
8月1日（金） 20:00～21:30

8月3日（日） 20:20～21:00

8月5日（火） 19:40～21:10

8月13日（水） 19:50～20:40

9月6日（土） 19:30～20:30

Let’s Enjoy! Motto Motto FUKUOKA!7・8月 ※掲載内容は予告無しに変更されることがあります。 ※詳しい内容及び営業時間については各施設へお問合せください。

福岡市美術館
ギャラリーツアー

おすすめイベントカレンダーおすすめイベントカレンダー

【tomarとは】tomarはスペイン語で、食べる・飲む・買う・写真を撮るなどの沢山の意味があります。福岡に立ち止まって、泊まって、
　　　　　  心にたくさんの思い出を留めて「福岡」を満喫して頂きたいというメッセージを込めました。

「ふくおか福たび」「ふくおか福たび」MOTTO2福岡を楽しむ体験＆まち歩きプログラム
【プログラム注意】◎集合場所は地図上　  をご覧下さい。 ◎参加に際し、別途経費(通訳等)がかかる場合は、お客様負担になります。
※キャンセルする場合は、必ず(当日であっても)予約先にご連絡下さい。※料金等が変更になる場合がございますので、直接お問い合わせください。

★福岡市観光案内所（博多駅総合案内所）
福岡市博多区博多駅中央街1-1（JR博多駅コンコース内）
☎092-431-3003（8：00～21：00）

★福岡市観光案内所（天　神）
福岡市中央区天神2丁目1-1（ライオン広場内）
☎092-751-6904（10：00～18：30）

宝塚歌劇月組公演　7月12日（土）～8月4日（月）

NHK大河ドラマ軍師官兵衛記念　官兵衛ゆかりの黒田資料 

劇団四季ミュージカル『キャッツ』　～10月4日（土）

天の川イルミネーション　～8月15日（金）19:30～23:00

山笠関連商品・グッズ大集合展　～7月20日（日）

博多祇園山笠人形展　～7月15日（火）
夏休み特別企画・学生たちのコラボ展　7月31日（木）～8月12日（火）
夏休み特別企画・みんなの伝統工芸体験教室　8月14日（木）～8月31日（日）

「博多町家」ふるさと館　開館記念「夏祭り」　8月10日（日）13:00～20:00

博多にわか　毎月第1土曜・第3日曜日　※8/17（日）はお休み
13:00～13:30/14:00～14:30

博多盆仁和加大会　8月24日（日）12:00開場　13:00開演

博多祇園山笠奉納仁和加大会　7月10日（木）　17:45～

柳橋鮮魚土曜市　鮮魚店各店舗が数量限定でお買い得品を準備　毎週土曜日12:00～
定例売出し　月に一度の共同売出し、抽選会など　毎月第3木曜日10:00～なくなり次第

長浜鮮魚市場大開放～市民感謝デー　販売コーナーやフードコーナーなどある
7月12日（土）・8月9日（土）　9:00～12:00

ニューかめりあ就航10周年イベント　7月4日（金）
毎月10日船内イベント開催中

海辺のカーニバル2014　毎年恒例の「海辺のカーニバル」
家族皆で楽しめるイベントが盛りだくさん　8月3日（日）10:00～16:00

コレクション展示　アートで対決
［1期］～7月21日（月祝）　［2期］7月26日（土）～9月28日（日）

サザエさん展　長谷川町子とその時代　～７月1３日（日）

2014年NHK大河ドラマ特別展「軍師官兵衛」　7月26日（土）～9月21日（日）

特別展　「クリーブランド美術館展 ー 名画でたどる日本の美」
7月8日（火）～8月31日（日）

 
 

レジャープール　回るプールやトンネルすべり台など
アスレチックが盛りだくさん　7月19日（土）～8月31日（日）

愛宕神社　ほおずき夏祭り　7月20日（日）～7月21日（月祝）
 

白糸の滝　そうめん流しやヤマメ釣りができる
そうめん流し　～9月頃まで　ヤマメ釣り　～10月頃まで

みたままつり　約六千灯のぼんぼりが灯される　
8月13日（水）～8月16日（土）

蒔絵と香道具　7月15日（火）～8月31日（日）
黒田家伝来の書跡　～7月13日（日）

ミュージカル「レディ・ベス」 8月10日（日）～9月7日（日）

7月上旬問い合わせ・施設名
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7月中旬 7月下旬 8月上旬
催し内容と期間

8月中旬 8月下旬 アクセス

博多座

☎092-263-5555（電話予約センター）

劇団四季 福岡オフィス
☎092-482-2013

福岡市博物館
☎092-845-5011

福岡市美術館

☎092-714-6051

九州国立博物館
☎050-5542-8600

石橋美術館
☎0942-39-1131

シーサイドももち海浜公園
☎092-822-8141

能古島キャンプ村・海水浴場
☎092-881-0948

海の中道サンシャインプール
☎092-603-1111

かしいかえん　シルバニアガーデン
☎092-681-1602

白糸の滝ふれあいの里
☎092-323-2114

ボートレース福岡
☎092-771-6061

マリンワールド海の中道
☎092-603-0400

福岡市動植物園
☎092-531-1968

博多仁和加振興会事務局

愛宕神社

筥崎宮

住吉神社

福岡縣護国神社　

☎092-733-5050

☎092-741-2555

☎092-291-2670

☎092-641-7431

☎092-881-0103

福岡市鮮魚市場
☎092-711-6414

柳橋連合市場　
☎092-761-5717

「博多町家」ふるさと館　
☎092-281-7761

はかた伝統工芸館

☎092-409-5450

福岡タワー

カメリアライン株式会社
☎092-823-0234

☎092-262-2323

もーもーらんど油山牧場
☎092-865-7020

福岡ソフトバンク
ホークス（株）

アビスパ福岡（株）

☎092-847-1006

☎092-674-3020

中央区地行浜
福岡 ヤフオク！ドーム
地下鉄「唐人町駅」下車
徒歩約15分
※博多・天神より直行臨時バスあり

博多区東平尾公園　レベルファイブスタジアム
地下鉄「福岡空港駅」下車
シャトルバスで約8分　　　　　　　　　　　　

博多区冷泉町
地下鉄「祇園駅」「中洲川端駅」下車徒歩約5分
西鉄バス「川端町・博多座前」下車徒歩約5分

中央区南公園
期間中、地下鉄「桜坂駅」から
無料送迎バスを運行

早良区百道浜
地下鉄「西新駅」下車徒歩約20分

中央区那の津
地下鉄「天神駅」下車徒歩約10分

東区西戸崎
ＪＲ「海ノ中道駅」下車徒歩約5分

博多区上川端町
地下鉄「祇園駅」「中洲川端駅」下車
徒歩約5分
西鉄バス「川端町・博多座前」下車
徒歩約5分

南区柏原
都市高速「野多目ランプ」より約20分

博多区沖浜
西鉄バス「博多港国際ターミナル」下車

中央区柳橋
西鉄バス「柳橋」下車すぐ

中央区長浜　福岡市中央卸売市場
地下鉄「赤坂駅」下車徒歩約12分

中央区赤坂　福岡市中央市民センター
地下鉄「赤坂駅」下車徒歩約5分

博多区上川端町　櫛田神社
地下鉄「祇園駅」下車徒歩約5分

博多区冷泉町　「博多町家」ふるさと館
地下鉄「祇園駅」下車徒歩約5分

西区愛宕
地下鉄「室見駅」下車徒歩約15分

西区能古　
「能古渡船場」よりフェリーで約10分、
下船後送迎バスで約5分

東区西戸崎
JR「海ノ中道駅」下車すぐ

東区香住ヶ丘
西鉄貝塚線「香椎花園前」下車
徒歩約1分

糸島市白糸
JR筑肥線「筑前前原駅」より
タクシーで約30分　駐車場あり

中央区六本松
西鉄バス「護国神社前」下車すぐ

博多区住吉
西鉄バス「住吉」下車すぐ

東区箱崎
地下鉄「箱崎宮前駅」下車すぐ

久留米市野中町
西鉄電車「久留米駅」下車バスで約5分

太宰府市石坂
西鉄電車「太宰府駅」下車徒歩約10分

早良区百道浜
地下鉄「西新駅」下車徒歩約15分

博多区下川端町
地下鉄「中洲川端駅」下車徒歩すぐ

博多区住吉　キャナルシティ劇場
西鉄バス「キャナルシティ博多前」下車すぐ

中央区大濠公園
地下鉄「大濠公園駅」下車徒歩約10分
西鉄バス「福岡市美術館東口」下車
徒歩約3分

2日（水）～ 3日（木）千葉ロッテ
4日（金）～ 6日（日）東北楽天
8日（火）～10日（木）オリックス
21日（月祝）・23日（水）千葉ロッテ
25日（金）～27日（日）オリックス

20日（日）ファジアーノ岡山
30日（水）湘南ベルマーレ

7月 8月10日（日）ジュビロ磐田
24日（日）ＦＣ岐阜

8月
8日（金）～10日（日）北海道日本ハム
13日（水）～14日（木）東北楽天
19日（火）～20日（水）埼玉西武
26日（火）～28日（木）北海道日本ハム

7月
プロ野球・福岡ソフトバンクホークス情報

プロサッカー・アビスパ福岡情報

毎日　搾乳体験 10:30～/13:15～　乗馬体験 11:00～11:30/15:00～15:30
バター手作り体験　毎週土曜・日曜・祝日　14:15～（受付9:00～）

※消費税改正等に伴い、掲載の料金が変更となる場合があります。各店舗へ直接お問い合わせください。

夜の水族館　営業時間を延長。博多湾の夜景をバックに繰り広げられる
イルカのショーなどが楽しめる　7月19日（土）～8月31日（日）9:00～21:30

夜の動植物園　トラやライオンなど、夜行性の動物が活発に動き回る
様子が観察できる　8月の毎週土曜日　18:00～21:00

西日本新聞社　☎092-711-5506　中央区大濠公園　大濠公園　地下鉄「大濠公園駅」下車すぐ

わっしょい百万夏まつり振興会事務局　☎093-541-5472　小倉城周辺　ＪＲ「西小倉駅」下車徒歩約5分、ＪＲ「小倉駅」下車徒歩約10分

筑後川花火大会実行委員会　☎0942-32-3207　久留米市　筑後川河川敷　ＪＲ「久留米駅」下車徒歩約10分

海峡花火大会実行委員会門司　☎093-331-8781北九州市門司区　西海岸周辺　JR「門司港駅」下車徒歩約5分

Ｆｕｋｕｏｋａ東区花火大会実行委員会　http://e-machikashii.com/hanabi　東区香椎浜　片男佐海岸　西鉄貝塚線「西鉄香椎駅」下車徒歩約15分
※天候などにより延期、または中止となる場合がございます。

花火大会第52回西日本大濠花火大会

第27回わっしょい百万夏まつり

筑後川花火大会

関門海峡花火大会

第24回Ｆｕｋｕｏｋａ東区花火大会

http://yokanavi.com/jp/fukutabi/ または 「ふくおか福たび」で検索
主催：福岡市/福たび事務局：福岡観光コンベンションビューロー TEL.092-733-5050（平日9：30～17：30）
その他のプログラムはHPをチェック！

【開館日】毎日11:00～／14:00～（所要約40分）
【料金】常設展示観覧料
　一般200円、高大生150円、中学生以下無料
【定員】なし
【集合場所・アクセス】
美術館1階案内カウンター前（中央区大濠公園1-6）
地下鉄「大濠公園駅」下車徒歩約10分
西鉄バス「福岡市美術館東口」下車徒歩約3分

●予約／不要（ただしグループでご参加の場合はご予約ください）
●問合せ・申込／福岡市美術館　☎092-714-6051

住吉神社　名越祭　7月30日（水）～8月1日（金）

 

筥崎宮　夏越祭　7月26日（土）～7月27日（日）

 

早良区百道浜　
地下鉄「西新駅」下車徒歩約15分

人工海浜でお子様連れで砂遊びなどができ、ビーチバレーコートなどがある
※遊泳は一部水域については禁止

ディキャンプ、バーベキュー、海水浴が出来る。
夜は浜辺で花火やキャンプファイヤーもOK　～9月末

西日本最大級のレジャープール　流水プールや幼児プール、足湯露天風呂などあり、大人も子供も楽しめる
7月5日（土）6日（日）、12日（土）13日（日）、7月19日（土）～8月31日（日）、9月28日までの土日祝

1
【日時】毎日　11:00～21:00
【料金】昼（11:00～16:00）5,000円、
　　　夜（16:00～21:00）6,000円（各2時間貸切）
　　　※ラーメン店での飲食代は含まれていません
【定員】小型車１台につき4名まで

3
「ひらがなを筆ペンで書く博多弁講座！」
八女茶と黒田銘菓「黒田おこし」を
楽しむ会とともに

お気に入りの名店へご案内！
ラーメンタクシー
博多ラーメン食い倒れツアー

【日時】ご要望に応じて
　受付時間9:00～18:00(所要約60分)
【料金】大人（中学生以上）1,000円、子供500円
【定員】3～6名
【集合場所・アクセス】福プロジェクト
　（博多区須崎町9-10　ハカタ須崎コーポ503）
　地下鉄「中洲川端駅」下車徒歩約7分

●予約／7日前まで
●問合せ・申込／福プロジェクト
　☎080-4453-3930(小林)

●詳細はお問い合わせください
●予約／前日まで
●問合せ・申込／一般社団法人 福岡市タクシー協会
　☎092-434-5100（平日9:00～17:00）

2

10日
流舁き
いよいよ追山笠に向けて、初めて山
笠が動き出し、それぞれの流区域
内を隅 ま々で舁きまわります。見どこ
ろは各舁山笠の山小屋付近です。

11日
朝山

11日
他流舁き

14日
流舁き

各流での流舁きを見学。穴場は
流舁き出発前の山小屋周辺。男
衆から各流の特徴や流舁きの
コースなど聞けるかも！？

穴場は流舁き「出発前」！Point

子どもたちや功労者が台上がり
を交替するので町内の境毎で山
笠が止まります。そのたびに、
じっくり間近で山笠を見ることが
できます。

止まる舁山笠が見られる！？Point

他の流区域まで出向き、流舁きを
行います。

「櫛田入り」が見学可能です。桟
敷席にも無料で入ることができ
ます。 

桟敷席に無料で！？Point

10日の流舁きと同じく、それぞ
れの流区域内を舁き回ります。
15日の追山笠に向けての最終
調整です。

各流での流舁きを見学。穴場は
流舁き出発前の山小屋周辺。男
衆から各流の特徴や流舁きの
コースなど聞けるかも！？

追山笠まで12時間強Point

土居流
大黒流
東　流
中洲流
西　流
千代流
恵比須流

17：00
17：00
18：00
16：00
17：00
16：00
18：00

■舁出時刻（出発時刻）

「祝儀山」とも言われ、早朝5時か
ら6時にかけて舁き出されます。

土居流
大黒流
東　流
中洲流
西　流
千代流
恵比須流

5：00
5：00
5：00
6：00
5：00
6：00
5：00

■舁出時刻（出発時刻）

土居流
大黒流
東　流
中洲流
西　流
千代流
恵比須流

なし
17：00
17：30
15：00
なし
16：00
なし

■舁出時刻（出発時刻）

土居流
大黒流
東　流
中洲流
西　流
千代流
恵比須流

17：00
17：00
なし
16：00
17：00
なし
16：00

■舁出時刻（出発時刻）
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10日・11日・14日の見どころは各流の山小屋付近です。　※時間・コースは変更になる場合がございますのでご注意下さい。
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全タクシー車両インフルエンザ感染予防対策済（除菌器搭載）

福岡交通株式会社 http://www.fukuoka-kotsu.co.jp

tel.092-643-7622
福岡市東区箱崎ふ頭5丁目9-36

ご予約・お問い合せは

私たちの愛する福岡・博多のまちをご案内いたします。
タクシーで観光地をめぐる人気の観光コースをご紹介します。

福岡
交通

【料金】● タクシー：14,000円  ● ジャンボタクシー：21,500円
【コース内容】博多駅⇒水城跡（車中）⇒都府楼跡⇒観世音寺⇒太宰府天満宮⇒博多織献上館⇒博多駅

【コース内容】博多駅⇒福岡城跡（車中）⇒福岡東洋陶磁美術館⇒福岡タワー
　　　　　　⇒櫛田神社・博多町家ふるさと館 or 松風園 or 楽水園⇒博多駅

【コース内容】博多駅⇒福岡城跡or鴻臚館⇒大濠公園・日本庭園⇒福岡市博物館
　　　　　　⇒崇福寺⇒櫛田神社・博多町家ふるさと館⇒博多駅

【コース内容】博多駅⇒金印公園⇒志賀島一周⇒志賀海神社⇒福岡市博物館
　　　　　　⇒櫛田神社・博多町家ふるさと館⇒博多駅

【料金】● タクシー：17,500円  ● ジャンボタクシー：27,000円

上記に『九州国立博物館』をプラスしたコースもございます（所要：5時間）

太宰府めぐりコース

海浜タワーとして日本一の高さを誇る福岡市のランドマーク。最上階の展望室は地上123m
の場所にあり、福岡市の市街地を一望することができます。

【料金】● タクシー：10,500円  ● ジャンボタクシー：16,000円

福岡タワーコース （所要：3時間）

黒田如水（官兵衛）、長政が7年の歳月をかけて築城した名城福岡城跡や、黒田家の
菩提寺など、黒田藩ゆかりの名所をめぐります。

【料金】● タクシー：12,000円  ● ジャンボタクシー：18,500円

黒田五十二万石めぐりコース （所要：3.5時間）

「漢委奴国王」の金印が発見された志賀島を中心に、福岡・博多の歴史に触れるコース
です。

【料金】● タクシー：14,000円  ● ジャンボタクシー：21,500円

●その他にも博多三社めぐりコース（2.5時間）、福岡の名園めぐりコース（3時間）、お手軽コース（2時間）がございます。お気軽にお問い合せ下さい。

金印と志賀島めぐりコース （所要：4時間）

学問の神として菅原道真公がまつられており、日本全国から多くの参拝客が集まる人気
スポットです。2～3月には菅公も好んだとされる梅が咲き誇ります。

ようこそ福岡へ！

【コース内容】博多駅⇒旧福岡県公会堂貴賓館 or 楽水園・住吉神社
　　　　　　⇒櫛田神社・博多町家ふるさと館⇒東長寺・聖福寺・承天寺⇒博多駅

大陸交流の玄関口としての役割を持っていた博多の街には歴史ある神社が多く、今なお街
に息づく博多っ子文化の発祥を見ることができます。

【料金】● タクシー：8,500円  ● ジャンボタクシー：13,500円

博多の街並みめぐりコース （所要：2.5時間）

（所要：4時間）

祝「軍師官兵衛」放送開始！
ふくおか官兵衛くん

http://r.gnavi.co.jp/f350200/

◆玄界灘の幸お刺身五点盛り
◆博多水炊き
◆博多もつ鍋

…………1人前 1620円~（税込）
…………………………1人前 2484円~（税込）
…………………………1人前 1296円~（税込）

おすすめ
メニュー

〈こだわりの博多料理〉九州の
自然で育った食材で「水炊き」
「もつ鍋」「いか活造り」などご用
意しています。くまもと地鶏天草
大王、くまもと大塚牧場の牛も
つ、佐賀有田のありたどり等々。

博多「なぎの木」西中洲本店

福岡市中央区西中洲10-1
11:00～24:00（L.O.23：00）

☎092-737-2020

50席 カード／可

MAP C-4
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年中無休

★トマール特典★ お食事代10%OFF

幻の鶏、天草大王を博多で復活させた店
おすすめの「元祖博多水炊き」 3,024円（税込）

中洲

居酒屋

博多「なぎの木」
博多エクセルホテル東急店
☎092-263-5578

姉妹店
博多「なぎの木」天神隠れ家
☎092-406-4083
（17：00～24：00）

http：//www.kaji-fuk.jp

おすすめ
メニュー

日本料理 かじ中洲本店

福岡市博多区中洲2-3-11
11:00～24:00（L.O.23：00）

0120-293-490

100席 カード／可

MAP C-4

1

元旦

★トマール特典★ 乾杯ビールサービス
※夜のみご利用いただけます。

ふぐは天然のみ使用。｢ふぐ」はもちろん
「イカ」「おこぜ」「あら」を堪能できるお店。

中洲

和食

http://www.hotel-eclair.co.jp/restaurant/

◆ギネス・キルケニー
◆フィッシュ＆チップス
◆自家製ピッツァ

… 通常９1０円・Happy Hour５7０円
…………………………… 1,000円

……………………………… 1,000円～
おすすめ
メニュー

自家製ピッツァも絶品！
またアイリッシュビール
をリーズナブルに楽し
めるHappyHour（月～
金17：00～19：00／
土・日・祝11：30～19：
00）も開催中！ギネス・
キルケニーなどを低価
格で毎日楽しめるこの
お得な時間にぜひ、お
越し下さい！

Irish Pub THE HAKATA HARP

福岡市博多区須崎町1-1 ホテルエクレール博多 半地下
11：30～翌2：00（日・祝日～23：00）／ランチタイム11：30～15：30

☎092-283-6446

MAP B-4
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人気のフィッシュ＆チップスサービス
★トマール特典★

※1グループにつき1枚使用可

本場アイリッシュパブで贅沢な時間を！！アイルランドの代表格
地ビール「ギネス」や「キルケニー」を樽生で楽しめるパブ！

中洲

BAR

無休 40席　カード／可

◆炙りモツ＆馬刺しコース
◆炙りモツ しょうゆ味・みそ味（1人前）
◆和牛ホルモン鉄板焼（辛1倍～5倍まで）

 ………………………3,000円～
…………… 990円
………… 900円

おすすめ
メニュー

牛もつは上質な脂の国産
牛を厳選し、当日仕入れた
脂の状態を見て各部位を
ブレンド。通常のもつ鍋の
他にも、牛もつを炭で炙っ
た元祖『炙り醤油味』がお
ススメ！スープの好みも（濃
い味・薄味）合わせることが
でき、醤油だれ・味噌だれ・
ゆず胡椒等でオリジナル
のもつ鍋を楽しめます！

http://r.gnavi.co.jp/f408900/

もつ鍋一慶 西中洲

福岡市中央区西中洲3-1 デルタウエスト2F
15:00～02:00(L.O.01:00)

☎092-752-0313

80席 カード／可

MAP C-4
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年中無休

TV・雑誌等でひっぱりダコの超人気店！
博多を代表する元祖炙りもつ鍋。

博多

もつ鍋

マンゴアイスorゆずシャーベットサービス
★トマール特典★

お一人様一つに限ります

http://www.motu-ooyama.com

◆もつ鍋みそ味・正油味・水炊き味（1人前）

◆極上馬刺し 熊本直送

◆柔らかスモツ

………………… 1,190円～（税込）

…………………… 1,990円（税込）

……………………… 680円（税込）

おすすめメニュー

博多名物「もつ鍋おおやま」平日でも予約が
必要なほど人気のあるお店。自慢のもつは九
州産の上質な黒毛和牛の小腸のみ使用！大
根おろし入りのポン酢で食べる水炊き風、
こってり系の味噌味、あっさり系の醤油味で
頂けます。誰もが思わず食べ過ぎてしまうとい
う逸品を、一度ご賞味あれ。博多駅店は平日
ランチも有り！（もつ鍋定食990円～〈税別〉）

博多もつ鍋 おおやま

福岡市博多区店屋町7-28

博多もつ鍋 おおやま 本店 博多もつ鍋 おおやま 博多駅店

17:00～24:00（金・土曜日/～25：00）

本　　店：☎092-262-8136
博多駅店：☎092-475-8266

160席 カード／可

MAP C-5MAP B-4
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不定休
福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多デイトス1F
11：00～24：00（L.O.23:30）ランチ：11：00～16：00

32席 カード／可　　予約／不可
年中無休

★トマール特典★ ラ・フランスシャーベットお一人様1つサービス

博多

もつ鍋

本店 博多駅店

もつ鍋ランチ（博多駅店のみ）

予約必須！博多に来たらNO.1もつ鍋専門店で博多の味を堪能しよう！
九州産の上質な黒毛和牛のもつと10種類の味噌がブレンドされた秘伝の味。

◆とらふぐ刺
◆おこぜコース
◆やりいか活造り

…………………………………… 3,500円～
………………………………… 3,500円～
……………………………… 2,000円～

博多中洲で創業55年
の歴史を持つ日本料理
店。下関のふぐをはじ
め、玄界灘の活魚料理
が楽しめます。おすすめ
は、活ヤリイカ、おこぜ、
あわび、はも、関あじ、他
にも旬の野菜料理など
ご用意しております。

年末年始

※サ込税別

http://www.kanitsu.co.jp/hakata/

◆かにしゃぶ鍋会席「すずらん」(1人前)
◆鍋無し会席「小樽」(1人前)
◆炭火焼70会席(1人前)

… 6000円→5700円（税込）
…… 6800円→6400円（税込）

………… 7000円→6600円（税込）
おすすめ
メニュー

西中洲、春吉橋たもとに
位置し、自慢はどれにし
ようか迷ってしまうほどの
多彩なコース！その中か
ら今回人気の「かにしゃ
ぶ鍋コース」「鍋無しコー
ス」「炭火焼コース」の3
種をお試し価格でご奉
仕！ご来店のお客様には
人数分のワンドリンク
サービス有り！！

かに料理専門店 かに通 博多店

福岡市西中洲1-2
11：00～15：00、17：00～23：00（土日祭11：00～23：00）

☎092-711-8618

個室、テーブル席、大広間（最大65名宴会可） カード／可

MAP C-4
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大晦日・元旦

博多で「かに料理専門店」といえばココ！
多彩なかに料理が楽しめる人気店！！

中洲

かに料理

http://www.tatsumi-sushi.com/

◆おまかせコース
◆寿司ランチ
◆特上にぎり

…………………………… 11,000円～
…………………………………… 1,900円～
…………………………………… 3,900円　

おすすめ
メニュー

30年以上にわたり地元で愛
され続ける理由は常連のお
客様さえも飽きさせないネタ
への追及です。魚本来の旨み
や美しさを活かすために職人
の感性とアイディアが沢山詰
まったたつみオリジナル創作
寿司。是非、他では味わえな
い博多の「たつみスタイル」を
お召し上がり下さい。ランチも
お手頃価格からあります。

たつみ寿司 総本店

福岡市博多区下川端町8-5
11：00～22：00（LO21：30）

☎092-263-1661

MAP B-4
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デザート１品サービス
★トマール特典★

ワンドリンクサービス（人数分）
★トマール特典★

※夜のみご利用頂けます

新鮮なネタを最大限に活かした醤油を使わない
オリジナル創作寿司が大人気！

博多

和食

1階カウンター18席　2階個室7室　3階個室6室（最大40名様まで可能）　カード／可

※消費税改正等に伴い、掲載の料金が変更となる場合があります。各店舗へ直接お問い合わせください。

有効期限2014年8月末まで。１枚で５名様まで有効。

割引券 このチケットを
ご持参ください！

トマール福岡

〒812-0013  福岡市博多区博多駅東1-9-36

TEL.092-474-1121 FAX.092-474-0591

【トマール特典】通常料金より10％OFF！
http：//www.toyohotel-fuk.co.jp

博多駅から歩いて2分！
充実の設備と利便な環境。

シングル

ダブル
7,200円
10,000円

ツイン 10,000円～料金
（税込）

携帯サイトにお得なプランを
取り揃えております。
携帯サイトもご利用いただけます。

携
帯
で
チ
ェ
ッ
ク

携帯サイトにお得なプランを
取り揃えております。

福岡合同
庁舎

博多
スターレーン

都市高
博多駅東

博
多

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

〈2014年4月現在〉

はだしでイルカにタッチ

平　　日①11：50～②15：50～、
土日祝盆①10：40～②13：20～③16：20～
【人数】各回100名　【料金】500円
【参加条件：身長100㎝以上の方

イルカに直接
タッチして間
近で観察して
みてください！

博多駅から5分！（南天神）
ホテル周辺バス停から天神・博多までアクセス便利！

〒810-0005 福岡市中央区清川1-14-15（南天神）
http://www.benikea-calton.com

こちらの広告をご持参頂くとミネラルウォーター1人1本プレゼント！

カルトンホテル福岡天神
ベニキア 

TEL.092-522-4980 FAX.092-522-4981

平日料金
(税込)

SINGLE  ￥5,500～　　         
SEMI DOUBLE ￥7,000～
DELUXE TWIN ￥10,000～

【営業時間】９：３０～１７：３０（入館は閉館の1時間前まで）
【料金】大人（高校生以上）2,160円、中学生1,180円、小学生820円、幼児（4歳以上）570円

7/19㊏～8/31㊐

大人1名様 ………… 200円引
中学生以下1名様 … 100円引
※他の割引との併用はできません。

7/19㊏～8/31㊐
9：00～21：30

9/6㊏7㊐・13㊏～15㊐
9：30～21：30

博多湾の夜景を

バックに行う「夜
のイルカショー」

2万匹のイワシの

大群が魅せる

「音と光の
イワシショー」

ほのかな光が
幻想的な
「ウミホタルの
発光実験」

　

～ブルーオーシャンナイト～
夜の水族館
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【期間】7月1日～15日

観光情報満載！
TAKE FREE

7月▶8月末

【発  行】(公財)福岡観光コンベンションビューロー
〠810-0001 福岡市中央区天神1-11-17
（福岡ビル4階）　☎092(733)5050

【編  集】㈲サザンクロス・ロード
〠810-0041 福岡市中央区大名2-10-4

■トマールフクオカの情報はこちらへ

URL http：//www.welcome-fukuoka.or.jp
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