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250円500円
金・土・日と祝日の1日乗車券がさらにお得に！金・土・日と祝日の1日乗車券がさらにお得に！

大人 小児・
割引

300円600円
1日乗車券

小児・
割引

通常
大人

地下鉄全線（空港線・箱崎線・七隈線）が1日
何度でも乗り降りできる乗車券です。利用日
当日に限り沿線施設の割引特典もあります。

★1日乗車券のお求
めは地下鉄各駅の
券売機で（発売日当
日限り有効）

乗り降り自由観光にも！ショッピングにも！
『地下鉄』が便利！
観光にも！ショッピングにも！
『地下鉄』が便利！
観光にも！ショッピングにも！
『地下鉄』が便利！
昼間は4～8分
間隔で運行！

竹乃屋 デイトス店

福岡市博多区博多駅中央街1-1  博多デイトス1F
11:30～24:00（L.O23:30）

年中無休

☎092-477-3600

50席 カード／可

博多デイトス内の焼とり居酒屋！
駅の中にあるので、時間を気にせず食事が楽しめます。

駅中にある焼とり居酒屋！焼鳥94円～!

焼とり居酒屋

MAP C-56

30年以上続く博多居酒屋竹倶楽部の
ひとつ“竹乃屋デイトス店”。「まぐろビ
ンタ刺」（409円）は、100キロのまぐろ
からでも、わずか200グラム程しか取
れない貴重なホホ肉の刺身。「炭火焼
とり」（94円～）、「さつま赤鶏もも焼き」
（814円）など、食材にこだわった博多
の居酒屋料理が楽しめます。

博多名物のゴマサバは当日営業直
前に生け簀から出すので鮮度抜群
です。リピーター続出の博多焼き餃
子も絶対外せない一品。刺身盛り合
わせは1280円～、もつ鍋900円。水
炊き1100円等、気軽に博多の旨い
を楽しめる店です。個室も充実して
います。

★トマール特典★

※17:00～の利用※デイトス店のみ
お食事代10%OFF

日本料理 かじ中洲本店
nihonryori kajinakasu-honten

takenoya deitos-ten

福岡市博多区中洲2-3-11
11:00～24:00（L.O.23：00）

元旦

☎0120-293-490

80席 カード／可   http：//www.kaji-fuk.jp

｢天然とらふぐ」「イカ」「おこぜ」を堪能できるお店

和食

MAP C-41

名物ヤリイカ活き造りは１日10杯限
定!!鯵、鯖、姫アワビ等生け簀の魚
は鮮度抜群!!長浜市場から直送の
刺身盛り合わせは980円～、ヤリイ
カ活き造りは1000円/100ｇ～。もつ
鍋、水炊き等博多の名物料理も豊富
にそろっています!!個室も充実して
います。

博多中洲で創業50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。

博多天ぷら　たかお

福岡市博多区住吉1丁目2　キャナルシティ博多4F
11：00～23：00（Ｌ．Ｏ.22：00）

年中無休

☎092-263-1230

45席 カード／不可

カウンター３３席とテーブル席が4つ（12席）。カウンターに置かれた
弘商の昆布明太や浅漬けはお好きなだけお召し上がり頂けます。

こだわり食材の博多天ぷら専門店！季節限定夏メニューも！

和食

MAP C-49
hakatatenpura takao

博多「なぎの木」西中洲本店

福岡市中央区西中洲10-1（国体道路春吉交差点）
11:00～24:00

年中無休

☎092-737-2020

50席 カード／可

毎朝市場で買い付けた玄界灘の魚がおすすめ。
もちろん『水炊き』『もつ鍋』もご期待下さい。しかもお昼から営業中です！

市場直送！ ヤリイカ・イサキ 夏の魚が旨い店！

居酒屋

MAP C-45

姉妹店：博多「なぎの木」
西中洲隠れ家（20名様対応座敷有り）
☎092-738-0101（17：00～24：00）

★トマール特典★

お食事代10%OFF

博多「なぎの木」大名隠れ家
hakata「naginoki」nishinakasukakurega hakata「naginoki」nishinakasu-honten

福岡市中央区大名1-3-41 プリオ大名3F
17:00～24:00

年中無休

☎092-736-3011

70席 カード／可

博多の味覚「新鮮な刺身」「水炊き」「もつ鍋」新鮮な魚介と鍋料理

居酒屋

MAP C-44

毎朝市場で買い付けた玄界灘の魚がおすすめ。
落ち着いた空間で『お刺身』『水炊き』『もつ鍋』をお楽しみ頂けます。

◆特選刺身七点盛り
◆博多水炊き
◆博多もつ鍋
◆イカ活き造りもございます。

…1人前 790円
…1人前 1500円~
……1人前 990円

おすすめメニュー

◆特選造り盛り合わせ（７種盛り）
◆ヤリイカ姿造り
◆めんたい料理各種
◆お昼の定食（お刺身・焼き魚・煮魚など）

おすすめメニュー

姉妹店：博多「なぎの木」
天神隠れ家（40名様対応座敷有り）
☎092-738-5007

★トマール特典★

お食事代10%OFF

★トマール特典★

10%OFF

★トマール特典★

風土名物 網つくね
お1人様につき1本プレゼント

◆特選刺身七点盛り
◆博多水炊き
◆博多もつ鍋
◆九州産「ありたどり」ももの炎焼き

…1人前 790円
…1人前 1500円~
……1人前 990円

690円

おすすめメニュー

かくれ旬どころ つまみ菜

福岡市博多区博多駅中央街6-2-2F
17:00～25:00※金・土・祝前は17:00～翌2:00

年中無休

☎092-473-9139

120席 カード／可

博多駅すぐの人気店!!新鮮なお刺し身から博多焼き餃子、
博多もつ鍋等博多の味が楽しめます。

博多駅筑紫口すぐ!!博多の味を気軽に味わうならここ!!

居酒屋

MAP C-52

★トマール特典★

お食事代10%OFF

市場直送 博多さかないち（酒菜一）
ichibatyokusou hakatasakanaichikakuresyundokoro tsumamina

福岡市博多区博多駅中央街6-2-2F
17:00～25:00 年中無休

☎092-452-3411

掘り炬燵個室4名～70名／テーブル44席 カード／可

長浜市場直送の鮮魚と、博多名物ヤリイカ活き造り!!

居酒屋

MAP C-53

博多の旨さは産地の近さ!!市場直送の鮮魚と玄海の活魚を楽しめます。
生け簀から揚げる魚の鮮度は抜群です!!

★トマール特典★

お食事代10%OFF

博多さかなや食堂 辰悦丸

福岡市博多区博多駅中央街１-１　博多デイトス1F
ランチ11：00～14：00　夜メニュー14：00～23：00（L.O.22：30）

年中無休

☎092-441-9077

70席 カード／可

駅の魚屋 高田屋 嘉兵衛直営のお店だから魚がいつも
新鮮で美味しくいただけます。お昼からでもお酒が飲めるお店！

駅中にある新鮮な魚がいつも味わえる店

居酒屋

MAP C-57

★トマール特典★
◎お昼の定食100円引き

◎生ビールor角ハイ
　最初の一杯サービス

お茶の間食堂 喰い気配
ochanomasyokudou kuikehai

hakatasakanaya syokudou shinetsumaru

福岡市博多区博多駅中央街4-23ホテルセントラーザB1F
11:30～14:00／17:00～24:00※土・日・祝は17:00～23:00

年中無休

☎092-474-2258

80名まで カード／可

筑紫口すぐ！博多の郷土料理やあっさりもつ鍋が味わえる。大小個室あり！

居酒屋

MAP C-58

刺身はもちろん、「がめ煮」や「あぶって
かも」など九州の名物料理や、糸島野
菜、糸島美豚、天草大王などの九州の
食材を使った料理が豊富に揃う。牛
テールとあごでダシを取り、しょうゆ
ベースで味付けした「もつ鍋」（1人前
980円）は自慢の逸品。九州の味が、
思う存分楽しめます!!

（くいけはい）

筑紫口徒歩1分!九州名物や九州の食材を使った料理が豊富！
しょうゆベースのあっさりもつ鍋が人気です!!

…1,980円
………1,500円

…780円
750円

◆イカコース
◆おこぜコース
◆天然ふぐコース
◆活魚（イカ、オコゼ、伊勢エビ、あわび
　 天然ヒラメ、活アジ、活サバ、渡りカニ、他）
◆ランチ御膳（11：00～16：00）

…… 4,200円～
… 6,300円～
… 7,350円～

……………… 1,050円～

おすすめメニュー

◆天ぷら定食
　（豚、白身、イカ、エビ、野菜×３）

◆夏の天ぷら定食
　（鯖、桜エビかき揚げ、ささみ、オクラ、
　 スナップえんどう、南瓜、ミニトマト）

◆ヘルシー天定食
　（ササミ、野菜×5）

…………………… 880円

…………………… 980円

…………………… 700円

おすすめメニュー

（11：00～14：00）

（17：00～20：00までにオーダーされた方）

元祖竹炭やき鳥 はかた風土 本店

福岡市博多区博多駅東2-4-17 1F

※今泉店 ☎092-791-7210
福岡市中央区今泉1-12-8ダヴィンチ今泉Ⅰ 1F（ビックカメラ1号館Bブロック前）

17:00～4:00（LO3:30）
年中無休

☎092-472-0210

62席 カード／可

博多発祥元祖竹炭やき鳥と芸能人御用達のもつ鍋!

焼鳥居酒屋

MAP C-511

全国初!博多発祥の「竹炭やき鳥」
（100円～）は、高温で火を通すことに
より外側はパリッと、中はふっくらジュー
シー。極上ホルモンと、こだわりのスー
プの「風土特製もつ鍋」（2人前2,100
円）は、有名モデルやスポーツ選手な
どに人気で、お気に入りのもつ鍋として
ブログや雑誌で紹介されている。

gansotakesumiyakitori hakatafood honten

焼鳥の概念を変えるうまさの「竹炭やき鳥」
国産牛の極上ホルモンとこだわり抜いた特製スープの「もつ鍋」

毎日22時にサプライズイベントが。
笑顔、元気、感動全てをお持ち帰り!

「風土特製もつ鍋（味噌・醤油）」
通販でも販売中!話題の特製もつ鍋。

4ヶ国語メニューもご用意しています!

心のわ  真空管

☎092-474-0688

博多駅近くの秘密の隠れ家で楽しい博多の夜を。

創作居酒屋

MAP C-510

博多駅近く、地下1階にある秘密の隠
れ家。 “笑顔、元気、夢、ありがとう”を
コンセプトに、博多の美味しい料理と
豊富なお酒が楽しめるアットホームな
店。おすすめの「バリSOBAサラダ」
（730円）は、山のようにそびえたつ麺、
パリパリの食感にハマります。見た目
も味もGOODな料理が揃ってます！

kokoronowa shinkukan

“笑顔と元気と夢とありがとう”の店！美味しい料理と笑顔でおもてなし！！

「お刺身盛り合わせ」（1,500円～）
新鮮素材が揃ってます！

笑顔専門店「心のわ  真空管」のス
タッフが元気にお待ちしてます！

カウンター席ではスタッフとの会話も楽しめます。

★トマール特典★

お食事代10%OFF

福岡市博多区博多駅前3-23-12
17:00～2:00

年中無休 42席 カード／不可

フグと言えば、「冬」というイメージが
ありますが、 フグが最も太り、おいしく
なるのは「夏」！フグを一番おいしく味

わうなら「夏」なのです。ほとんどのフグは1年中獲れますが、春
から夏にかけてのシーズンが漁獲量も多く、冬より、たくさんの
種類のフグが水揚げされます。その為、お値段もお手頃なのも
嬉しいですね！現在、福岡のフグ職人のみなさんが、夏フグを
使ったバラエティ豊かなメニューを考案中！ 福岡市内の色々
なお店でこの夏フグを味わうことが出来ますよ！ぜひ、夏フグ
をつかったおいしいフグ料理を、たっぷり食べてくださいね！

グルメ
特集

夏フグ？

写真提供：かじ中洲本店

玄界灘の海の幸、地元野菜や美味しい
お肉など山の幸にも恵まれた福岡はまさ
にグルメの宝箱！何を食べようか迷って
しまうほど美味しいお店があふれていま
す。旅の思い出に何を食べましょうか？

FUKUOKA
Gourmet

tomar fukuoka

大濠～天神～中洲～博多駅周辺

walking map

←至
百道

もみ壱 天神北店

ダイワロイネットホテル博多祇園

もみ壱 薬院駅前店

東長寺

もみ壱 祇園店

1A

A

パルコ

パルコ

大濠公園

キャナルシティ博多
西鉄福岡
（天神）駅
西鉄福岡
（天神）駅

西鉄薬院駅西鉄薬院駅

JR九州バス博多支店

※トマール特典のご利用は、ご来店の際に本紙『トマールフクオカ』をお持ちください。 ※他サービス券との併用はできません。 ※期限：2010年7/29～9/30まで

福岡大附大濠中・高
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