
新博多駅ビルがオープン 

このたびの東北地方太平洋沖地

震で被災された皆様に、心よりお見

舞いを申しあげます。福岡は6年前

の3月、福岡県西方沖地震に見舞われ、

全国から温かいご援助をいただき

ました。このご恩に報いるべく、微力

ながら支援させていただく所存です。

一日も早い復興をお祈りいたします。 

～九州新幹線全線開業とともに～ 

天窓から光がふりそそぐ「センターガーデン」 

 

四季の木々や花が楽しめる屋上庭園「つばめの杜ひろば」 

ホールのイメージ 

3月3日に新博多駅ビル「ＪＲ博多シティ」がオープン、3月12日

には九州新幹線が全線開業し、博多～鹿児島中央間が53分短縮、

最速1時間19分で結ばれ九州内の旅行やビジネスがますます便

利になりました。 

巨大な「ＪＲ博多シティ」は、福岡市内が一望できる屋上庭園や

多目的ホール、百貨店、専門店街などを備え、まさに新しい街の

誕生です。 

専門店街のアミュプラザ博多には九州初出店となる84店を含

む229店舗がオープン。中でも9階、10階の「シティダイニングく

うてん」は日本最大級のレストランゾーンで全国の有名店が九州、

博多の食材を使用した限定メニューの展開も魅力です。また10

階ＪＲ九州ホール（多目的ホール）も開場。客席数最大680席で演

劇や展示会、各種大会、講演会など多様なコンベンションにも利

用でき、博多駅に直結の文化空間

が登場しました。 

屋上の「つばめの杜ひろば」には、地上60ｍの展望スペースがあり、福

岡の景色を一望できます。更に、旅の安全を見守る鉄道神社や、家族で楽

しめるミニＳＬ、軽音楽などのイベントができるオープンステージもあります。 
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当ビューローが事務局をつとめる、福岡観光プロモーション協議

会では官民一体となって修学旅行誘致宣伝活動を行っています。 

今年度は、九州新幹線全線開業をテーマに岡山県（主に岡山市、

倉敷市）、香川県、兵庫県（主に姫路市）の中学校や旅行会社をター

ゲットに、総勢22名が3班に分かれ実施しました。昨年からこの地

域の市場調査や下見を行い、より効果的で魅力的な内容を企画書

に盛り込み誘致に臨みました。福岡ならではの体験学習メニュー、多種多様な自主研修コースを取り入れ、

まだまだ知られていない福岡市および近郊の教育旅行素材をＰＲしました。 

また、岡山班にはNHK福岡放送局の同行取材が入り、九州新幹線全線開業を活用した今回の誘致活

動に対する、マスコミの関心の高さがうかがえる活動となりました。 

第3回「福岡市ソウルプロモーション」を開催 

平成20年度よりソウル特別市で、福岡市と福岡・

九州の経済界とが連携したシティプロモーション

が実施されています。第3回目となる今回は2月7日、

8日に開催され、当ビューローも参加しました。今

回のプロモーションには、福岡市・熊本市・鹿児島

市の各市長も参加し、企業・団体への訪問や、「福

岡の夕べ」（交流会）の開催、九州三都市連携観光

プロモーションの3つの事業が行われました。 

観光プロモーションでは、九州新幹線全線開業

を目前に控え、三都市による共同観光プロモーシ

ョンとして、観光説明会と商談会を実施。観光説明

会では、DVDによる九州縦断観光のプレゼンテー

ション、韓国著名ブロガーによる九州三都市の紹

介や、参加各都市の観光プレゼンテーションを行

いました。商談会では、韓国側から旅行会社65社、

観光メディア8社、日本政府観光局等の関係団体

3団体、計76社・団体が参加、商談件数は約260

件を数えました。 

今回の狙いは、福岡市と釜山広域市をはじめと

した韓国との相互理解の基盤づくりであり、福岡市・

九州との観光等のビジネス交流の拡大でしたが、

三都市の共同プロモーションはマスメディアの関

心も高く、魅力を強くアピールすることができました。

また、日韓双方の多くの関係者の参加を得て、具

体的な取引につながる商談が活発に行われたこ

とは大きな成果となりました。 

駅前広場にはＪＲ博多シティから博多バスターミナルへ繋がる歩

行者連絡橋、タクシー乗り場や駅前のバス停まで雨の日も濡れずに

行ける屋根付きの通路、交通機関の乗り継ぎ・観光情報・駅周辺施設

を案内する看板を設置し、新しく案内誘導サインも統一されました。

案内誘導サインは日本語、英語だけでなく中国語、韓国語も表記され

外国人客も安心して歩けるなど、優しさあふれる駅になっています。 

１日３５万人が利用する九州最大の駅、博多駅。開業による新たな

まちの発展が期待されています。 

修学旅行誘致　大作戦！ 

テレビ取材もあった誘致活動 

好評だった説明会 

新しいサインの例 

「九州・アジア新時代の交流拠点」をめざして 



3

タイ国政府コンベンション＆エキシビションビューローと「協力協定」を締結 
当ビューローとタイ国政府コンベンション＆エ

キシビションビューロー（TCEB）は、福岡～バ

ンコク間でデイリーのエアライン直行便が運航

していることから、福岡とタイの相互交流拡大を

図るため、「観光コンベンションに関する協力協定」

の締結について協議してきましたが、2月3日、グ

ランド・ハイアット・福岡において、河部浩幸会長

とＴＣＥＢアカポル・ソラスチャート社長との間で

調印式を執り行いました。 

当ビューローの海外関係団体との同様の協定

書締結は6番目で、今回の調印により、東アジア

に次ぐ海外主要誘致先として、シンガポール、香

港などとともに、タイとの交流促進に向け、一般観

光客のみならず、インセンティブツアー（企業の

成績優秀職員の報奨旅行）や視察・研修ツアー

などの誘致にも力を入れていくこととしています。 

とりわけ、タイから日本へのインセンティブツア

ーは人気が高いため、出来るだけ早い機会にタ

イを訪問し、旅行社や企業に直接福岡・九州の

魅力をＰＲすることにしています。 

2月21日から23日まで、ライオンズクラブ国

際協会のロブレフスキー元国際会長とオービン

国際大会部長が2016年ライオンズクラブ国際

大会立候補都市視察のため、福岡市を訪問され

ました。 

一行はまず得島市長を表敬訪問し、市長から

は「福岡は国際会議の開催件数が全国第2位で、

自然と都市機能のバランスがとれたコンパクト

シティ。ぜひ今回の訪問で本市の良さを実感して

ください」とお話があり、ロブレフスキー元会長も

「このような先進的な大都市で、市長のように若

い方が政治の重責を負っておられることは、世界

的にみても大変心強いことです」と市長を祝福さ

れました。 

視察では、国際大会の本部ホテルとして提案し

ているヒルトン福岡シーホーク、主会場である

Yahoo!JAPANドーム、コンベンションゾーン、

シティホテルなどを廻られ、アクセスの良さや、行

政と地元が連携して運営を行ってきた実績があ

ることなどを高く評価されました。 

福岡には総じて非常に良い印象を持たれたよ

うで、「是非また福岡に戻ってきたい」という嬉し

いお言葉を残して3日間の視察を終えられました。 

市とビューローでは、地元ライオンズクラブの

皆様のご支援のもと、総力をあげて誘致に取り組

んでまいります。 

ライオンズクラブ元国際会長、国際大会部長が福岡を視察 

島市長から博多織テーブルセンターを贈呈 

和やかに歓談する市長と元会長 

調印式を終え関係者で記念撮影 



注目の会議や学会からPick Upコンベンションニュース 

（社）日本フォークダンス連盟 

会長 小西　亘 

このたび、社団法人 日本フォークダンス連盟

が創立55周年を迎え、これを記念して「マリンメ

ッセ福岡」を中心に、5月13日から15日までの3

日間、「第15回全日本フォークダンス大会」を開

催することとなりました。 

この大会は、フォークダンスの愛好者が一堂

に会して交流しながら、日ごろの活動の成果を発

表しあい学習するとともに、フォークダンスを広く

普及させることを目的としておりますが、従来、東

京都区内、千葉市、長野市、横浜市など首都圏を

中心に開催してきました。九州での大会は初めて

のことです。 

本大会では、「フォークダンス」「日本民踊」

「スクエアダンス」「ラウンドダンス」「レクリエ

ーションダンス」の種目別プログラムを準備

しており、全国から6,000人の参加者を予定

しております。そして、14日には、ソラリアプラ

ザ・イベントスペース「ゼファ」と福岡市役所前

「ふれあい広場」にて、5種目によるデモンスト

レーションと踊りの指導を行います（無料）。 

市民の皆様のご参加を

お待ちしています。この大

会をみんなで盛り上げてく

ださい。九州で初めて開

催するこの大会が成功裡

に終わりますように。 

大学とのコンベンション情報交換会を開催 
2月末から3月初旬にかけて福岡大学及

び福岡工業大学の先生方、事務局の方 と々

福岡市、福岡コンベンションセンター、当ビ

ューローの三者でコンベンションに関する

情報交換会を開催しました。両大学とも会議

施設が完成したばかりであり、情報交換会に

先立ち、福岡大学では地下鉄福大前駅に直

結した300席収容のメディカルホールを、福

岡工業大学ではＪＲ福工大前駅からすぐの

1,000席収容のＦＩＴホール等を見学しました。 

情報交換会では、当ビューローから福岡

市のコンベンション開催状況やコンベンシ

ョン支援内容等について説明しました。大学

からは、予算の少ない中規模以下の学会へ

の支援などの要望があり、費用をできるだけ

かけずに開催していただくためビューロー

が設けているコンベンションの総合相談窓

口である「コンベンション開催サポート制度」

について詳しい説明を行い、学会を主催す

るお立場から率直なご意見等をいただきま

した。 

コンベンション誘致には、地元大学との連携や関係

強化を図ることが重要で、ビューローの活動や支援内容

等を理解いただき、何かあったらまずビューローに相談

をということをコンベンションのキーパーソンにPRする

ことができた有意義な情報交換会でした。 

福岡工業大学FITホール 

福岡大学メディカルホール 福岡大学会議室にて 

福岡工業大学会議室にて 

（社）日本フォークダンス連盟創立55周年記念 

第15回 全日本フォークダンス大会 
と　き：平成23年5月13日（金）～15日（日） 
ところ：マリンメッセ福岡・福岡国際会議場・市役所前「ふれあい広場」 他 
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開始 終了 
参加者 
総　数 

参加者 
地　区 開催会場 事務局・問い合わせ先 ☎大会・会議の名称 

4月～6月 ※内容が変更になる場合があります 

4月13日 

4月14日 

4月15日 

4月15日 

4月16日 

5月13日 

5月16日 

5月19日 

5月20日 

5月27日 

5月30日 

6月2日 

6月3日 

6月2日 

6月3日 

6月11日 

6月17日 

6月18日 

6月18日 

6月24日 

6月25日 

6月25日 

6月25日 

6月30日 

5月1日 

6月17日 

3月17日 

4月7日 

5月3日 

5月20日 

5月28日 

6月15日 

4月16日 

4月15日 

4月16日 

4月17日 

4月17日 

5月15日 

5月18日 

 

5月22日 

5月28日 

6月1日 

6月4日 

6月4日 

6月4日 

6月4日 

6月12日 

6月19日 

 

6月19日 

6月25日 

 

6月26日 

6月26日 

7月2日 

5月8日 

6月19日 

5月22日 

5月15日 

5月4日 

5月22日 

7月10日 

6月16日 

アジア哲学会第5回国際学術会議 

第24回全国経済同友会セミナー 

第9回日本ヘルニア学会学術集会 

第21回 PI 日本ディストリクトコンベンション 

日本貝類学会平成23年度大会 

第15回全日本フォークダンス大会 

日本顕微鏡学会第67回学術講演会 

 

第52回日本臨床細胞学会総会（春季大会） 

第54回日本歯周病学会春季学術大会 

第36回精神科看護学会・総会 

第18回クロマトグラフィーシンポジウム 

 

 

第26回日本生体磁気学会大会 

第121回西日本整形・災害外科学会（春季） 

 

第28回日本胆膵病態生理研究会 

コミュニケーション学会第41回年次大会 

第21回日本心臓核医学会総会・学術大会 

第110回日本循環器学会九州地方会 

第12回日本赤十字看護学会学術集会 

第20回日本健康教育学会学術大会 

 

福岡国際女子テニス2011 

 

生誕250年　大北斎展 

山下　清　展 

第50回福岡市民の祭り「博多どんたく港まつり」 

エクステリアフェア2011 in九州 

八代亜紀展（仮称） 

ビジネスシヨウ九州2011・九州エコフェア2011

250 

1,250  

600 

250 

100 

6,000  

1,000  

350 

3,000  

2,000  

1,200  

200 

500 

600 

500 

600 

2,500  

200 

200 

500 

600 

300 

500 

300 

7,000  

1,500  

50,000 

40,000 

220万人 

9,000 

30,000 

12,000 

国際 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

全国 

国際・全国 

全国 

西日本 

全国 

全国 

全国 

全国 

九州 

全国 

全国 

全国 

国際 

国際 

全国 

西日本 

全国 

西日本 

西日本 

西日本 

筑紫女学園大学・西南学院大学 

 

福岡国際会議場 

ヒルトン福岡シーホーク 

 

 

福岡国際会議場 

福岡西鉄グランドホテル 

福岡国際会議場 

福岡国際会議場 

福岡国際会議場 

福岡大学七隈キャンパス 

パピヨン24ガスホール 

福岡国際会議場 

九州大学医学部百年講堂 

九州大学医学部百年講堂 

福岡国際会議場 

福岡大学病院福大メディカルホール 

西南学院大学 

ホテル日航福岡・福岡国際会議場 

アクロス福岡 

国際医療福祉大学福岡看護学部 

福岡県歯科医師会館 

福岡国際会議場 

博多の森テニス競技場 

福岡市民体育館 

福岡市博物館 

福岡アジア美術館 

福岡市内 

福岡国際センター 

福岡アジア美術館 

福岡国際センター 

アジア哲学会日本事務局 

福岡経済同友会 

 

福岡パイロットクラブ（庄嶋） 

 

（社）日本フォークダンス連盟 

（株）アカデミック・ブレインズ内 

 

佐賀大学医学部産婦人科 

 

（社）日本精神科看護技術協会 

福岡大学薬学部薬品分析学教室内 

第47回日本循環器病予防学会事務局 

（株）コンベンションリンケージ 

 

九州大学整形外科 

（株）コングレ九州支社 

 

西南学院大学文学部外国語学科 

（医）天神会　新古賀病院 

（株）コンベンションリンケージ 

国際医療福祉大学福岡看護学部 

福岡歯科大学口腔保健学講座 

アンプロデュース（株） 

福岡国際女子テニス事務局 

 

福岡市博物館 

 

福岡市民のまつり振興会 

 

西日本新聞社事業局事業部 

（社）日本経営協会 九州本部 

 

日本ディスプレイ業団体連合会第43回全国大会 
in福岡 

第47回日本循環器病予防学会・ 
日本循環器管理研究協議会総会 

第11回アジア小児腎臓学会学術集会 
第46回日本小児腎臓病学会学術集会 

第26回日本白内障屈折矯正手術学会総会 
第50回日本白内障学会総会 

第51回日本リン網内系学会総会 
第21回日本樹状細胞研究会 
第14回日本血液病理研究会 

第23回アジア太平洋カップ 
福岡国際男子バレーボール大会 

キャナルシティ劇場・ 
グランドハイアット福岡 

マリンメッセ福岡・福岡国際 
会議場・福岡市民体育館他 

（株）ＩＣＳコンベンション 
デザイン九州支局 

日本貝類学会平成23年度 
大会実行委員会 

福岡ディスプレイ協同組合 
（（株）ケンラン社内） 

第54回日本歯周病学会 
春季学術大会準備委員会 

福岡大学医学部 
外科学講座消化器外科 

九州大学医学研究院 
臨床神経生理学 
 

第23回アジア太平洋カップ 
福岡国際男子バレーボール 
大会事務局 
 

エクステリアフェア in九州 
実行委員会事務局 
（株）フジヤ内 

毎日新聞社福岡本部 
西部本社事業部 

092-925-9245 

092-721-4901 

092-751-3244 

092-831-1504 

092-642-4296 

03-3469-8706 

06-6949-8137 

092-504-2344 

0952-34-2319 

 

03-5796-7033 

 

03-3989-0680 

092-437-4188 

092-642-5541 

092-642-5487 

092-716-7116 

 

092-823-4541 

0942-38-2222 

092-437-4188 

092-739-4355 

 

092-401-5755 

092-722-1605 

092-733-6888 

092-845-5011 

092-781-3636 

092-441-1170 

092-411-5751 

092-711-5513 

092-431-3365

092-801-0411 
（内633） 

092-871-6631 
（内6619） 

092-801-1011 
（内3425） 

092-801-0411 
（内663） 

九州大学箱崎キャンパス 
旧工学部本館 
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福岡らしいモチーフを配したウェルカムゲート施設内の様子 

観光サービス業従事者等研修会を開催 
観光サービス業従事者等を対象とした研修会

を3月に開催しました。 
この研修会は、「おもてなしの心に満ちた国際
集客文化都市」の実現と集客産業の振興を図り、
福岡市を訪れる国内外のお客様満足度アップと、
質の高い観光情報提供による回遊性向上や、観
光知識及び接遇技術などのレベルアップを目的と
しています。 
今回は「外国人観光客の受入」をテーマに、外

国人観光客の受入状況や異文化コミュニケーシ
ョン、ホスピタリティ、語学などについて、福岡市タ
クシー協会・福岡市ホテル旅館協会・福岡地区観

光協議会・福岡市観光土産品協会の会員など、延
べ600名の方々が参加され、増加する外国人観光
客への知識や対応技術の向上に取り組まれました。 

博多港中央ふ頭の「ウェルカムゲート」がオープン 
昨年は、60回を超えるクルーズ客船寄港で福
岡が大いににぎわいましたが、本年も、ほぼ同数
のクルーズ客船寄港が予定されています。 
それに伴い4月以降着岸する中央ふ頭に、諸外
国から福岡へお越しの方々へ、より一層のサービ
スを行う目的で、「ウェルカムゲート」が出来ました。 
クルーズ船旅行者がはじめて目にする福岡を
印象付け、観光演出等を実施するとともに、観光案
内や体験型観光商品の販売など、市内観光に出
発する前のサービスを提供する「おもてなし」の場
としての機能プラス、観光から戻り、出港まで買い
物や旅の余韻を楽しめるよう、福岡・九州のプロモ
ーションや物販等のサービスを提供する「お見送

り」の場としての機能を持たせました。ご利用のク
ルーズ船旅行者から好評を得るよう、また、再度お
越しいただけるよう、円滑な運営を行いたいと考
えております。 

ウェルカム・サポーターの募集について 
当ビューローでは、福岡市を訪れる国内及び海
外からの観光客などへのサービスの向上と市民と
一体となったおもてなしを実現するために活動し
ていただく語学ボランティアを募集しています。 
◇活動内容 … 外国人観光客等の受入支援に関
する活動として「通訳」「案内」「誘導」などです。 
◇対 象 者 … 活動の趣旨・目的を理解する満18
歳以上の福岡市及び近郊に在住する方で、活動
時間を有し、体力的に活動に支障がない方 
◇申し込み方法 … 活動ご希望の方は、当ビュー
ローにおいて説明いたします。目的にご賛同いた
だいた方は、登録申込書を提出していただき、審
査の上、登録いたします。 

※その他、詳しい内容については、下記ホームページをご覧ください。 
　http://www.welcome-fukuoka.or.jp/about/285.html
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10万本のチューリップが咲き誇る海の中道海浜公園 

能古島・夜桜ライトアップ 

市民の祭り50周年「博多どんたく」の観光桟敷券前売り開始!!
平成23年3月1日（火）より、5月3日（火・祝）、4日

（水・祝）に行われます福岡市民の祭り50周年「博多

どんたく港まつり」の観光桟敷席の前売り券を販売し

ています。 

今年は、市民の祭りとなって50周年の節目の年で

す。観光客の皆様も参加者と一体となって「博多どん

たく」を楽しんでください！ 

観光桟敷席は、ゆっくりと座ってパレードを楽しん

でいただけます。また、“博多にわか”“踊り披露”な

どもあります。是非ご利用ください。 

◇発売期間　平成23年3月1日～5月3日、4日の 
　　　　　　各前日まで 

◇前売金額　各1,500円 

◇販 売 先　ローソンチケット及びチケットぴあ 

◇券種や購入方法など詳しい情報は、 
　下記ＨＰをご覧ください。 

http://www.welcome-fukuoka.or.jp/event/904.html 

 

春らしいプログラムも登場！ 

昨年の春からスタートした福岡発着型の体験・まち歩き

ツアー「福たび」。 

春の「福たび」として、花が咲き誇る「志賀島・海の中道

ガイドツアー」や、「能古島・夜桜ライトアップ」、お花見を

健康的に楽しむウォーキング「桜ウォーク in 博多の森」な

ど、この季節にしか味わえないプログラムや、今春から販

売をスタートする「屋台きっぷ」、2回目の開催となる「バル

ウォーク福岡2011」など、全17コースができました。 

「福たび」チラシは、福岡市観光案内所（博多駅・天神）、

情報プラザなどで配布中です。その他、いつでも楽しめる

ツアーや、外国人向けのツアーなどは下記ホームページ

をチェックしてみてください。 

春の 「福たび」 始まります 

http://www.yokanavi.com/jp/fukutabi/ 

 
ふくおか 福たび 検 索 又は 



福岡市の観光をますます便利にする、「天神中央公園」から、各地へ運航

する那珂川水上バス4ルートが登場しました。 

福岡市の中心街・天神にある「アクロス福岡」横の「天神中央公園乗り場」

（福博であい橋）から運航しており、乗り場までのアクセスも抜群です。 

いつもと違う景色を楽しみながら、新たな福岡の魅力を発見してください。 

当ビューローが事務局を務める「福岡おもて

なし委員会」では、福岡市の観光ガイドブック「福

岡ビジターズガイド」を4月より発行します（日

本語が4月1日～、外国語版は4月中旬以降順

次完成予定）。国内外のプロモーション、コン

ベンションの誘致の際や、観光案内所や宿泊

施設、クルーズ船客など来福の旅行者に配布

するもので、テーマ・エリアごとに「福博の旅の

楽しみ方」を伝えるガイドブックとなっています。 
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新賛助会員様紹介 （順不同・敬称略） 皆様のご入会を 
お待ちしております 092（733）50501

お問い合わせ 会 費 

（担当：くが・なんり） 新たにご入会いただきました。 
年間１口 
２万円から 

名鉄観光サービス㈱福岡支店（旅行業） 

㈱エイエイピー福岡支店（広告代理店）  

アンミックスエンタテインメント㈱（イベント企画運営） 

㈲糸島みるくぷらんと（伊都物語）  

㈱日本旅行九州イベントコンベンションセンター 

学校法人中村英数学園  

西日本仮設移動飲料食協同組合  

㈱西鉄ステーションサービス（イベント関連サービス） 

㈱福一不動産（e-中洲企画）  

㈱菜根譚（仕出し・弁当）  

㈱プロジェクトワークス（イベント企画運営）  

エイトレント㈱（レンタル業） 

㈲タツプラン福岡（展示・装飾） 

㈱グロウェル商会（船舶代理店） 

㈲サザンクロス・ロード（広告代理店）  

四季㈱（劇団四季） 

㈱マンジャ（仕出し・弁当 ） 

㈱スターフライヤー（航空会社） 

福岡市博多区博多駅前1-2-5 

福岡市博多区博多駅前4-4-15 Ｈ-44ビル 4F 

福岡市中央区天神3-7-13 

福岡市西区周船寺1-13-4 

福岡市中央区舞鶴2-2-1 筑邦銀行ビル 5F 

福岡市中央区舞鶴1-5-30 

福岡市博多区博多駅南6-6-13 

福岡市中央区渡辺通り2-6-1 

福岡市博多区上川端町1-6 関ビル 2F 

福岡市早良区田村3-9-22 

福岡市博多区綱場町2-2 福岡第一ビル 

福岡市東区松島4-7-7 

福岡市博多区博多駅東3-5-8-710 

福岡市博多区沖浜町25-28 

那覇市上之屋314-2 サンメディアビル 3Ｆ 

福岡市博多区下川端町1-3 明治通りビジネスセン 
タービル別館201号室　1092-271-1199

1092-451-6531 

1092-483-1020 

1092-725-2558 

1092-807-3911 

1092-732-6363 

1092-741-4166 

1092-433-9410 

1092-714-3944 

1092-291-2103 

1092-864-7700 

1092-262-0444 

1092-611-8818 

1092-436-8721 

1092-271-6555 

1092-741-1608 

那珂川水上バス「福博みなと であい船」クルーズ運航開始 

福岡観光ガイドブック「ビジターズガイド」が新しくなりました！ 

◇仕様・体裁　A5判・オールカラー・52ページ（外国語版は56ページ） 

◇部　　数　日本語20万部／英語6万部／韓国語6万部 

　　　　　　簡体字6万部／繁体字2万部（※外国語版は4月中旬以降順次） 

◇通用期間　2011年4月～2012年3月末 

◇配布箇所　福岡市内近郊の観光案内所（60箇所）・宿泊施設など 

◇Ｈ　　 Ｐ　 http://www.welcome-fukuoka.or.jp/travelinfo/63.html
お問い合わせ　（財）福岡観光コンベンションビューロー 
　　　　　　　総務部広報事業課　1092-733-5050

コ　ー　ス　名 

天神・ベイサイドプレイス博多コース 

那珂川遊覧コース 

天神・能古島コース 

那珂川・博多湾周遊コース 

毎日 6往復 

毎日 昼間3便 

土日祝のみ3往復 

毎日 夜間3便 

20分 

20分 

30分 

50分 

運　航　日 料　金 所要時間 問合せ先 

日本海洋観光 
1092-263-8113

能古マリーン観光 
1092-651-6555

大人　500円（片道） 
小人　250円（片道） 

大人　500円 
小人　250円 
 大人 1300円（片道） 
小人   650円（片道） 
 大人 2000円 
小人 1000円 
 

福岡市中央区小笹１-２２-２５ 
1092-531-9888

北九州市小倉南区空港北町6番 北九州空港スター 
フライヤー本社ビル　1093-555-4530
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