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感 謝の気 持ちをつめこんだ 、
ドキドキ・ワクワク・笑 顔 弾ける誕 生 祭！

誕生祭 4.20（土）

▲

5.6（月・休）



パトカーや消防車の乗車体験や、写真撮影が自由に楽しめ、今回は様々な「遊び」が無料で体験で

きる「移動式子ども基地」が登場するほか、JAFによる子供安全免許証が発行できるワークショップ

イベントなど「学び」も充実！

［開催時間］各日10:00〜17:00

［会場］キッズガーデン

協力：福岡県糟屋警察署・一般社団法人 日本自動車連盟福岡支部・南部消防組合 中部消防署
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（金・祝）

5
（日・祝）
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警察
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JAF 消防 建設車両 移動式子ども基地

12：00～
15：00

12：00～
15：00

九州初登場 !

「移動式子ども基地」はたらくくるま大集合
「あそび」を配達する車がトリアスに
やってくるよ〜！ 枝や切り株などの
手づくり積み木やおままごと、いろい
ろな世界の打楽器、コマやけん玉な
どの昔遊び、インディアンティピや竹
の巨大流しビー玉ができるよ♪ さら
に、紙芝居などの読み語りもあるか
も！！ GWは、家族みんなで遊ぼう★

［スケジュール］

参加してくれた
お友達にお菓子
プレゼント★

ミニこいのぼり
ワークショップ

公式インスタグラム開設記念! トリアスで撮った写真を開催期間

中投稿するだけで、抽選で20名の方にトリアスお買物券
10,000円分が当たるフォトコンテストを開催♪

①トリアス公式インスタグラムアカウント

　（＠torius_hisayama_）をフォロー
②トリアス内で撮影した写真と

　「#トリアス笑顔フォトコン」を投稿するだけ！
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トリアス
笑顔フォトコンテスト

小学生以下限定

4 27
（土）

30
（火・休）

オリジナルのミニこいのぼりを作ってみよう！ 作ってくれた

こいのぼりは5/1～6の期間中トリアスモール館内にかざるよ！

［開催時間］各日10：00〜18：00（受付終了／17：30）

［会場］トリアスモール特設ブース

※作成いただいたミニこいのぼりは館内に飾りますので、お持ち帰りはできません。

5 6
（月・休）

まで
※当選者通知は後日公式アカウントよりDMでご連絡いたします。
※当選者のみ景品発送に必要な個人情報をご提供頂きます。予め御了承ください。

動物たちとの
お祝いパレード

「ふれあい動物園」でお馴染みの動物

たちがトリアスマスコットキャラクター

「トリッピ」「うさ山さん」と共に、トリア

ス館内をお祝いパレード！ パレードに

最後まで参加してくれたお友達、先着

30組には「ふれあい動物園」の
ペア無料入場券を受付でプレ
ゼントしちゃうよ！

［開催時間］各日12：00〜
（パレードは約30分）

［会場］トリアスモール館内
（参加受付／タリーズコーヒー前広場）

4 27
（土）

29
（月・祝）

参加無料

参加無料

トリアスのナゾとき探検！

トリアスモール周辺に隠されたナゾときポイントをスマートフォンを使って探

そう！ すべてのポイントを制覇して参加受付に戻ると豪華プレゼントが
その場で当たるスクラッチ抽選ができるよ！

※参加にはお持ちのスマートフォン端末が必要です。

［開催時間］各日10:00〜18:00 （受付終了／17:00）

［参加受付］
4月27日（土）〜30日（火・休） JINS前特設ブース
5月1日（水・休）〜6日（月・休） トリアスモールスクエア

参加無料

ワクワク楽描きアート！ アーティストといっしょに楽描きしよう！

スマホを使ってトリアスであそぼー！
トリアス20周年誕生祭 特別アートプロジェクト！ トリアス

モールの巨大な壁を使ってみんなで一つの巨大アートを作

成しよう！ 子供・大人・アーティストだれでも参加OK！ 終了

後はアート作品として展示。

※対象箇所・イベント以外での壁面への落書きはご遠慮ください。
※天候により、イベントを中止する場合がございます。予め御了承ください。 楽描きエーター ヨッシー

5 1
（水・休）

6
（月・休）

［開催時間］各日10：00〜17：00

［会場］トリアスモール
　　　ガーデンキッチン屋外 参加無料

参加無料

トリアスの  20周年は

「　　　　」  がもりだくさん！

4 27
（土）

5 6
（月・休）

トリアス20周年
ありがとう
大感謝抽選会

トリアスのお買物レシート5,000円で
抽選に参加できる！

4 27
（土）

29
（月・祝）

［参加方法］4月13日（土）〜29日（月・祝）期間中の、

トリアス館内対象店舗のレシート5,000円（税込）

毎に1回抽選会に参加頂けます。
※1レシートにつき、上限20回 ※合算可

［開催時間］

各日10：00〜20：00

［抽選会場］トリアスモール

GU側入口横特設会場

［対象店舗］コストコホールセール・トリアスモール（一部対象外）・

アウトレット＆カジュアル棟・

フードウェイ生鮮びっくり市場トリアス店・

グルメ＆バラエティ棟（一部対象外）・

好日山荘ギア館/グラビティリサーチ・ISE・シュープラザ

［参加方法］

岡山県出身。『毎日の生活にワクワクを！』

をテーマに、世代や言葉を超えて、「あな

たの楽しい！×自分の楽しい！= 超楽し

い！！！」を引き出し、地球をまるごと遊ぶ

アーティスト。イベント、ワークショップを

通し、年間100人以上のこどもたちと友達

になり、ワクワクを広げていってます。『楽

描き』は、決まった形はなく、正解・不正解

がありません。見た人が感じるままに受け

取って、自由に楽しんでOK!! 「ワクワクす

る」「楽しい」そんな気持ちで一緒に描いて

もらえたら嬉しいです。
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⇒トリアスふれあい動物園の
詳しい情報はP7をチェック！

取材を元に、コメントを掲載させて

頂いております。

いろんな動物に接することができ
るので、ここにはよく来ます。娘に
とって「動物園＝トリアス」です★
志免町からお越しの山崎さまご家族

日本一号店のコストコ久山倉庫店以外にも、アパレ
ルショップや子供が遊べる場所、お父さんがゆっく
り過ごせるお店など誰が来ても楽しめます！
トリアスモール・レディースアパレル

「レモネードカーサ」／末広さん

愛されて20年！

トリアスのここが

　　　 なんです

近所のお友達とよくトリアスを利用し
ます。トリアスで知り合った方も多く、
フードコートなどでゆっくりお話しを
したり憩いの場です。
久山町からお越しの中山さま

地域の憩いの場
子供も大人も

みんなで楽しめる！

直接さわれる動物がたくさん♪
約4,200台もの無料駐車場が完備されて
いて、行きたい場所・お店の近くへ車で
移動できるから小さな子供連れの方で
も迷子の心配が少なくなりますね。
エネオス／杉本さん

ロゴスショップ、モンベル、好日山
荘などのアウトドアショップから
コストコ、ナフコにもアウトドア
用品が充実！ 九州の中でもこれだ
け充実したお店やアイテムが揃っ
ているのはココぐらい♪
ロゴスショップ／前原さん

アウトドア用品が充実！
無料で参加できるイベントがよく開催され
ていて、子供もよく楽しんで満足していま
す。保護者としては、すごく有り難いです★
福岡市からお越しの日隈さま

イベントがたくさん！

ふれあい動物園やKid's US.LANDなどの
子どもが遊べる施設から子供服のアパレ
ルショップなど子供のお店が充実。トリ
アスモールのフードコートも席が取り易
く、ゆっくり過ごせるのがうれしい！
宗像市からお越しの竹内さま

ママ友とゆっくり

駐車場が広く、
移動が便利♪

コストコでお買物をよくしますが、
トリアスモールのフードコート、
GAP OUTLET、ABC-MARTなど、家族
の目的に合わせて食事もお買物も楽
しめる♪
新宮町からお越しの小倉さま

家族で過ごしやすい
モール★

ありがとう
大感謝抽選会

参加受付
トリアスモール
館内をパレード！

キッズ
ガーデン

トリアスモール
ガーデンキッチン
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参加はこちらから

▲

フードウェイ

生鮮びっくり市場

トリアス店

イベント会場MAP

※各車両、災害発生などの緊急時、状況によりスケジュールを変更する場合がございます。
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コストコ

ユナイテッド
シネマ

ダイソー

ふれあい
動物園

↓太宰府方面

古賀方面↑

GU
GAP

ホームセンター
ナフコ

20周年を迎えるショップのスペシャルサービスが満載！

21
エネオス

ガソリンなどの給油以外にも洗車～車検までトー
タルにサポートいたします。

［4/20〜5/6］本パンフレットご持参で、

洗車メニュー（洗車機・手洗い）

全品200円引き
ほか、「20周年」キャンペーン多数！

［トリアスEAST］
22

楽市楽座210
子どもから年配の方まで一日中遊べるゲームが盛り
だくさん！ クレーンゲームや小さなお子様が楽しめ
る乗り物やボールプールも。⇒詳しい情報はP7へ！

［4/20〜5/6］映画関連のグッズが続々登場! 

映画半券ご提示で、クレーンゲーム1回
お試しまたはメダル10枚プレゼント!

［トリアスEAST］ 23
P2ペットワールド

動物や植物との豊かな暮らしを提案。ル・ク
ルーゼの食器や国産ドライフルーツなど他に
あまりない商品が揃います。

［4/27〜5/6］ドッグウェアワゴン
セール開催！ 3,500円以上の服がすべて

1,500円（税抜）とお買い得です！

［トリアスEAST］

ナチュラルストーンSERIO
幸運を呼ぶナチュラルストーンは水晶や隕石系な
ど多数の天然石を扱う専門店です。オリジナルブ
レスも作れます。

［4/20〜5/6］

店内全商品20％OFF

［トリアスモール］１

［〜4/30］平成最後の日まで、平成31年に

ちなんで店内商品31％OFF
（一部除外品あり）

［4/20〜5/6］胸元でゆれるダイヤK10の

「Dancing Stone」27,000円が

18,630円（税込）に！

ナカムラジュエリー
アウイナイト、レッドベリルなどの希少な宝石が数
多く入荷。石だけの販売もあるのでオリジナル
ジュエリーもおすすめです。

［トリアスモール］２

５

［4/20〜5/6］VANS・HAWKINSなどの

ブランドキッズスニーカー
1足1,990円が2足で3,000円（税抜）

となるまとめ買いセールを開催！

ABC-MART
トリアス店はファッショナブルなものからランニ
ング・ウォーキングに使えるスポーティーなスニー
カーまで多数そろえております。またキッズ専門
コーナーがあるのも特徴です。

［トリアスモール］

６
ハニーズ

高品質・高感度・リーズナブルプライスなカジュア
ルレディースファッションです。年代問わず楽しめ
る普段着も豊富です。

［4/20〜5/6］

一部商品30〜50％OFF

［トリアスモール］ ７
クロコダイルアウトレットストア

日本のスタンダードカジュアル。旅をテーマに軽く
て着心地のいい上質なカジュアルスタイルを提案
します。

［4/20〜5/6］2点お買い上げで10％OFF
4点お買い上げで20％OFF

［トリアスモール］

ロゴスショップ
BBQやキャンプなど家族で楽しめる総合アウトドアブラ
ンド。初心者の方は、キャンプ講座・設営も体験できます。

［4/20〜5/6］
好きな寝袋とセルフレートマットまたはセル

フレートベッドの同時購入で
クッションまくらプレゼント

テントをお買い上げの方に
設置講習チケット+GW明けから

使える5％OFF券プレゼント

対象テントお買い上げ＆アプリDLでイン
ナーマット・グランドシート5％OFF

［トリアスWEST］８

ライトオン
生活を楽しく豊かにするジーンズセレクトショッ
プ。九州最大の売り場に世界中のブランドジーン
ズをラインナップ。

［4/26〜5/6］
最高20％還元お買い物券［5,000円（税抜）

毎に1,000円、1万円（税抜）毎に2,000円］
プレゼント

チャンピオン商品7,000円（税抜）お買い上げ

毎にノベルティ（マグカップ）プレゼント
※なくなり次第終了

［トリアスWEST］９

［5/1〜6］ 子ども遊び着フェアとして
Tシャツ599円（税抜）〜。それ以下の目玉商

品が出る日も！ 行楽や母の日アイテムも豊富!

やまだい
全ての年代に対応した普段着や肌着を驚きの低
価格で提供。地域に根づいたファミリーファッショ
ンのお店として親しまれています。

［トリアスEAST］10
コストコホールセール

現在は北海道から九州から全26倉庫店があるコ
ストコホールセールジャパンも始まりはこの久山
倉庫店から。 ⇒詳しい情報はP6へ！

BBQ用の肉が注目。それに伴ってキャンプ用
品も揃っています。また夏用プールはシーズ
ンには売り切れることも多いのでお早目に。

［トリアスWEST］11

全国100万人以上の方にご愛用されている

オーダーメイド枕 「じぶんまくら」
好評発売中！

ふとんタナカ
「体験型快眠＆リラクゼーションFACTORY」をコ
ンセプトに皆様に心地よい快眠環境を提案いた
します。

［トリアスWEST］12

THE CLOCK HOUSE
全国270店舗の時計専門店チェーン。時計販売は
もちろん、電池交換や修理も承ります。お気軽に
ご相談ください。

［4/20〜5/6］20周年にちなんで店内
ウォッチ20〜50％OFF（一部対象外あり）

［トリアスモール］３

［4/20〜5/6］店内対象商品が20～30％
OFFとなるスペシャルセールを開催！

SUZUTAN
最新トレンドと着回しのきくアイテムを提案。幅
広い年代の方や大きいサイズの方も楽しめるレ
ディースアパレルショップです。

［トリアスモール］４

サーティーワンアイスクリーム
ハッピーを届けるアイスクリームであるように、た
くさんのフレーバーを用意しています。またクレー
プなども人気です。

［4/20〜5/6］パチパチはじけるポッピング

シャワーが乗ったナタデココ入りソーダ

「ポッピングソーダ」480円が
400円（税込）に！

［トリアスモール］17

ケンタッキーフライドチキン
安心できる素材を使い、店舗で手づくりするでき
たてのおいしさを最高のサービスとともにご提供
いたします。

［5/14まで］好評につき
500円（税込）ランチを再販売！

［トリアスEAST］18 夢や
懐かしのだがしやおもちゃが揃っていて、子供からお
ばあちゃんまでみんなが楽しめるだがし屋さんです。

［4/20〜5/6］

春の夢福袋 500円（税込）を販売！

たのしいお菓子の盛りだくさん入った詰め
合わせセットです！ 【先着50個】

［トリアスモール］19 HAIR MAKE in PLACE
髪に優しい美容室をテーマに、一人一人のお悩み
にあわせたメニュー・ヘアスタイルをご提案。

［5/1〜6］タイムセール開催！
「トリアス20周年パンフレットを見た！」で

13:00～17:00のご予約・ご来店でオール
メニュー20％OFF！ 【各日先着5名】

その他ネイルもタイムセールを開催！

［トリアスWEST］20

久山植木
創業50年「より良い品をより安く！」。皆様に喜ばれ
る園芸店作りに力をいれています。

［4/27・28］ 福岡限定品種のあじさい
（筑紫の風・筑紫ルビー）6号鉢通常2,590円

が2,000円（税込）に！ 【先着20名】

［トリアスWEST］13
たこばやし

山芋たっぷりのふわふわ生地が特徴のたこ焼。オ
リジナルのあっさりダシしょう油もオススメです。

［オススメ］ねぎたこ焼 8個600円（税込）

たっぷりのねぎがかかって、ねぎ好きには
たまらない！

［トリアスモール］14

［4/27〜5/6］

特製牛カルビの石焼ビビンバ+肉2倍+
ドリンクセット 993円が626円（税込）に！

石焼ビビンバあんにょん
食材、おこげ、香りにこだわり、辛くないのでお子
さまも食べやすい石焼ビビンバです。辛さは自分
で好きなだけプラスできます。

［トリアスモール］15

マクドナルド
マクドナルドではできたてのハンバーガーをお渡
しするために、ご注文を受けてからつくりはじめ
ます。いつでも最高の笑顔とおいしい商品で、お
客様をお待ちしております。

ビッグマック ジュニア好評発売中！
日本初上陸！ 「ビッグマック」のおいしさ・

味わいを味わいをそのままに。手軽に楽しめ
るジュニアサイズに致しました！

［5月下旬まで］
※各店舗無くなり次第終了となります。

［トリアスモール］16
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ショップ
MAP

感謝の気持ちを込めて

ショップから「　　　　」
情報をお届け♪
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トリアスの注目ショップ＆遊べるスポットをご紹介！

日本第1号店としてオープンし、今年で20周年目を迎える
会員制倉庫型店「コストコホールセール」。コストコ未体験の方から

コストコ通まで必見のおすすめアイテムまでコストコの

わくわく情報をお伝えいたします！

おかげ様で1周年！
採れたて新鮮な青果朝市や切りたてフレッシュ

なお肉、市場直送のピチピチ鮮魚など豊富に

品ぞろえ、びっくりな価格にてご提供します。

［トリアスWEST］

②フードウェイ
　生鮮びっくり市場
　トリアス店

［トリアスEAST］

④ふれあい動物園

［トリアスEAST］

⑤Kid's US.LAND

［トリアスEAST］

⑥楽市楽座210

大人気！
「トリアスふれあい動物園」

1,100㎡の敷地の中に人気のカピバラやミー

アキャットなどたくさんの動物たちが園内

を自由に歩き回っています。

15分100円（税別）で
遊び放題の巨大屋内遊園地！
受付後は出入り自由！ 食べ物の持ち込み

もOKなのでパパ・ママもくつろぎながら

お子さまとの時間を過ごせます！

トリアスとともに20周年！
子どもから年配の方まで一日中遊べる

ゲームが盛りだくさん！ クレーンゲームや

小さなお子様が楽しめる乗り物やボール

プールもございます。

［トリアスWEST］

①コストコホールセール
　久山倉庫店

道の駅のようにわくわく楽しめるスーパー。

価格は九州一の安さを目指してます！
店長／藤崎さん

入るとそこはもはやアメリカ規模！ 売場面積は約1万

3000㎡と広大でお肉やお魚などの生鮮食品はもちろ

ん、洗剤や洋服などの日用品、工具からタイヤなどの

カー用品など売場面積、約1万3000㎡の広大な空間、

天井まで積まれたパレットは「わくわく」！

入店・商品の購入は、会員登録が必須！ 会員登録は、

【STEP1】倉庫店出口から入店し、メンバーシップカウンターへ！

【STEP2】運転免許証などの本人確認書類提出の上、
　　　　登録用紙を記載！

【STEP3】年会費をお支払頂き、当日より利用が可能。

個人会員：

ゴールドスターメンバー 年会費4,400円（税抜）

30種類もの動物たちが自由に
くつろぐ。人に慣れていて、エ
サやりなどがまじかでふれあ
えます。（一緒に写っている）
マーラの「こはな」は人工保育
で育てました。 園長／原田さん

30種の遊具が遊び放題、大人
にうれしいマッサージチェア
やマンガ・雑誌も充実してい
るから一日中家族で楽しめま
す。出入り自由でイートインも
可能なので、ママ友たちとの
コミュニケーションの場にも
最適ですよ！ 店長／竹内さん

1,000坪を超える広大なフロアーキャッチャーコーナーや
メダルコーナーは地域最大級!! ゲームの他にも、ビリヤー
ドや卓球コーナーなど小さなお子様からご年配のお客様
まで楽しく遊べるゲーム機がそろっています。
店長／砥綿さん

お馴染みのユナイテッド・シネマ
トリアス久山も今年で6周年！
全12シアター・最大収容数1,644人をほこる「ユナイテッド・

シネマ トリアス久山」も今年で6周年を迎えました！

［トリアスEAST］

③ユナイテッド・シネマ
　トリアス久山

アニメ映画・邦画・洋画・コンサートのライブビューイング

など様々な作品を上映している複合型映画館です。全スク

リーンに両肘掛け付ビッグシートを導入しており、ゆったりと

快適に映画がご鑑賞いただけます。 マネージャー／川浪さん

GWは大人気アニメ作品が盛りだくさん！ 「名探偵

コナン」「クレヨンしんちゃん」など大人気アニメ作

品の新作映画がスタート！ GWは家族でユナイテッド・

シネマトリアス久山に遊びに来てくださいね！
★新作映画の情報は裏面をご確認下さい。

INFORMATION

GWは焼肉用のお肉がオススメ。売切れご

免となります！ ぜひ皆様お早目にご来店

くださいね！ 精肉コーナー／松尾さん

INFORMATION

うさぎさんまって～！ ボールプール
楽しいな♪

やさしくなでられ
ると

きもちいい♪

思いっきり
ジャン〜プ！

福岡市からお越しの
きょうじくん・のあちゃん

福岡市からお越しの
りんちゃん

福岡市からお越しの
ゆきちゃん・ひなちゃん

3/23 NEW OPEN

人気ブランド・コストコPB「カークランドシグネチャー」

人気海外ブランドの商品が安く手に入るのはもちろん、日本未発売の

アイテムもある。売場をくまなくチェックしながらショッピング！ また

コストコの自社ブランド「カークランドシグネチャー」日用品、衣類、食品

など幅広い商品展開。高品質・低価格がモットー！ どちらも宝探し気分

でわくわく！

各商品、大容量だから単価計算するとわかる「オトク」さ！

どのサイズもケース売り・ダース売りの大容量アメリカサイズ！ だが、

100g・1本などに換算すると単価が安くてびっくり！ カークランド

シグネチャーの飲料水は500ml約17円と驚きのやすさ！ 

会員制！ だけども結果オトク！

会員登録しよう！

水筒とは思えぬ「夢重力ボト
ル」。ワンタッチ・マグタイプ。
冬はホット、夏はアイスが楽
しめる保温・保冷タイプ。

タイガー
ステンレスミニボトル
500ml

（ブラック・ブルー・ピンク）

1,680円

綿100％で肌ざわりが良い
キッズパジャマ。3点セット

で、2歳～7歳ごろまでの
サイズ展開。

CARTERS 子供用パジャマセット
（米国サイズ2〜7歳）1,298円

レジャーや行楽はもちろん、運動会
などでも大活躍。クッション性も高
く、洗濯機で丸洗いできるのが○！

PARASOL
レジャーマット（152×203cm）
1,498円

アップルをデニッシュ生地で包み焼
き上げたベーカリーの新商品。アップ
ルのシャッキリ食感と酸味がシナモ
ンとマッチ。

アップルシュトルーデル
（8個入り） 1,180円

高麗人参6年根エキス2000mg配合。食
べやすいスティックゼリータイプ。毎日
の元気のサポートに。

SFCBIO 高麗人参ゼリー
（20ｇ×30CT）

3,798円

アメリカンビーフの格付け最高級ラ
ンクである「プライムビーフ」がこの
価格！普段使いにオススメです！

USプライムビーフ
肩ロース焼肉
248円/100g

ベーコン・レタス・トマトをトルティー
ヤ生地でロールした大人気調理パン。
21ピースになり、更にボリュームアッ
プ！ 行楽やピクニックにも大活躍！

ハイローラー（BLT）
（21個入り） 1,380円

大人気定番商品の丸型ピザに4月からの新
商品！ あらかじめカットし、必要な分だけ
オーブンで焼こう！

テイク＆ベイク 丸型ピザ
（スモークベーコン＆ポテト
クリームソースベース） 1,498円 九州産の純国産原料だけを使用した大麦

若葉を国内工場で生産。鮮度にもこだわ
り、収穫から粉砕加工まで24時間以内に
行っています。

金の青汁 純国産 大麦若葉
（3g×176包） 3,580円

コストコオーストラリアで人気のバスソル
トが日本上陸！欧米で多くの家庭のバス
タイムに愛用されています。

NATURES DELIGHT
エプソム＆ヒマラヤバスソルト

（2.5kg） 998円

ダイエットサプリで人気のYeast Enzymeから、
美容酵素ゼリーが新登場。ザクロ味で不足が
ちな鉄分と食物繊維をおいしく摂取。

メタボリック イーストエンザイム
ダイエット ビューティーゼリー

（150g×24個） 3,998円

定番アイテム！ 塩見がついた丸焼
きでそのままでも、サンドイッチ
やサラダにも使えますよ！

ロティサリーチキン
699円

映
画
の
あ
と
に

動
物
に
会
い
に

行
く
の
は
ど
う
？

ポップコーンも
オススメです！

とっておきの商品を並べて
お待ちしております★

❶ コストコホールセール 久山倉庫店
10：00～20：00  092-931-9092

❷ フードウェイ生鮮びっくり市場 トリアス店
10：00～21：00  092-957-5050

❸ ユナイテッド・シネマ トリアス久山  0570-783-270

❹ ふれあい動物園 10：00～17：00  092-976-3277

❺ Kid's US.LAND 10：00～20：00  080-4731-3100

❻ 楽市楽座210 10：00～24：00  092-976-3421

❶

❷

❸

❹

❺

❻

コストコオススメの

アイテムを一挙ご紹介！

th

th

遊びも買い物も

「　　　　」楽しんじゃおう！

6 7



［営業時間］トリアスモール10：00～20：00、飲食店11：00～22：00※店舗により異なる　［定休日］なし　［駐車場］4200台（無料）

福岡県糟屋郡久山町大字山田1111

092-931-9100

九州自動車道福岡ICより国道201号線、県道35号線を経由し、約10分。
古賀IC利用の場合は国道3号線の今在家交差点を左折し、県道35号線を久山町
方面へ、約15分。福岡都市高速粕屋ランプより約10分。

お車 西鉄バス　天神郵便局前より［27B］・［77］トリアス久山行きに乗り、      
  トリアス久山まで約44分。

路線
バス

4/19（金）公開
映画クレヨンしんちゃん
新婚旅行ハリケーン
～失われたひろし～

上映時間・イベントに関するお問合せ
TEL：0570-783-270

ユナイテッド・シネマ トリアス久山

しんちゃん
握手・撮影会

場所 トリアスモールスクエア

開催時間
①13：00～、②15：00～
各回先着50組様限定

※予定イベントの為、変更の可能性あり。

『映画クレヨンしんちゃん
新婚旅行ハリケーン
～失われたひろし～』
公開記念！

（日）
5/11
（土）

12

お金はないけど旅行に行きたい！ そんなみさえが見つけ
てきたのは、激安新婚旅行ツアー。野原一家、いまさら初
めての新婚旅行でオーストラリアへ！ しかし、そこで待っ
ていたのは、大自然とカワイイ野生動物でもなく、おいし
いオージー ビーフでもなく、キレイなお姉さんいっぱい
のビーチでもなく…モーレツデンジャラスな大冒険だっ
た̶̶ ！̶
（C）臼井儀人／双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2019

4 27
（土）

おしりたんてい
ショー

顔が"おしり"に見える名探偵の「おしりたんてい」が、数々の難

事件を「フーム、においますね」というお決まりのセリフを言い

ながらププっと解決していく謎解き物語。ショー終了後に握手

会・写真撮影会を開催致します。

［開催時間］①13：00～、②15：00～
［会場］トリアスモールスクエア

4 29
（月・祝）

5 6
（月・休）

黒龍舞術団
ステージショー

「幻像的なアジア芸術」をテーマにパフォーマンスを行う

舞術団。一流アーティストによる力強く美しい雑技や音

楽などを披露します。 

［演目：変面・イーズーディ］

［開催時間］各日①13：00～、②15：00～
［会場］トリアスモールスクエア

まだまだあるよ！ 見逃せないイベント＆新店舗情報

4 30
（火・休）

騎士竜戦隊
リュウソウジャーショー

騎士竜戦隊リュウソウジャーたち

が大活躍するステージショーを開

催！ ショー終了後に握手会・写真

撮影会を開催致します。

当院では、ていねいな診察とわかりやすい説明を心がけ
ております。地域の皆様にとっての「目のかかりつけ医」
を目指し、スタッフ一同全力を尽くしてまいります。

シティコンタクト トリアス久山店が新たに
OPEN。コンタクトの購入からご利用に関する
ご相談まで、お気軽にお問合せ下さい。

九州初出店！ キッズアパレルのブリーズ・アルジーなどの
F・O・インターナショナルの全ブランドを
アウトレット価格にて豊富に取り揃えております。

［開催時間］

①13：00～、②15：00～
［会場］トリアスモールスクエア

モンベルサイクル
試乗会 inTORIUS

これから自転車をはじめようと考えている方、購

入前のサイズ等で悩んでいる方におすすめ！

モンベルが独自に開発した自転車「シャイデック」

をはじめ、各ブランドのスポーツサイクルを実際

に体感できる、サイクル試乗会を開催します。

［開催時間］各日10：00～16：00 ［受付］モンベル トリアス店前

5 5
（日・祝）

6
（月・休）

※運転免許証などの写真付き身分証明書のご提示が必要となります。 ※動きやすい服装でお越しください。
※自転車用ヘルメットは貸し出しいたします。 ※雨天の場合、展示のみとさせていただきます。

［トリアスモール］F.O. FACTORY
10：00～20：00  092-410-5857

［トリアスモール］
川原眼科 久山クリニック
10：00～13：30
　15:00～18：30
※毎週木曜日休診、日祝は17：30まで
 092-976-1060

［トリアスモール］
シティコンタクト
10：00～20：00 
 092-976-6655

4.20（土） NEW OPEN

［オープニングセール］
4/25（木）～5/6（月・休）
3点以上お買い上げの方に
レジにてさらに10％OFF!

名探偵コナン
紺青の拳（フィスト）

（C）2019 青山剛昌／名探偵コナン製作委員会

4/12（金）公開
キングダム

（C）原泰久／集英社 （C）2019映画「キングダム」製作委員会

4/19（金）公開
アベンジャーズ
エンドゲーム

（C）Marvel Studios 2019

4/26（金）公開

［スペシャルプレゼント］4/25（木）～29（月・祝）
3,000円（税込）以上お買い上げの方
先着100名様に
ノベルティープレゼント！

4.25（木） NEW OPEN九州初出店

 092-652-3155


