
福岡市観光案内所（博多駅）

福岡市観光案内所（天　神）

アジア太平洋フェスティバル福岡2010 9月18日（土）～9月20日（月祝）アジア太平洋フェスティバル実行委員会
☎092-733-5933

博多区沖浜町　マリンメッセ福岡
西鉄バス「マリンメッセ前」下車すぐ

長浜鮮魚市場大開放
～市民感謝デー特設フードコーナーあり

8月7日（土）・9月11日（土）
9:00～12:00

福岡市鮮魚市場
☎092-711-6412

中央区長浜　
地下鉄「赤坂駅」下車徒歩約7分

NAKASU JAZZ2010 8月27日（金）～8月28日（土）
19:00～22:00（雨天決行）

NAKASU JAZZ実行委員会
http://nakasujazz.com/

博多区中洲　中洲中央通り
地下鉄「中洲川端駅」下車すぐ

2010国立ボリショイサーカス福岡公演 8月11日（水）～8月16日（月）㈱福岡スポーツセンターイベント部
☎092-741-1661

博多区築港本町 福岡国際センター
西鉄バス「国際センター前」下車すぐ

放生会
秋の実りに感謝する祭りで参道には多くの露店が並ぶ 9月12日（日）～9月18日（土）筥崎宮

☎092-641-7431
東区箱崎
地下鉄「箱崎宮前駅」下車すぐ

夜の動物園
昼間とは違った動物園を楽しめる

8月の毎週土曜
18:00～21:00

福岡市動植物園
☎092-531-1968

中央区南公園
西鉄バス「動物園前」下車すぐ

町家カフェ　坪庭でかき氷や飲み物など楽しめる ～8月29日（日） 期間中の土日祝

町家の夏祭り 8月7日（土）～8月8日（日）

博多町家ふるさと館

☎092-281-7761

博多区冷泉町
地下鉄「 園駅」下車徒歩約5分

THE STAR FESTIVAL2010
～星に近い福岡タワーの七夕まつり～
天の川イルミネーションや楽しいイベントが盛りだくさん

～8月31日（火）19:30～23:00
19:00以降は小学生以下展望台無料

福岡タワー

☎092-823-0234

早良区百道浜
地下鉄「西新駅」下車徒歩約15分

太宰府天神おもしろ市
骨董品や古着など約100店が並ぶ

9月4日（土）～9月5日（日）
9:00～17:00（雨天決行）

太宰府天神おもしろ市事務局
☎092-922-9955

太宰府市宰府
西鉄電車「太宰府駅」下車徒歩約5分

東区西戸崎
｢海の中道駅」下車徒歩約5分
博多埠頭・マリゾンより
高速船｢海の中道」下車徒歩約1分

マリンワールド

☎092-603-0400

季節の花

夏の「夜の水族館」

海の宝石展　きらめく海の生き物たちver.2 ～8月31日（火）

～9月20日（月祝）土日祝

南区柏原
西鉄バス「柏原小学校前」下車
徒歩約1時間

もーもーらんど油山牧場
☎092-865-7020 手作りバター教室

乗馬体験・搾乳体験 毎日

毎週土・日曜日・祝日（13：30～受付）

中央区柳橋
西鉄バス「柳橋」下車すぐ

柳橋連合市場
☎092-761-5717 柳橋鮮魚土曜市　切子明太子や自家製干物などの限定販売

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10:00～なくなり次第

毎週土曜12:00～

期　間催し内容問合せ 交　通

演 

劇

美
　
術 新しい神話が始まる。古賀春江の全貌 ～9月5日（日）石橋美術館

☎0942-39-1131
久留米市野中町
西鉄電車「久留米駅」下車バスで約5分

九州国立博物館開館5周年記念特別展
「馬　アジアを駆けた二千年」 ～9月5日（日）九州国立博物館

☎050-5542-8600
太宰府市石坂
西鉄電車「太宰府駅」下車徒歩約10分

おいでよ！絵本ミュージアム2010 7月30日（金）～8月22日（日）福岡アジア美術館
☎092-263-1100

博多区下川端町
地下鉄「中洲川端駅」下車徒歩すぐ

世界遺産　アンコールワット展

栄西と中世博多展 9月11日（土）～10月31日（日）

～8月29日（日）福岡市博物館
☎092-845-5011

早良区百道浜
地下鉄「西新駅」下車徒歩約10分

博多区下川端町
地下鉄「中洲川端駅」下車徒歩すぐ

8月2日（月）～8月24日（火）宝塚歌劇星組公演

9月4日（土）～9月30日（木）北島三郎特別公演

博多座

☎092-263-5555

☎092-522-3210
福岡市植物園

コスモス　約4,600本

中央区南公園
西鉄バス「動物園前」下車すぐ

動物園と隣接し1日楽しむことが
出来る

～8月12日（木）
ライトアップ

福岡城跡のお堀にあり、８月の下旬
まで楽しめる。早朝が見ごろ。

☎092-881-2494
のこのしまアイランドパーク

コスモス　約50万本

西区能古「能古渡船場」より
フェリーで約10分、下船後バスで10分

中央区城内
地下鉄「赤坂駅」下車徒歩すぐ

満開時期の週末にはライトアップ
もあり、夜のコスモス畑は幻想的

☎092-603-1111
国営海の中道海浜公園

コスモス　約150万本

東区西戸崎
JR「海ノ中道駅」下車すぐ

園内は季節の花々で楽しめる

☎092-781-2153
舞鶴公園

ハス

☎0944-73-8111
柳川市観光課

ひまわり　約35万本

柳川市橋本町　柳川ひまわり園
西鉄電車「柳川駅」下車

Event Schedule
★誌面の都合により、一部の情報を掲載しております。又、掲載内容は予告なしに変更されることがあります。

イベント情報（8月～9月）

※8月は毎日開催※入館締切20:30
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アビスパ福岡

☎092-674-3020

福岡ソフトバンクホークス
マーケティング（株）

☎092-847-1006

プロ野球・ソフトバンクホークス情報
8月10日（火）～8月12日（木）・8月24日（火）～8月26日（木）VSオリックス
8月13日（金）～8月15日（日）・9月10日（金）～9月12日（日）VS日本ハム
8月27日（金）～8月29日（日）・9月23日（木）VS千葉ロッテ
9月 7日（火）～9月 9日（木）VS東北楽天
9月18日（土）～9月20日（月）VS埼玉西武 
プロサッカー・アビスパ福岡情報
7月24日（土）VSファジアーノ岡山
8月 8日（日）VS愛媛FC

8月21日（土）VS水戸ホーリホック
9月12日（日）VSジェフユナイテッド千葉 

博多区東平尾公園
地下鉄「福岡空港駅」下車
臨時バスで約8分

中央区地行浜
福岡Yahoo!JAPAN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

お す す め イ ベ ン ト

ライトアップも各地で開催中、夏の花を楽しもう！
●ハス/7月下旬～8月中旬・コスモス/9月中旬～・ひまわり8月中旬   

フルーツ狩り

☎0943-72-4956

久留米観光コンベンション
国際交流協会田主丸事務所

ぶどう・いちじく・柿・みかん・ブルーベリー

久留米市田主丸
JR「田主丸駅」より車で約5分

全国でも有数の植木の町
福岡の奥座敷。脇田温泉が有名

市内で唯一のブルーベリー農園

☎0943-77-5611
うきは市観光協会

ぶどう・梨・柿

うきは市浮羽町
JR「うきは駅」より車で約15分

早良区小笠木
都市高速「野芥ランプ」より車で約20分

水と緑とフルーツの里

☎0946-25-1515

ぶどう・梨・りんご・柿

朝倉市長谷山
甘木インターより車で約20分～25分

三連水車の町

☎092-804-3672
カントリーファーム木苺舎

ブルーベリー

☎0949-55-9090
宮若市観光協会

ぶどう・梨

宮若市脇田周辺
ＪＲ九州バス「楠水閣」下車後タクシー

８月中旬からはじまるフルーツ狩りへGO！
●ブルーベリー/～8月下旬・ぶどう/～10月頃・梨/7月下旬～11月中旬・りんご/8月中旬～10月下旬

JA筑前あさくら秋月支店

納涼船

☎092-291-1085

福岡市営渡船　納涼船
博多湾内クルーズ

博多区築港本町
西鉄バス「博多埠頭」下車すぐ

～8月29日（日）の金曜・土曜・日曜日

夏の夜を涼しく楽しく船遊びしよう！

福岡市港湾局港湾振興部客船事務所
☎0944-74-0891

納涼船
コース沿いをライトアップ

柳川市沖端
西鉄電車「柳川駅下車すぐ

～9月5日（日）　事前予約制

柳川市観光案内所

レジャープール

☎092-681-1602
かしいかえんシルバニアガーデン

150ｍのドーナツ型のプールが人気。
幼児用プールもあり安心して利用出来る

東区香住ヶ丘
西鉄「香椎花園前駅」下車徒歩1分

～8月31日（火）
9月4日（土）～9月5日（日）

☎093-223-3481
レジャープールアクアシアン

隣接して海水浴場があり、出入り自由で
プールと海を同時に満喫出来る

遠賀郡芦屋町
ＪＲ「折尾駅」よりバスで約25分後徒歩約10分

～8月31日（火）

☎092-603-6835

子供から大人まで楽しめる
西日本最大級のプール

東区西戸崎
JR「海ノ中道駅」下車すぐ

～8月31日（火）、
9月1日～20日までの土日・23日（木祝）

子どもも大人も楽しめる水遊びばココで！

８月、９月もイベント盛りだくさんの福岡！レジャープールやフルーツ狩りなどのお昼のスポットはもちろん、
暑い夜も楽しく過ごせる花火大会や納涼船などのレジャースポットも満載です。是非、ご家族やお友達とお出かけ下さい！

夏の夜を彩る
花火大会も必見！

海の中道サンシャインプール管理所

第48回西日本大濠花火大会 ※雨天順延8/2
8月1日（日）20：00～21：30　福岡市中央区：大濠公園／地下鉄「大濠公園」駅下車

第20回FUKUOKA東区花火大会 ※雨天順延9/5
9月4日（土）20：00～21：00　福岡市東区：香椎浜片男海岸／JR「香椎」駅下車 徒歩約15分

第34回春日あんどん祭り ※小雨決行
8月8日（日）20：00～20：45　春日市：県営春日公園／JR「春日」駅下車 徒歩約10分

福岡の夏を遊びつくそう！！福岡の夏を遊びつくそう！！

観光タクシーのお問い合わせ・お申込みは

第一交通産業グループ 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2-17-15
☎092-481-6400第

一

おすすめ観光コース 時間制の料金で観光地をめぐれる観光タクシーは、小グループでの旅行や、
出張のちょっとした合い間のご利用にとっても便利です。

太宰府めぐり４時間
【ご利用料金】 小型：14,000円　中型：18,000円　大型：20,000円　特大：21,600円

Aコース
天神様で有名な太宰府天満宮。古代のロマン漂う都府楼跡など万葉の昔をとどめる史
跡をタクシーでめぐります。博多駅から４時間で太宰府周辺をじっくり周遊できます。

博多駅→水城跡（車中）→都府楼跡→観世音寺→
太宰府天満宮→福岡観光会館→博多駅順路

黒田52万石めぐり３時間30分
【ご利用料金】 小型：12,200円　中型：15,700円　大型：17,500円　特大：18,900円

Bコース
黒田節でおなじみの筑前52万石の城址や藩主の菩提寺など、黒田藩ゆかり
の名所をめぐります。博多駅から３時間30分で黒田藩の名所をめぐります。

博多駅→鴻臚館跡→福岡城址→大濠公園→
福岡市博物館→崇福寺→東公園→博多駅順路

博多の名園と博多人形３時間
【ご利用料金】 小型：10,500円　中型：13,500円　大型：15,000円　特大：16,200円

Cコース
旧黒田藩主別邸の庭園など新旧の博多の名園や伝統の博多人形など、博多の
情緒を探ります。博多駅から３時間で博多の情緒を探るコースです。

第一交通産業グループは、お客様が無事に目的地のドアの中に入られるまでをお見送りする、そんなスタンスを大切にし、心を込めて仕事
をしています。観光タクシーは、様々なコースを用意するなど、常にお客様が笑顔でいられるように、全国NO.1タクシー企業として信頼をお届
けしています。全国にある営業所で、お客様の笑顔に出会えるタクシードライバーも募集しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

博多駅→大濠公園→日本庭園→友泉亭→
博多人形工房→博多駅順路

福岡タワーコース３時間
【ご利用料金】 小型：10,500円　中型：13,500円　大型：15,000円　特大：16,200円

Dコース
福岡の名公園をめぐり、博多湾岸に聳え立つ福岡タワーより福岡市街、玄界灘
の展望を楽しみます。博多駅から３時間で福岡の美しい景色を満喫できます。

博多駅→大濠公園→西公園→福岡タワー→
マリゾン→博多駅順路

博多の町並みめぐり２時間30分
【ご利用料金】 小型：8,700円　中型：11,200円　大型：12,500円　特大：13,500円

Eコース
博多の古い寺社と新しい街並みをめぐり、玄界灘の新鮮な魚介を見るなど、博多の息吹を
感じていただきます。博多駅から２時間30分で福岡の暮らしの息吹を感じるコースです。

博多駅→櫛田神社→東長寺→崇福寺→
博多埠頭→柳橋連合市場→博多駅順路

博多三社めぐり２時間30分
【ご利用料金】 小型：8,700円　中型：11,200円　大型：12,500円　特大：13,500円

Fコース
博多の由緒ある三社をめぐり、古代福岡の歴史を訪ねます。博多駅から２時
間30分で福岡の歴史に触れられるコースです。

博多駅→櫛田神社→筥崎宮→香椎宮→博多駅順路

観光タクシーは事前のご予約が必要です。ご出発は博多駅またはご指定のホテルなどにお迎えに参ります。また車椅子のままご乗車できる車両をご用意しています。

第一交通産業グループ

福岡の観光は
タクシーにおまかせ！

私たちと一緒にお客さまをおもてなししてくれる
ドライバーを募集しています。

〒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
6,800円
9,000円

ツイン 9,500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。

駅
・
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明太風味味ごまふりかけプレゼント（20g)
☎092-741-8181☎092-291-2771 ☎092-741-8181☎092-291-2771

１位
２位
３位

辛子明太子
手羽先めんたい
めんたいマヨネーズ

観光客に人気の商品
ＢＥＳＴ３

7/17（土）～9/20（月・祝）の土・日・祝と
8月の毎日に臨時夜間バス運行

8月は毎日開催!7/17（土）～9/20（月・祝）の土日祝

夜のイルカ／クジラショー
博多湾の夜景をバックにイルカやクジラが華麗な技を披露!夜
空に飛び散る水しぶきの様子など、昼間のショーとは一味違った
夜ならではの幻想的な雰囲気をお楽しみ頂けます。

夜のアクアライブショー
暗い大水槽にダイバーがカメラを持って潜ります。80種1万匹の
生物が泳ぐ水槽内の迫力満点のLIVE映像をお届けします。

ウミホタルの発光実験 約10分
暗闇で光る水中の発光生物「ウミホタル」の発光実験を行います。夜の
水族館限定のコーナーをお見逃しなく!

※「夜の水族館」は18:00～となります。※都合により、
　内容が変更になる場合もございます。

秘蔵お宝大公開
①かいじゅうアイランド内ギャラリー（常設）
②パノラマ大水槽横特設ブース（18:00～）
研究のため集めてきた生物の標本や剥製、またそれらに寄生していた生
物のホルマリン標本など、これまで一度も公開していなかったものを一挙
大公開。生命の不思議さを実感して頂ける夏休み限定のイベントです。

その他にも「アクアナイトコンサート」など楽しいイベント満載!!

会場2ヵ所

夜9:30まで営業!
（入館締切20:30）

JR山陽新幹線

JR
鹿児
島

本線

箱崎宮前

大濠花火大会

最寄駅
8月1日（日）

放生会

最寄駅
9月12日（日）～18日（土）

〒812-0038　福岡県福岡市博多区祇園町1-24
チェックイン／14：00  チェックアウト／11：00

福岡空港から地下鉄で7分。
中洲まで徒歩5分。

http://www.daiwaroynet.jp/hakatagion

TEL.092-281-3600

ゆったりと落ち着ける、機能的なホテル－－博多でのビジネス、観光の拠点に。

シングルルーム ツインルーム レディスルーム

ハ
イ
ク
ラ
ス
な
設
備
と

質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
で

お
客
様
を
お
出
迎
え
し
ま
す
。

おかげさまで

1周年

地下鉄祇園駅～

徒歩0分
JR博多駅～
徒歩6分

福岡で楽しめる体験＆まち歩きツアー福岡で楽しめる体験＆まち歩きツアー
夏の「福たび」に注目！夏の「福たび」に注目！

福岡に到着して楽しめる体験＆
まち歩きツアー「福たび」に
参加しませんか？

詳しい情報は、http://yokanavi.com/jp/fukutabi/indexをチェック！

090-5940-3702

092-847-1699 

092-291-4141

092-883-7077

092-434-5100

092-271-0102

092-581-7151

090-7460-5631

092-735-1758 

092-541-0193 

092-751-6904

093-521-8897 

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

毎日

8/5（木）、20（金）

9/30（木）まで

毎日

8/21(土）

毎週土・日

お問い合わせ
下さい（※）

8/7（土）、14（土）、
21（土）

8/20（金）、
8/27（金）

8/7（土）、
8/21（土）

花柳流師範に習う、日本舞踊に触れてみませんか？

ヤフードーム  バックステージツアー  スタンダードコース

博多人形絵付け体験！　博多織の見学もできる

博多織工房見学とお買いもの 

お気に入りの名店へご案内！博多ラーメン食い倒れツアー

博多まるごと食体験（うどん店で博多名物セット）

明太子道場（オリジナル辛子明太子漬け込み体験）

福岡タワーの夕日と尹東柱（ユン・ドンジュ）の足跡を訪ねる

ゆかたで楽しむ福博の夏。

楽しく！美味しく！寿司にぎり体験 

ぐりーんに乗って４時間のバスドライブ

まだ知らない福岡を案内する「ぐりーんバス」英語・韓国語ツアー

マリンワールドバックヤードツアー＆志賀島観光バスツアー

思い出づくり企画！食品サンプルづくり＆夜の動物園バスツアー

大人の糸島・前原観光　酒蔵巡り＆グルメバスツアー

（※）館内のイベントにより、開催できない日時がございます。詳細はお問い合わせ下さい。

体験コース：3000円

参加料金 予約先・問合せタイトル 開催日時 TEL締切
日本舞踊花柳流
師範 花柳奈丘

博多人形会館
松月堂

博多織工芸館
（株）サヌイ織物

福岡市タクシー
協会

博多
あかちょこべ

福岡観光会館
はかた

馬男木美喜子

まゆの会

寿司割烹銀丁
（火曜定休） 

福岡市
観光案内所（天神）

ジャパン九州
ツーリスト
株式会社

ヤフードームバック
ステージツアー受付 

1500円～

昼5000円
夜6000円（各2時間貸切）

大人3000円
小学生以下2000円

大人(中学生以上):2800円
小学生2500円 

大人4980円・中学生4280円
4歳以上3980円 

大人5980円・中学生5500円
4歳以上小学生まで4780円 

1200円

大人4900円

無料

3000円 

2000円 

2500円 

明太子100ｇ
1260円～

大人1000円
小人（4歳～中学生）500円

7日
前

当
日
受
付

前
日
ま
で

3
日
前

www.momiichi.jp

西
新

渡
辺
通

別
府

薬
院
大
通

金
山
茶
山

白
木
原

下大利
太宰府

馬出九大病院前
千代県庁口

箱崎
九大前

呉服町

西鉄五条
都府楼前

井
尻

春
日
原

雑
餉
隈

七
隈梅

林
野
芥

賀
茂

次
郎
丸

藤
崎

室
見

お得なクーポン付

〠810-0001
福岡市中央区天神1-10-1（市役所北別館1階）　
☎092(733)5050
(財)福岡観光コンベンションビューロー

■福岡の観光・コンベンション情報はこちらへ

URL http：//www.welcome-fukuoka.or.jp
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