詰め放題

八女茶ソフトクリーム
100円引

1F 牛島製茶

10/6（日） 1F 屋外広場イベント

－田中達也 見立ての世界－

プラネタリウム特別番組
「時を刻むこの星空
    with DREAMS COME TRUE 」


