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博多港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

ラーメン  
  

博多と言えば豚骨らーめん！自分好みの面の硬さでオーダーして楽しめる。残ったスープに麺だけ注文できる替え玉にチャ

レンジすれば、あなたも博多っ子の仲間入り。また、福岡・博多はうどんの発祥地。コシの柔らかい麺と上品なだしが特徴。

ごぼう天や丸天うどんと一緒にかしわおにぎりを頼むのが通。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

ラーメン・うどん 

福岡・博多の観光案内サイト よかなび 

ラーメン https://yokanavi.com/jp/landmark/keyword/104 

うどん http://yokanavi.com/jp/landmark/keyword/114 
 

お問合せ【（公財）福岡観光コンベンションビューロー】 

電話番号:092-733-5050 

ホームページ:http://www.welcome-fukuoka.or.jp/ 

 

屋台  
  

福岡の街では、夜になるとカラフルなのれんを提げた屋台がずらりと並び、仕事帰りの人や観光客で賑わう。のれんをくぐ

り、肩を並べて座れば、初対面同士でも話が弾むのが「屋台」の醍醐味！ラーメンやおでん、餃子、焼き鳥のほか、天ぷら

や焼ラーメンなど、店によってバラエティに富んだメニューが楽しめる。 

  
 

 

所在地・開催地 主に天神エリア、中洲エリア、長浜エリア 

アクセス 
個人:電車で地下鉄「天神」、「中洲川端」/西鉄バス「春吉」、
「港 1丁目」 

季節 通年 

関連リンク 
屋台 

福岡・博多の観光案内サイト よかなび 

http://yokanavi.com/jp/landmark/keyword/109 

お問合せ【（公財）福岡観光コンベンションビューロー】 

電話番号:092-733-5050 

ホームページ:http://www.welcome-fukuoka.or.jp/ 

 

お鍋（水炊き・もつ鍋）  
  

水炊きは 100年以上の歴史を持つ郷土料理。鶏の旨みが溶け込んだコラーゲンたっぷりのスープを楽しんだ後、鶏や野菜へ

と食べ進めるのは博多スタイル。また、牛などの臓もつにキャベツ、ニラなどの野菜をのせ、醤油や味噌ベースのスープで

煮込んだもつ鍋も福岡グルメの定番。締めはごはんかちゃんぽんを入れて楽しむ。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

お鍋（水炊き・もつ鍋） 

福岡・博多の観光案内サイト よかなび 

水炊き https://yokanavi.com/jp/landmark/keyword/121 

もつ鍋 http://yokanavi.com/jp/landmark/keyword/105 

 
お問合せ【（公財）福岡観光コンベンションビューロー】 

電話番号:092-733-5050 

ホームページ:http://www.welcome-fukuoka.or.jp/ 

https://yokanavi.com/jp/landmark/keyword/104
http://yokanavi.com/jp/landmark/keyword/114
http://www.welcome-fukuoka.or.jp/
http://yokanavi.com/jp/landmark/keyword/109
http://www.welcome-fukuoka.or.jp/
https://yokanavi.com/jp/landmark/keyword/121
http://yokanavi.com/jp/landmark/keyword/105
http://www.welcome-fukuoka.or.jp/
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キャナルシティ博多  
  

ホテル、劇場、映画館、ショップ、レストランなど、1日では回りきれないほどのスポットが揃う巨大な複合施設。また、

同施設のラーメンスタジアムは全国のこだわりご当地ラーメン店が集まる観光客に人気のスポット。 

  
 

 

所在地・開催地 〒812-0018 福岡市博多区住吉 1-2  

アクセス 
港より徒歩 30 分(2.5km) 
ツアー:係留バースより車で港より徒歩 10 分(2.5km) 
個人:西鉄バス「キャナルシティ博多前」、地下鉄「中洲川端」下車すぐ(2.5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

12台 

関連リンク 

キャナルシティ博多 
http://www.canalcity.co.jp/ 
ラーメンスタジアム 
http://www.canalcity.co.jp/ra_sta/ 

お問合せ【情報サービスセンター】 

電話番号:092-282-2525（10:00～21:00） l メールアドレス: info@canalcity.co.jp （10:00～20:30） 

ホームページ:http://www.canalcity.co.jp/service/inquiry/ 

 

天神周辺・ＪＲ博多駅周辺  
  

ショッピング天国天神にはデパートやファッションビルをはじめ、多くの路面店が軒を並べる。また、全長 590メートルの

地下街に約 150店舗が並ぶ天神地下街もみどころいっぱい。ＪＲ博多エリアは博多シティを中心に飲食・ショッピングが楽

しめるスポットが並び、外国人旅行者には５％割引サービス提供している。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
港より車で 10分(3km) 
ツアー:係留バースより車で 10 分(3km) 
個人:西鉄バス「天神コア前」、地下鉄「天神」「博多駅」下車すぐ(3km) 

季節 通年 

関連リンク 

天神サイト 
http://tenjinsite.jp/ 
ＪＲ博多シティ 
http://www.jrhakatacity.com/ 

お問合せ【（公財）福岡観光コンベンションビューロー】 

電話番号:092-733-5050 

ホームページ:http://www.welcome-fukuoka.or.jp/ 

 

福岡タワー  
  

福岡のランドマーク。全長 234メートル、8000枚ものハーフミラーで覆われたタワー。地上 123メートルの展望室から見

る景色は圧巻。 

  
 

 

所在地・開催地 〒814-0001 福岡市早良区百道浜 2-3-26  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20分(4.6km) 

個人:西鉄バス「福岡タワー南口」下車すぐ(4.6km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

13台 

関連リンク 
福岡タワー 
http://www.fukuokatower.co.jp/ 

お問合せ【福岡タワー】 

電話番号:092-823-0234 

ホームページ:http://www.fukuokatower.co.jp/ 

http://www.canalcity.co.jp/
http://www.canalcity.co.jp/ra_sta/
mailto:info@canalcity.co.jp
http://www.canalcity.co.jp/service/inquiry/
http://tenjinsite.jp/
http://www.jrhakatacity.com/
http://www.welcome-fukuoka.or.jp/
http://www.fukuokatower.co.jp/
http://www.fukuokatower.co.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@33.5894547,130.4113725,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.5958896,130.3512373,17z
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太宰府天満宮  
  

学問の神・菅原道真公を祀り、受験合格などを祈願する参拝者が国内外から訪れ賑わっている太宰府の名所。桃山様式の本

殿や御神木の飛梅、国宝を納めた宝物殿など見どころもいっぱい。 

  
 

 

所在地・開催地 〒818-0195 福岡県太宰府市宰府 4-7-1  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 45分(16km) 

個人:電車で西鉄太宰府線「太宰府」駅下車徒歩 5分(16km) 

季節 通年 

関連リンク 

太宰府天満宮 
http://www.dazaifutenmangu.or.jp/about 
九州国立博物館 
http://www.kyuhaku.jp/ 

お問合せ【太宰府天満宮社務所】 

電話番号:092-922-8225 

ホームページ:http://www.dazaifutenmangu.or.jp/contact 

 

大濠公園・舞鶴公園  
  

大濠公園は市の中心部にありながら春夏秋冬自然に親しむことができる市民のオアシスで、元々は福岡城の外濠だった。舞

鶴公園（福岡城址）は石垣、櫓、門、堀などが残り、四季が織り成す美しい自然の風景を楽しむことが出来る。特に春の桜

が有名で、福岡城さくらまつりなど、市内屈指の花見の名所として知られる。 

  
 

 

所在地・開催地 〒810-0051 福岡市中央区大濠公園  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 10 分(3.3km) 

個人:西鉄バス「大濠公園」、地下鉄「大濠公園」下車すぐ(3.3km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 2台 

関連リンク 

大濠公園 
http://www.ohorikouen.jp/ 
舞鶴公園 
http://yokanavi.com/jp/theme/detail/34 

お問合せ【大濠・西公園管理事務所】 

電話番号:092-741-2004 

 

福岡市博物館  
  

古くから対外交流の窓口であった福岡の歴史とくらしを紹介。国宝「金印」や名槍「日本号」などを常設展示。2013 年秋

に大規模リニューアルされた。ほかにも、市内には「福岡市美術館」、「福岡アジア美術館」などさまざまな魅力を持つ美術

館も多い。 

  
 

 

所在地・開催地 〒814-0001 福岡市早良区百道浜 3-1-1  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20 分(4.6km) 
個人:西鉄バス「博物館南口」「博物館北口」下車、地下鉄「西新」
下車徒歩（地下鉄利用の場合）10 分(4.6km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10台 

関連リンク 
福岡市博物館 
http://museum.city.fukuoka.jp/ 

お問合せ【福岡市博物館】 

電話番号:092-845-5011 

ホームページ:http://museum.city.fukuoka.jp/ 

http://www.dazaifutenmangu.or.jp/about
http://www.kyuhaku.jp/
http://www.dazaifutenmangu.or.jp/contact
http://www.ohorikouen.jp/
http://yokanavi.com/jp/theme/detail/34
http://museum.city.fukuoka.jp/
http://museum.city.fukuoka.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@33.5209138,130.5350449,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.586026,130.376450,17z?
http://www.google.co.jp/maps/@33.589804,130.353068,17z
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福岡市民の祭り 博多どんたく港まつり  
  

毎年 5月 3・4日の 2日間にかけて行われる市民総参加の祭りで、毎年全国から 200万人を超える見物客で賑わう。明治通

り(呉服町.天神の 1,230m)を約 2万人の参加者が華やかにパレードする。ほかにも、市内約 30カ所に舞台が設置され、様々

なイベントが開催される。語源はオランダ語のゾンターク(休日)。 

  
 

 

所在地・開催地 明治通り  

アクセス 

港より徒歩 20分(1.8km) 

ツアー:係留バースより車で 10分(1.8km) 

個人:電車で地下鉄「中洲川端」、「博多駅」下車すぐ(1.8km) 

季節 春 5月 3日～4日 

関連リンク 

福岡市民の祭り博多どんたく港まつり 
http://www.fukunet.or.jp/dontaku/ 
よかなび 
http://yokanavi.com/jp/theme/detail/54 

お問合せ【福岡市民の祭り振興会】 

電話番号:092-441-1170  

ホームページ:https://www.fukunet.or.jp/dontaku/https/inquiry.cgi 

 

博多祇園山笠  
  

7月 1日から 15日の期間中、博多の街は山笠一色で活気づく。見どころは 12日の「追い山ならし」、13日の「集団山見せ」、

15日早朝の「追い山笠」。道路を埋めつくす男衆が 1トンを超える舁山笠を担いで博多の街を全力疾走する迫力は必見。770

年以上の歴史を持ち、国指定重要無形民俗文化財に指定されている。 

  
 

 

所在地・開催地 〒812-0026 福岡県福岡市博多区上川端町 1-41 櫛田神社内  

アクセス 
港より徒歩 30分(2.3km) 

個人:電車で地下鉄「中洲川端」、「博多駅」下車 徒歩 3分 

季節 夏 7月 1日～15日 

関連リンク 

博多祇園山笠公式サイト 
http://www.hakatayamakasa.com/index.php 
よかなび 
http://yokanavi.com/jp/theme/detail/99 

お問合せ【博多祇園山笠振興会】 

電話番号:092-291-2951 

 

放生会  
  

どんたく、山笠と並ぶ博多三大祭りの一つで、福岡の街に秋の到来を告げる筥崎宮の秋祭り。約１Ｋｍの参道に約５００も

の露店が並び、連日大勢の人で賑わう。「放生会」とは、万物の生命を慈しみ殺生を戒めるための神事。同時に実りの秋を

感謝し、商売繁盛や家内安全を祈って多くの参拝者が足を運ぶ。 

  
 

 

所在地・開催地 〒812-8655 福岡市東区箱崎 1-22-1 筥崎宮  

アクセス 
港より車で 5 分(2km) 
ツアー:係留バースより車で 5分(2km) 

個人:電車で地下鉄「箱崎宮前」下車すぐ(2km) 

季節 秋 9月 12日～18日 

関連リンク 

よかなび 
https://yokanavi.com/jp/theme/detail/148 
筥崎宮 
http://www.hakozakigu.or.jp/index.php 

お問合せ【筥崎宮社務所】 

電話番号:092-641-7431 

ホームページ:http://www.hakozakigu.or.jp/index.php 

 

http://www.fukunet.or.jp/dontaku/
http://yokanavi.com/jp/theme/detail/54
https://www.fukunet.or.jp/dontaku/https/inquiry.cgi
http://www.hakatayamakasa.com/index.php
http://yokanavi.com/jp/theme/detail/99
https://yokanavi.com/jp/theme/detail/148
http://www.hakozakigu.or.jp/index.php
http://www.hakozakigu.or.jp/index.php
http://www.google.co.jp/maps/@33.5978913,130.4095168,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.5939941,130.4103329,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.6148602,130.4233897,17z
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福岡城・鴻臚館案内処「三の丸スクエア」  
  

鴻臚館、福岡城の歴史をハイライトで紹介。施設内の「筑紫菓匠 如水庵（じょすいあん）」では和菓子やお茶が楽しめる。

同じく施設内の「舞遊（まいゆう）の館」では着物の着付けを行っており、着物で福岡城を散策することができる。 

  
  

所在地・開催地 福岡市中央区城内 2-5（旧舞鶴中学校跡地） 

アクセス 
地下鉄「大濠公園」下車徒歩 10分 

西鉄バス「福岡市美術館東口」下車徒歩 5分 

季節 通年 

関連リンク 

展示スペース（入館無料）：092-720-7510 

舞遊の館（着付け 1時間¥2000～）：092-707-3191 

筑紫菓匠 如水庵（抹茶セット¥600など）：092-711-0052 

舞遊の館 HP：http://www.myyounoyakata.com/ 

お問合せ【（公財）福岡観光コンベンションビューロー】 

電話番号:092-733-5050 

 

 

ホームページ:http://www.welcome-fukuoka.or.jp/ 

 

【舞遊の館】 

【歴史の展示スペース】 

【筑紫菓匠 如水庵】 

http://www.myyounoyakata.com/
http://www.welcome-fukuoka.or.jp/

