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 天神の冬の風物詩「TENJIN Christmas Market 2018（天神クリスマスマーケット

2018）」が、いよいよ11月29日（木）にオープンします！ 

 今回で4回目を迎える本イベントは、120体のサンタクロースの人形や、暖かい風合いの

木製の小屋「ヒュッテ」が立ち並ぶ会場に、高さ6mのビッグツリーや寒さをしのげるガー

デンイグルーが初登場！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、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！ 

ビッグツリーが初登場！ 

『TENJIN Christmas Market 2018』 
11月29日（木）OPEN！ 

【タイトル】TENJIN Christmas Market 2018 
【期  間】2018年11月29日（木）～12月25日（火） 
【営業時間】平日 17:00～22:00 土日祝 12:00～22:00 
【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） 
【共  催】We Love 天神協議会・TENJIN Christmas Market 実行委員会 
【内  容】①物販・食物販 
       ・ヨーロッパから直輸入のクリスマス雑貨     
       ・シュトレイン・ムッツェンなどの 
        ヨーロッパ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の飲食物          
      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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クリスマス雑貨もグルメも、欲しい物が必ず見つかる！ 
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天神会場のマグカップ 牛のラグ 

NEW NEW 

ビッグツリー 

※ドイツで生まれた 
 丸い折りたたみ式の温室 
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SHOPLIST 

Café Krone 欧州各国から取り寄せたかわいい瓶ビールをはじめ、ビールの女王
「ヴァルシュタイナー」、フルーティな味わいの「グロールッシュ」
も登場！ 欧州の各種ワイン、寒い時には欠かせない焼きたてパンの付
いたスープや香り高いコーヒー、人気のマシュマロチョコドリンクで
サンタさんと思いっ切り楽しんでください！ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

TornadoWurst ホットワインと並び、クリスマスマーケットの定番といえばこれ、ぐ
るぐる渦を巻いたトルネードブルスト！ ブルストとは、ドイツ語で
ソーセージという意味。昨年から登場の巨大なソーセージも大人気！ 
ソーセージとホットワインで本場のクリスマスマーケットを体感しま
しょう！ 

Turkey & Cheese dog クリスマスには定番のスモークターキーのローストをご用意しました。
柔らかくほど良い歯応えの肉質で、うま味と肉汁たっぷりのおいしい
骨付きもも肉です。とろーりチーズドッグはモッツァレラチーズをぜ 
いたくに使用。ひと口かんだ瞬間に、とろーり伸びる揚げたてのチー
ズドッグです。ぜひご賞味ください。 

炉端NUMBER SHOT なんばしよっと すてきなイルミネーションの中、大切な家族、仲間、恋人と寄り添い
熱々のグラタンを楽しんでいただきたい。中身は自家製のホワイト
ソースとオリジナルのミートソースをバランス良く合わせ、ワインの
香りとUMAMI を最大限引き出せる味となっております。クリスマス
マーケットオリジナルメニューです。ぜひこの機会にお楽しみくださ
い。 

The Bread Bowl 特製パンの器の中に、あっつあつのシチューを入れ、上からはとろー
り溶けるケ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。食べ歩きにぴったりのメニューもご用意。クリスマスマーケッ
ト限定メニューにて皆さまのすてきな思い出を演出します。 

Lecker Piza & Potato 今年のレッカーピザは、バケットピザ！ 数多く並ぶさまざまなバケッ
トピザからお好きなものを選んでいただき熱々の状態でご提供いたし
ます。また、ポテトは３種類の形から、ディップソースは約10種類の
からお選びいただきお楽しみください！ 

Grill House 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、独自のた
れに漬け込みうま味をぎゅっと閉じ込めて焼き上げます。皮はプリっ
と中はふっくら！ 肉汁があふれだします！ 他にも、大型グリルにて
焼き上げる肉厚でジューシーなローストスペアリブや、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。 

Kürtőskalács ハンガリーのクリスマスに欠かせない伝統的な焼き菓子！ 注文を受け
てから焼き上げ熱々で食べるキュルテーシュはクセになる！ 欧州では
街角の屋台でも売られており、ひも状に伸ばした生地を円柱状の棒に
巻き付け、回転させながらオーブンで焼く。表面はカリッと、中は
もっちりの食感が最高！ いつでも焼きたてをお召し上がりいただけま
す。 
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マルシェテント 今年は欧州のマルシェをイメージした多種多様なお料理をご準備。中
でも巨大な鍋で作るパエリアは必見！ 長～いホットドッグや、ホワイ
トソースのスウェーデンバーガー、見ていて楽しいスパイラルポテト。
ガーリックライス付きのイベリコ豚のステーキもおすすめです。 

グリューワインハイム 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。子どもも楽し
めるように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、ホットワインに合うお菓
子もご用意。ホットワインで温まりながらお楽しみください（マグ
カップは数量限定です）。 

CACHETTE 海と山と田園に囲まれた自然豊かな糸島にある、パンというよりもス
イーツ感覚のメロンパン専門店です。クリスマスマーケットは、ケー
キのようなメロンパンでお迎えいたします。お土産にもピッタリのメ
ロンパンですが、温かいお飲み物と一緒にぜひ会場でもお召し上がり
ください。 

BAMBIKAI～BAMBINO～ ハンドメード作家による、オリジナルプレゼントはいかがですか。
ハーバリウム、アクセサリー、隕石やパワーストーンなど一点一点 
手作りしています。最高のプレゼントを用意してお待ちしています。 

湯布院ガラスの森 ここはキラキラと輝く、可愛いガラス細工に囲まれたガラスの森。思
わず手に取りたくなるほど可愛いサンタやトナカイなどのミニガラス、
綺麗なツリーや天使など、一つ一つ全てがハンドメイドのガラス細工 
です。ここでしか購入できない、クリスマスマーケット限定のセット
もご用意しております。 

シーフードハウス チーズの表面を火であぶり、とろ～り溶けたものを料理にかけていた
だくラクレットチーズ。この熱々のラクレットチーズを、鉄板で焼い
た鮮魚と野菜の上にたっぷりかけてご提供します。チーズ好きにはた
まらない一品をぜひご賞味ください。 

SWEETS SWEETS 本場ドイツのクリスマスマーケットの定番スイーツ『ムーツェン』は、
もちもち食感が子どもにも大人にも人気のドーナッツ！ 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。ホットワインと一緒に、ド
イツの温かいスイーツをお楽しみください！！ 

Artist Hütte By Edomacho TENJIN 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。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、皆さまのクリスマスを盛 
り上げます！ 個性豊かな仲間たちが織り成すARTショップで、最高
にHAPPY なプレゼントを手に入れてください。 
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ザルツブルグのスパイスリース 南ドイツやオーストリアの伝統工芸品です。「ザルツブルガーアー
ト」と呼ばれ親しまれており、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、独特なスパイスの香りも
楽しめます。部屋いっぱいに甘い香りで飾り付けしてみてはいかがで
すか？ 

POKKA & WOLLY ベルギー直輸入の上質牛皮ラグと、フィンランド産のラグジュアリー
なトナカイの毛皮に、ドイツ産の高品質な羊の毛皮ラグを数量限定販
売！ 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牛・トナカイ・羊の副産物であ
る毛皮を、正規ルートにて加工し取り寄せたものです。 

キャンドルハウス ドイツ伝統のクレイ（粘土）細工が美しい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かび上がり、幻想的な雰囲気
を醸し出します。火の光が自然で美しく部屋を包み込み、クリスマス 
ムードを盛り上げます。存在感あるこのキャンドルホルダーはプレゼ
ントにも最適。この逸品をぜひ手に取ってご覧ください。 

つみきや 天神イムズ６階にある創業25 年目の欧州の木のおもちゃ店です。木
製玩具以外にもドイツのボードゲームや、クリスマス関連の雑貨、人
形、オルゴールなど、たくさんの商材を取りそろえています。出産祝 
い、誕生祝い、クリスマスプレゼントなど、お子さま向けはもちろん
のこと、大人の方にも喜んでいただける、美しいデザインのものが多
くあります。 

GIFTS FROM AFAR 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。 

Unikalus Vaizdas 欧州では結婚した夫婦に、建てた家のセラミックハウスを贈る風習が
あるといわれています。セラミックハウスの中にキャンドルをともす
と、オレンジの温かな光で部屋が幻想的な雰囲気に包まれます。特別 
な日に、特別なオブジェを、特別な人へ。思いを込めてプレゼントに
いかがですか？ 
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 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／ジュースの200円割引チケットを進呈いたします。さらに別会場に
移動してチケットを利用すると300円割引になります。 

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／ジュース 

200円割引チケットプレゼント 

【 配 布 期 間 】 
 
 

【 内 容 】 
 
 
 
 
 
 

【 配 布 場 所 】 
 

【 対 象 】 
 
 
 
 

 
【 提 供 数 】 

 
【 主 催 】 

                         

12月のクリスマスマーケット期間中の土・日・祝日 
12/1(土).2(日).8(土).9(日).15(土).16(日).22(土).23(日・祝).24(月・休) 
 
天神／博多、両会場特設ブースにて、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 
ホットワインまたはジュースの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（火）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。 
 
天神／博多 両会場特設ブース（12:00～18:00 ※無くなり次第終了） 
 
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枚きっぷ、お買い物往復きっぷ、ネット予約のきっぷなど）」 
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」 
      「SUNQパス」など  
④福岡市地下鉄：「ファミちかきっぷ」、「１日乗車券」、「ファミリーペア券」 

 
配布チケット数：1日1会場あたり先着200枚限定、合計3,600枚 
 
We Love 天神協議会．博多まちづくり推進協議会． 
西日本鉄道㈱．九州旅客鉄道㈱．福岡市地下鉄 

チケット券面 

交通系ICカードをご提示のお客様は、会場内の専用端末で当日のご利用を確認させて頂きます。 

博多会場にて進呈 天神会場にて進呈 


