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「ビーチハウス」
〒811-3219  福岡県福津市西福間4-15-1

福間海岸にある案内カウンター

  7月～8月
(Jul～Aug)
9月～6月
（Sep～Jun）

10:00～18:00/毎日営業
　（Open Everyday）

11:00～17:00/土・日・祝営業
（Open on Sat,Sun,Holyday）

福津市観光情報ステーション

1080円 （2枚×12袋）

福津めんべい 鯛茶漬味

1本  270円

宮地嶽神社エール

鯛茶漬け味の

おせんべいできました！

福岡県内有数の水揚げを誇る福間漁港の真鯛がたっぷり！
パリッと軽い食感がクセになる美味しさです。

もちもちとした国産小麦の麺をさっとゆでて、お湯で溶いた
鯛塩出汁をかけるだけ。お手軽なのに本格的な味が自慢です。

日本中、世界中から訪れる参拝客を魅了する、
宮地嶽神社の「光の道」が瓶の中に！

　まるでお神酒のようですが、
中身は酔わないお神酒「ジンジャーエール」です。

Special Fukutsu Menbei(Red snapper flavor) 

Miyajidake Ginger ale

750円 （2食入り）

鯛塩ラーメン
Tai-shio Ramen

Crispy snack. The  path of light"on the package is also 
popular.（1080yen）
Crispy snack. The  path of light"on the package is also 
popular.（1080yen）

Ginger ale which look like a divine drink.Please check 
the bottle from behind,you can see the “path of light”.
（270yen）

Ginger ale which look like a divine drink.Please check 
the bottle from behind,you can see the “path of light”.
（270yen）

Noodle with red snapper soup.Easy to make at home.
（750yen/2meals）
Noodle with red snapper soup.Easy to make at home.
（750yen/2meals）

鯛の出汁で

贅沢な塩ラーメンを！

＜ここで買えます！！＞
手みやげや ふくつ本舗

Fukutsu-Honpo(Souvenir shop)
〒811-3217　福岡県福津市中央6-11-39

6-11-39 Chuou,Fukutsu
TEL 0940-51-3181

（営業時間）10：00～17：00　日曜・祝日定休（Closed on Sun,Holyday）

（一社）ふくつ観光協会

          ｉｎｆｏ＠ｆｕｋｕｔｓｕｋａｎｋｏｕ．cｏｍ

          ふくつ観光協会
          http://fukutsukankou.com/

homepage

facebook

@fukutushikankou

3-1-1,Chuo,Fukutsu,Fukuoka (JR Fukuma station 2nd floor)
    +81 940429988　 info@fukutsukankou.com
ht tp: // fukutsukankou.com

Fukutsu Tourist Association

福津までのアクセス(Access to Fukutsu)

ふくつの

　　お
みやげ

海にまっすぐ伸びる

「光の道」をおみやげに

Fukutsu City Tourist Information「Beach House」

4-15-1,Nishifukuma,Fukutsu,Fukuoka

福

津

市

Fukutsu C
ity

JR博多駅 JR福間駅
JR Hakata Station JR Fukuma Sta.

JR福間駅

（26A 赤間行バス）

JR Fukuma Sta.
JR小倉駅
JR Kokura Station

福岡市天神(西鉄バス)
Tenjin,Fukuoka City(NishitetsuBus)

快速で約25分
about 25 min by a rapid train

快速で約45分
about 45 min by a rapid train

Tenjin central post office 18eastbound(26A)
約1時間

about 1 hour
福間駅前
Fukuma Sta.

天神中央郵便局前　　東向き18

Local Speciality @ Fukutsu

Published in  Mar 2022※データは2022年3月のものです。予告なく変更になる場合があります。

もぐもぐ 美

味し
いふくつ

Fukutsu Delights

Lunch & Sweets m
ap
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カフェ(Cafe)　　  洋食(Western Cuisine)　　  和食(Japanese Cuisine)　　  洋菓子(Sweets)　　  和菓子(Japanese Sweets)
ベーカリー(Bakery)　　  中華(Chinese Cuisine)　　  ラーメン(Ramen)　　  カレー(Curry)　　  宿泊•民宿(guest houses & beach huts)

電話番号 Tel 　　住所 Address　　営業時間 Opening hours　　定休日 Closed　　駐車場 Parking lot
自慢の一品 Recommendation　　ホームページ H.P.

NEW

OPEN

令和4年
4月下旬

お問い合わせはHPより
お願い致します。
福津市西福間4-11-12
4-11-12 Nishifukuma,Fukutsu　
11:00～SUNSET(LO1時間前)
木・第1金/Thu, 1st fri　　○
パンケーキ(マンゴーパイナップルバナナ)
 Mango pineapple banana pancake
http://mahalo-fukumabeach.com

Hawaiian Cafe MAHALO
脱日常感。ハワイへショートトリップ。

4
HAWAIIAN CAFE MAHALO

Cafe Lanai

0940-72-5527
福津市西福間4-11-20
4-11-20 Nishifukuma,Fukutsu　
11:30～17:00(OS)/土日祝11:30～18:00(OS)
金曜日・悪天候時/fri, Bad weather day     　　○
グルテンフリーのパンケーキ
 Gluten-free pancake
https://cafelanai2008.com/

一軒家カフェはパンケーキが大人気。

5
CAFE LANAI福間海岸

Fukuma Beach

カフェが立ち並ぶおしゃれ度満
点エリア。SUPやビーチヨガ、ウ
インドサーフィンを眺めながらの
んびり過ごせる。

海のパン屋 バム 

080-7896-7295
福津市西福間3-4555-28
3-4555-28 Nishifukuma,Fukutsu
詳しくはInstagramへ
詳しくはInstagramへ　　○（観光協会駐車場）
for details go to Instagram
手作り焼きたてパン、ソフトクリームなどの販売
freshly baked bread,soft serve ice cream
Instagram「uminopanya_bam」

福間海岸の入り口にある小さなパン屋

1
BAM

Stylish seaside area with many 
cafes and marine sports shops.

CAFE ALOHA

0940-72-4050
福津市西福間4-15-20
4-15-20 Nishifukuma,Fukutsu
11:30～18:00
水/Wed　　○　　
ALOHAパンケーキ
Pancake
Instagram「cafe_aloha_fukutsu」

ぷるぷるゆれるパンケーキが名物

2
CAFE ALOHA

cafe かりん
福間海岸すぐ。ランチと手作りスイーツでくつろぎの時間を・・・

3
CAFE KARIN

0940-51-5133
福津市西福間3-28-11　
3-28-11 Nishifukuma,Fukutsu
土、日/Sat,Sun 11:00～17：00
×
スパイスカレーランチ（ドリンク付）
かりん定食（ドリンク付）
spicy curry

cafe BEACH COMBER

0940-42-0661
福津市西福間4-11-16　
4-11-16 Nishifukuma,Fukutsu
11:00～SUNSET
水/Wednesday　 　　　○
ロコモコ、フレンチトースト
Loco Moco,French toast
http://beach-comber.jimdo.com

ビーチに突き出したテラス席がおすすめ。

6
CAFE BEACH COMBER

マルマーレ

0940-43-1414
福津市西福間4-10-10
4-10-10 Nishifukuma,Fukutsu
11:30～15:00(OS14:30)
火/Tue　　　　○（20台）　
選べるメイン付野菜ビュッフェ
Seasonal buffet
http://budounoki.co.jp/area_fukutsu

ぶどうの樹海の見えるレストラン

7
MAR MARE
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5 6
カフェ(Cafe)　　  洋食(Western Cuisine)　　  和食(Japanese Cuisine)　　  洋菓子(Sweets)　　  和菓子(Japanese Sweets)
ベーカリー(Bakery)　　  中華(Chinese Cuisine)　　  ラーメン(Ramen)　　  カレー(Curry)　　  宿泊•民宿(guest houses & beach huts)

電話番号 Tel 　　住所 Address　　営業時間 Opening hours　　定休日 Closed　　駐車場 Parking lot
自慢の一品 Recommendation　　ホームページ H.P.

おんどる 

0940-55-1129
福津市西福間4-5-12
4-5-12 Nishifukuma,Fukutsu
11：30～15：00（OS14：30）、月～金17：30～22：30（OS22:00）、
土日祝、祝前日17：00～22：30（OS22：00）
不定休/Irregular　　○(29台)　　
神戸牛まぶしと極上赤身ステーキの二種盛重
Kobe beef Sukiyaki and Premium Rump Steak with Rice
https://ondoru.co.jp/

秘伝出汁で煮込んだ神戸牛をひつまぶしで味わえる！

15
ONDORU

 BOCCO VILLA 

0940-34-3050
福津市西福間4-15-37
4-15-37 Nishifukuma,Fukutsu　
11：30～19：00　　○(14台)
月 ※祝日の場合は翌日/Mon(if a national holiday 
falls on Monday, it will be  closed the next day)
ローストビーフボール/Roast beef bowl
https://bocco.love/    Instagram「bocco___villa」

アジアンテイストの店内でリゾート気分

8
BEACH CAFÉ & STAY BOCCO VILLA 

レストランハイポー福津店

0940-43-2200
福津市西福間2-20-1
2-20-1 Nishifukuma,Fukutsu
11:00～21:30 (LO20:30)
不定休/Irregular 　　○
ステーキランチ、ハンバーグランチ
Steak lunch, Hamburg steak lunch
http://hypor.wp-x.jp/

開放的な店内が魅力・大型カナディアンログハウス

14
RESTAURANT HYPOR

HOT SUNS

0940-72-1234
福津市西福間3-27-26
3-27-26 Nishifukuma,Fukutsu
9:00～19：00（LO18:40）
火/ Tue　　○　　
ホットサンド
Toasted sandwich

朝食からカフェタイムまで。ずーっとおいしい。

9
HOT SUNS

  焼   肉
すきしゃぶ 

福津
海岸通り店

大磯

0940-43-1151
福津市西福間4-15-17
4-15-17 Nishifukuma,Fukutsu
11:00～16:00/17:00～22:00（夜は完全予約制）
不定休/Irregular　　○　　
あらだき
Simmered fish with soy sauce

福間海岸ではレアな和食処。店内から海が臨める。

13
OISO

鮨屋台 海の彩

0940-43-6600
福津市西福間4-10-10
4-10-10 Nishifukuma,Fukutsu
11:30～15:00(OS14:30)
火/Tue　　○（20台）
海におまかせ握り
Chef’s choice sushi
http://budounoki.co.jp/area_fukutsu

ぶどうの樹レストランのお鮨やさん。

12
SUSHI STALL UMINOIRO

Pâtisserie & café Anju

0940-55-5885
福津市西福間5-33-4　
5-33-4 Nishifukuma,Fukutsu
10:00～18：00
不定休/Irregular　 　　○(6台)　
カヌレ、ケーキ
http://patisserie-anju.jp
Instagram「patisserie_cafe_anju」

～海辺で見つけたちいさなフランス～

11
ANJU

カフェ マリブ

0940-25-9859
福津市西福間3-30-18
3-30-18 Nishifukuma,Fukutsu
11:00～sunset
不定休/Irregular　　○(3台)　　
タコブリトー（サラダとチップスがセット）
Taco burrito(with salad and chips)
Instagram「cafemalibufukutsu」

タコミートとトマトやアボガド、豆などが入った
本格メキシカンブリトーが自慢！

10
CAFE MALIBU



カフェ(Cafe)　　  洋食(Western Cuisine)　　  和食(Japanese Cuisine)　　  洋菓子(Sweets)　　  和菓子(Japanese Sweets)
ベーカリー(Bakery)　　  中華(Chinese Cuisine)　　  ラーメン(Ramen)　　  カレー(Curry)　　  宿泊•民宿(guest houses & beach huts)7 8

電話番号 Tel 　　住所 Address　　営業時間 Opening hours　　定休日 Closed　　駐車場 Parking lot
自慢の一品 Recommendation　　ホームページ H.P.
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ぎゃらりぃ畦
畦町宿のカフェ&ギャラリー。

20
GALLERY AZE

Kitchen King
住宅街のおしゃれ中華。

19
KITCHEN KING

ケーキハウス RITZ
こだわりの職人スイーツ。

22
CAKE HOUSE RITZ

漁師・割烹 安徳丸
旬の魚にこだわる。

21
ANTOKUMARU

Quatre Q
幸せの甘さ。小さなお店にあふれています。

18
QUATRE Q

かろまつ
飾らない美味しさ。心温まる味。

17
KAROMATSU

0940-43-2372
福津市西福間4-11-20
1-14-15 Nishifukuma,Fukutsu
9:30～19:00
火、第2・4水/Tue,2nd&4th Wed　　○
極みシフォン/Chiffon cake
http://www.kyushu-cake.com/fukuoka
/ritz/index.html

0940-35-8222
福津市光陽台4-21-2
4-21-2 Kouyoudai,Fukutsu
8:30～19:00
水/Wed 　　○
還元麦芽糖使用お菓子
Sweets made of reduced malt sugar

0940-62-5511
福津市日蒔野3-1-119
3-1-119 Himakino,Fukutsu
11:30～15:00(OS14:00)/17:30～22:00(OS21:00)
不定休/Irregular　　○
自家製の調味料を使用した人気の酢豚やエビチリ
sweet and sour pork shrimp chili
https://kitchen-king-fukutsu.wixsite.com/home
Instagram「kitchenkinghimakino」

090-7463-4282
福津市畦町368
368 Azemachi,Fukutsu
11:00～17:00
月～金/Mon～Fri　　○
あぜまちロール
Roll cake
https://aze.blog.so-net.ne.jp

0940-42-2335
福津市中央2-5-1
2-5-1 Chuou,Fukutsu
11:30～14:00/17:30～23:00
水/Wed、お昼は（水・土・日・祝）が休み　　○
イカの活造り、地魚料理
Fresh squid sashimi, Seasonal local fish dish
https://www.antokumaru.com

0940-42-0108
福津市中央6-10-1-2F
6-10-1-2F Chuou,Fukutsu
11:00～14:00/17:00～20:00
火/Tue　　　　○(コインパーキング)　
ふわふわたまごのオムライス
Omelet rice

キッチンキング

福 間
Fukuma

JR福間駅を中心とした福津の
商業エリアの中心地。駅の西と
東では全く違う顔を見せるのも
特徴。

Patisserie K2

0940-36-9073
福津市若木台5-21-3
5-21-3 Wakakidai,Fukutsu
10:00～18:30
年末年始/New Year holiday　　○　　
世界にひとつだけのオーダーケーキ
Custom made cake
http://www.patisseriek2.jp

くるま屋さん？でも、美味しいスイーツあります。

16
PATISSERIE K2

Around JR Fukuma Station, 
central commercial area.



カフェ(Cafe)　　  洋食(Western Cuisine)　　  和食(Japanese Cuisine)　　  洋菓子(Sweets)　　  和菓子(Japanese Sweets)
ベーカリー(Bakery)　　  中華(Chinese Cuisine)　　  ラーメン(Ramen)　　  カレー(Curry)　　  宿泊•民宿(guest houses & beach huts)9 10

電話番号 Tel 　　住所 Address　　営業時間 Opening hours　　定休日 Closed　　駐車場 Parking lot
自慢の一品 Recommendation　　ホームページ H.P.
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Patisserie Citron

0940-36-9641
福津市日蒔野1-15-2 
1-15-2-102 Himakino,Fukutsu
10:00～18:00
火/Tue　　○(3台)
めろめろ(5月～8月)/MEROMERO
(Melon bowl cake)from May to September
https://www.patisserie-citron.jp
Instagram「patisserie_citoron」

季節のスイーツについつい手が伸びる。

28
PATISSERIE CITRON

となりのグリル

0940-72-4200
福津市花見が浜2-7-13
2-7-13 Hanamigahama,Fukutsu
11:00～16:00(OS15:00)/17:00～23:00(OS22:00)
木/Thu　　○
農園のランチコース、マシュマロパンケーキ
Lunch course, pancake
http://tonari-grill.jp

福津・古賀・宗像の「地産食材」が主役の鉄板焼きレストラン

27
TONARI-NO-GRILL

HYDE PARK

0940-55-3466
福津市日蒔野1-9-10
1-9-10 Himakino,Fukutsu
11:30～14:30/17:00～24:00(金・土)17:00～23:00(火・水・木・日)　　   ○
月・不定休 ※日・水・金はランチ休
/Mon,Irregular ※Sun,Wed,Fri dinner only
牛下がりステーキ200g/Beef steak 200g
http://hydeparkfukuma.com

住宅地日蒔野にたたずむご近所マダムご用達店。

30
HYDE PARK

中華料理 春香

0940-42-5143
福津市西福間1-10-15
1-10-15 Nishifukuma,Fukutsu
11:00～14:00/17:00～20:30
火/Tue　　○
鯛塩ラーメン
 TAISIO ramen
(Noodle with red snapper soup)

名物鯛塩ラーメンが有名

26
CHINESE CUISINE SHUNSHANN

鯛宝楽 福津本店

0940-43-4145
福津市中央4-20-24
4-20-24 Chuou,Fukutsu
10:30～19:00　　水/Wed　　 ○　　
大納言たい焼き/TAIYAKI (f ish shaped
 cake filled with red bean paste)
http://www.taihouraku.com/tenpo_
fukutsu.html

たい焼きと駄菓子の店

25
TAIHŌRAKU

農園野菜と大地の恵み

Cafe ours cache-cache

0940-22-8301
福津市日蒔野1-11-18
1-11-18 Himakino,Fukutsu
10：30～18：00（ＯＳ17：30）　　   ○(3台)
木・不定休 /Thun,Irregular 
ハンバーグサンド（ドリンク付）
humburger sandwich
Instagram「ours_cache_cache」

川沿いにあるカフェです。自慢のハンバーグサンドは食べ応え十分。

29
CACHE CACHE

カフェ ウルス カシュ カシュ

寿し なかむら
地元にファン多し。

24
SUSHI NAKAMURA

ケーキハウス an 福津店
イートインスペースが広めでうれしい。

23
CAKE HOUSE AN

0940-42-0469
福津市西福間2-17-7
2-17-7 Nishifukuma,Fukutsu
11:30～14:00/18:00～22:00
水/Wed　　○　　
特選握り(ランチは無し)
Choice sushi  (Dinner only)

0940-43-3356
福津市光陽台4-1-7
4-1-7 Kouyoudai,Fukutsu
10:00～19:00
木/Thu　　 ○
光の道フィナンシェ
Financier
http://cakehouse-an.com
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ベーカリー(Bakery)　　  中華(Chinese Cuisine)　　  ラーメン(Ramen)　　  カレー(Curry)　　  宿泊•民宿(guest houses & beach huts)

電話番号 Tel 　　住所 Address　　営業時間 Opening hours　　定休日 Closed　　駐車場 Parking lot
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らー麺 味噌哲

0940-43-3133
福津市中央5-7-11
5-7-11 Chuou,Fukutsu
11:00～16:00/17:30～21:00
月/Mon　　○　　
吟熟ラーメン＋チャーハン
MISO ramen(Noodle with Miso-based soup)
&Fried rice

多彩な味で迷っちゃう！味噌ラーメン専門店

37
RAMEN MISOTETSU

ロゼッタ福津

0940-35-9015
福津市日蒔野5-20-2
5-20-2 Himakino,Fukutsu
11:00～21:00（OS）
無/Open all year round　　○
究極の生パスタ 小エビのクリームソースオマールエビ風味
Fresh Pasta with shrimp cream sauce
https://hitosara.com/0006112024/

ピザ窯あり、生パスタありの本格イタリアン店。

36
ROSETTA

うどんや 栖

0940-42-3660
福津市中央3-2-6
3-2-6 Chuou,Fukutsu
11:00～15:00(LO14:30)/18:00～24:00
不定休/Irregular　　×
黒豚うどん
Udon with boiled pork

JR福間駅の目の前！こだわりうどんに舌鼓

38
UDONYA SUMIKA

marutani

0940-43-8370
福津市中央3-2-6-2F
3-2-6-2F Chuou,Fukutsu
11:00～15:30/17:00～23:00
火/Tue　　○
宮崎産きなこ豚のソテー
Sauteed Pork
facebook「marutani」

駅すぐ横。おしゃれなカフェでのんびりランチ。

35
MARUTANI

麦の香り 福津店

0940-35-8088
福津市中央5-10-12
5-10-12 Chuou,Fukutsu
7:00～19:00
不定休/Irregular　　○
石垣牛カレーパン
Curry Bun
http://muginokaori.com/

焼き立てパンを食べられるイートインスペースあり

34
MUGI No KAORI

究極の生パスタ

福間ラーメン
ろくでなし 福津本店

0940-36-9525
福津市中央4-22-30
4-22-30 Chuou,Fukutsu
月～木11:00～24:00
金土祝前日～26:00/日祝～24:00
無/Open all year round　　○
こってりラーメン Ramen
http://www.ramen-rokudenashi.com

ランチも、夜の〆にも。地元に愛されるソウルフード

33
FUKUMA-RAMEN ROKUDENASHI

華カリー ginger

0940-42-8528
福津市福間駅東1-2-15 第2ikビル
1-2-15 Fukumaekihigashi,Fukutsu
11:00～15:00/17:00～24:00
水/Wed　　○
彩り野菜のカレー
Vegetable curry and rice
http://picbear.com/hana_curry

駅から5分。お野菜たっぷりの本格カレーが人気。

32
HANA-CURRY GINGER

博多わび助 福間店

0940-42-2900
福津市福間駅東1-2-15
1-2-15 Fukumaekihigashi,Fukutsu
11:00～14:00/17:00～24:00
不定休/Irregular　　○
鯛茶づけ
Sea bream chazuke
https://wabisuke-gp.com

駅から5分。昼はお手軽定食屋、夜はメニュー豊富な居酒屋。

31
HAKATA WABISUKE
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本場インド料理パビタラ

0940-42-5529
福津市花見が丘2-16-16
2-16-16 Hanamigaoka,Fukutsu
11:00～15:00／17:00～22:00
無休/Open all year round　　○
パビタラセット
Curry set menu

本場インド料理を味わえる飲食店

40
INDIAN CUISINE PABITARA

Withcoffee

0940-51-4685
福津市中央6-6-15
6-6-15 Chuou,Fukutsu
日/12：00～18：00、月/9：00～18：00
火～金/9：00～21：00、土/12：00～21：00
不定休/Irregular　　○（4台）
スペシャルティコーヒーSpecialty Coffee
https://withcoffee.jp

こだわりのコーヒーを、こだわりの空間で

39
WITHCOFFEE

いけす料理 磯太郎

0940-52-5051
福津市津屋崎7-9-23
7-3-23 Tsuyazaki,Fukutsu　　○
11:00～15:00（OS14:00)/17:00～(夜、前営業日迄の完全予約制）
水・木(昼のみ営業)/Wed,Thu(Dinner only）
玄界灘のイカを使用したイカの活造り御膳（2名様から）
 Japanese-style set menu meal
（Including fresh squid sashimi）
http://www.isotaroh-tsuyazaki.com

鮮度抜群。生け簀に泳ぐイカを心ゆくまで堪能。

44
IKESU-RYOURI ISOTAROU

A.PUTEC CAFÉ

0940-39-3659
福津市渡153
153 Watari,Fukutsu
ランチ 11:30～OS14:30
カフェ 14:30～17:00
月/Mon　　○
ピザ、パスタ、野菜料理/Pizza,Pasta,Vegetable dishes
http://tenutacampiflegrei.com

珍しい野菜たっぷり本格派イタリア人シェフの農園レストラン。

43
A .PUTEC CAFE

アトリエ夢工房

0940-52-3777
福津市津屋崎3-716-1
3-716-1 Tsuyazaki,Fukutsu
8:30～16:30（パンの焼き上がりは10：30～）
土・日・祝/Sat,Sun,Holiday　　○
うみがめメロンパン、うみがめクッキー
Sea turtle shaped bun,
Sea turtle shaped cookie

手作りパンとクッキーのお店。

42
ATELIER YUMEKOUBOU

海しゃん

0940-52-2355
福津市津屋崎6-1-16
6-1-16 Tsuyazaki,Fukutsu
11:30～13:30/17:30～21:00（前日までに要予約）
月/Mon　　○
お昼のおまかせ膳
Chef's choice

ランチは地元のグルメ客でいっぱい。

45
KAISHAN

Asian Cafe&Bar Bintan

0940-62-6322
福津市渡1892-46
1892-46 Watari,Fukutsu
日～金 10:00～18:00/土 10:00～21:00 
火・水/Tue,Wed　　○
グリーンココナッツカレー/Green Curry
facebook「Asian Cafe & Bar Bintan 」

スローな時間を過ごせるアジアンカフェ

41
ASIAN CAFE&BAR BINTAN津屋崎

Tsuyazaki

津屋崎千軒や津屋崎漁港。古く
から栄えるエリアにはお魚の美
味しいお店や個性的なお店があ
る。街歩きが楽しいエリア。

Old town area. There are 
many delicious fish restau-
rants and unique shops.
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Seaside Kitchen MIU

0940-72-4619
福津市津屋崎4-44-6
4-44-6 Tsuyazaki,Fukutsu
11:30～15:00(LO14:30)/17:00～21:00
(LO20:00)　　不定休/Irregular　　○
宮崎牛ハンバーグ
Hamburg steak lunch(Miyazaki beef )
http://seaside-kitchen-miu.com

地元食材にこだわる、津屋崎漁港近くの小さな洋食店。

50
SEASIDE KITCHEN MIU

Patisserie Etoiles

0940-52-5292
福津市津屋崎3-11-17
3-11-17 Tsuyazaki,Fukutsu
10:00～18:00
火/Tue　　○
きなこロール
Roll cake

女性パティシエは地元素材を美味しいスイーツに

53
PATISSERIE ETOILES

菓子舗 さゝ 舟

0940-52-1729
福津市津屋崎1-1-19
1-1-19 Tsuyazaki,Fukutsu
10:00頃～18:00頃
不定休/Irregular　　○
さくらもち
Sakuramochi(a pink rice cake  filled with 
red bean paste)

地元に愛される手作り和菓子

49
SASABUNE

ごはんや 古小路
築100年の古民家利用。日曜日ランチは数量限定

48
KOSHOUJI

正直亭

0940-52-1045(要予約)
福津市津屋崎４-2-16
4-2-16 Tsuyazaki,Fukutsu
11:00～22:00
不定休/Irregular　　○
鯛茶漬け/Tai chazuke(sashimi&boiled 
rice in green tea） 
https://www.shoujiki.com

創業80年の老舗割烹旅館。

51
SHOUJIKITEI

つやざき漁港食堂 空と海

0940-52-5001
福津市津屋崎4-47-18
4-47-18 Tsuyazaki,Fukutsu
11:00～17:00(LO16:30)
火/Tue　　○
海鮮丼
Sashimi rice bowl
http://enterfoods.net/soraumi

漁港にある鮮度抜群の海鮮食堂。

52
SORA TO UMI

ギャラリー蔵

0940-52-0407
福津市津屋崎3-26-21
3-26-21 Tsuyazaki,Fukutsu
11:00～15:00　　日/Sun　　○
津屋崎近海の天然鯛を使用した花満開の鯛茶漬け
(お土産の鯛茶漬けあり※全国発送可)
Tai chazuke(sashimi&boiled rice in red snapper soup） 
https://fukutsuya.com/gallery-kura/

ひっそりした佇まい。鯛茶漬けは年中提供。

47
GALLERY KURA

080-3948-7561  （トミタ）
福津市津屋崎4-34-1
4-34-1 Tsuyazaki,Fukutsu
11:30～16:00
不定休/Irregular　　○
ごはんや古小路(日曜日)
Lunch Set(sunday only)
https://www.instagram.com/gohanyakoshouzi

かどや

0940-52-1337
福津市渡1458
1458 Watari,Fukutsu
11:00～14：00/17:00～21:00(LO20:30)
水・木/Wed,Thu　　○
350g野菜の野菜炒め、刺身定食、ちゃんぽん
Stir fry vegetables,Sashimi set meal,
Champon Noodles

大将・女将の笑顔がいい。昔ながらの地元食堂。

46
KADOYA
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Glamour Cafe

0940-55-3661
福津市宮司浜2-36-12
2-36-12 Miyajihama,Fukutsu
11:00～20:00(LO19:30)
火/Tue　　○
多彩な定番ランチと、充実の珈琲＆デザート。
Various lunch,coffee,dessert
http://webglamour.jp

明るく開放的なカフェキッチン。中庭席も！

60
GLAMOUR CAFE

津屋崎テラス

0940-55-5561
福津市津屋崎3-15-22
3-15-22 Tsuyazaki,Fukutsu
11:00～17:00
日、第1月/Sun,1st Mon　　○
エコでヘルシーな大豆ミート
Soy meat
Instagram「津屋崎テラス」

紺碧の海と緑溢れる空間でリラックス

58
TSUYAZAKI-TERRACE

そらいろ  小さな食堂とうつわのお店

0940-52-6760
福津市津屋崎3-27-5
3-27-5 Tsuyazaki,Fukutsu
11:30～17:00（OS16:00）　　○
水・木/Wed,Thu
トルコライス/Plate lunch
facebook「そらいろ 小さな食堂とうつわのお店」
Instagram「@sorairo_gohan」

ほっと落ち着く空間と手作りの器にも注目

59
SORAIRO

民宿まさご

0940-52-0325
福津市津屋崎1-37-23
1-37-23 Tsuyazaki,Fukutsu
11:00～14:00
不定休/Irregular　　○
会席料理
Traditional Japanese course dinner
http://masago.info

津屋崎海水浴場にある海鮮自慢の民宿。

56
MINSHUKU MASAGO

お好み焼き はまけん

0940-52-7055
福津市津屋崎3-11-18
3-11-18 Tsuyazaki,Fukutsu
11:30～14:00/17:30～21:00　　○
月、第2・第4木/Mon,2nd&4th Thu
関西ミックス
Okonomi-yaki(japanese pancake)

香ばしいソースの香りがたまらない！　

57
OKONOMIYAKI HAMAKEN 宮司・宮司浜

（宮地浜海岸）

Miyaji・Miyajihama

光の道の夕陽が沈む宮地浜や神
社から福間駅へ行く途中など観
光客も多いエリア。

The beach where the  sun of  "path of 
light" sets.There are many tourists 
on the way to JR Fukuma Station.

CANADA KITCHEN

0940-52-2080
福津市津屋崎5-22-3
5-22-3 Tsuyazaki,Fukutsu
水～金/11：00～14：00、土日祝/11：00～16：00
月・火/Mon,Tue
○(5台)　
Fish&Chips(レギュラー)
https://canada-kichen.com

カナダ人オーナー厳選の各国料理をテイクアウトで！

55
CANADA KITCHEN

カナダキッチン

花靖

0940-52-2221
津屋崎7-16-13
7-16-13 Tsuyazaki,Fukutsu
11:30～15:00(LO14:30)
17:00～21:00(LO20:00)※夜は金～日のみ
月/Mon　　○
うに丼　Sea urchin rice bowl
https://fukutsuhanasho.com

魚屋出身大将が営む、名物「うに丼」は本物の味。

54
HANASHOU
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華杏 弥太楼

0940-62-3282(要予約)
福津市勝浦530-2
530-2 Katsuura,Fukutsu
11:30～15:00、17:00～21:00　　○
不定休/Irregular(reservation required)
鯛、イカ、伊勢エビ、シマアジなどの活造り
Sashimi(red snapper,squid,spiny lobster,zebra horse mackerel)
http://www.hanaanzu.com

勝浦浜に面した海と夕陽が見える割烹旅館。

67
HANA-ANZU YATAROU

La salle à manger de Miyamoto

0940-62-5181(要予約)
福津市宮司浜2-25-1
2-25-1 Miyajihama,Fukutsu
11:30～OS14:00/18:00～19：30迄に入店（21：00CLOSE）
不定休(前日までのご予約)/Irregular(reservation 
required)　　○(最大4台)
LUNCH ¥3,000～（オードブル・メインチョイス）
DINNER ¥5,500、¥7,000　（全て税別）
※ディナーは予算対応可（ご相談下さい）

ひっそりとした住宅街の一軒家フレンチレストラン。

66

茶房ファー

090-1343-9462
福津市宮司浜3-8-10
3-8-10 Miyajihama,Fukutsu
11:30～16:00
月・土・日・祝/Mon,Sat,Sun,Holiday　　○
地元で育った旬の野菜や果物を使った
気まぐれランチ
Chef's capricious lunch

心も体もほっとくつろぐデザイナーズカフェ。

64
SABOU-FAR

寿し 神力

0940-52-5808
福津市宮司浜1-17-17
1-17-17 Miyajihama,Fukutsu
11:30～14:00/17:00～22:00
木/Thu　　○
寿しランチ、佐賀牛ステーキ&寿司セット
Sushi lunch,Saga Beef steak&Sushi set

国道495号沿いのすし店。穴子入り福巻が人気！

65
SUSHI SHINRIKI

勝 浦
Katsuura

福津から宗像へ向かう国道495
号線沿いには世界遺産「新原・
奴山古墳群」もあります。

There is a world heritage site 
"Shimbaru-Nuyama Mounded 
Tomb Group".

ラ サラマンジェ ドゥ ミヤモト

カフェ 時季の音

0940-51-3142
福津市宮司5-2-1
5-2-1 Miyaji,Fukutsu
11:30～17:00
火・水・木・不定休あり/Tue,Wed,Thu,Irregular   　○(3台)
昔ながらのナポリタン（サラダ付）
original napolitan spaghetti

熱々鉄板にとろとろ半熟卵の昔ながらのナポリタンを再現しました！

63
CAFE TOKINONE

と　　き　　　　ね

森のカフェ 燦燦

0940-62-6545
福津市宮司3-13-7
3-13-7 Miyaji,Fukutsu
11:30～18:00(入店17：00まで)
水/Wed　　○(店舗前2台)
燦燦手ごねハンバーグ（デミグラスソースor和風おろしソース）
homemade humburger
Instagram「mori_sansan2017」

お食事と喫茶のお店。オリジナル手ごねハンバーグが自慢です！

62
SANSAN

さんさんホヌカフェhonu.cafe

0940-51-4210
福津市宮地浜4-5-1
4-5-1 Miyajihama,Fukutsu
11:30～CLOSE(季節により異なる)
不定休/Irregular　　○(10台程度)
レインボーチーズケーキ
rainbow cheesecake
Instagram「honu.2021」

～宮地浜の隠れ家カフェ～

61
HONU CAFE



カフェ(Cafe)　　  洋食(Western Cuisine)　　  和食(Japanese Cuisine)　　  洋菓子(Sweets)　　  和菓子(Japanese Sweets)
ベーカリー(Bakery)　　  中華(Chinese Cuisine)　　  ラーメン(Ramen)　　  カレー(Curry)　　  宿泊•民宿(guest houses & beach huts)
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宮地嶽神社の名物「松ケ枝餅」 各店舗で食べ比べも楽しい！
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0940-52-0076
福津市宮司元町1-11
1-11 Miyajimotomachi,Fukutsu

71開運堂

不定休/Irregular
9：00頃～17：00頃
宮地嶽神社駐車場/
Miyajidake shrine parking

共通
Common

KAIUNDOU

0940-52-0006
福津市宮司元町1-10
1-10 Miyajimotomachi,Fukutsu

74 島屋SHIMAYA

0940-52-0207
福津市宮司元町1-5
1-5 Miyajimotomachi,Fukutsu

72小松屋KOMATSUYA

0940-52-0805
福津市宮司元町2-6
2-6 Miyajimotomachi,Fukutsu

75人形屋食堂NINGYOYASHOKUDOU

0940-52-0175
福津宮司3-14-11
3-14-11 Miyaji,Fukutsu

73大阪屋OSAKAYA

0940-52-0176
福津市宮司元町2-1
2-1 Miyajimotomachi,Fukutsu

76 宮地館MIYAJIKAN

言わずと知れた福津市のシンボル「宮地嶽
神社」の参道は名物松ヶ枝餅を焼くお店の
他にも参拝後に立ち寄れるお店が並ぶ。

宮地嶽参道
花玲

090-8226-2578
福津市宮司元町2-3 宮地嶽神社参道
2-3 Miyajimotomachi,Fukutsu
月(祭日の場合火)/Mon(if a national holiday 
falls on Monday, it will be  closed the next day)

充実のカフェメニュー！
季節メニュー（コロッケ・かき氷）も大人気です

テイクアウトスイーツ・ドリンク・クレープ

70
KARIN

Miyajidake Sando
Approach to "Miyajidake Shrine" . 
There is a  lot of shops which sell 
traditional sweets "Matsugae-Mochi".

宮地嶽神社

福間駅▶◀勝浦

宮地嶽神社
駐車場
Miyajidake shrine 
parking

ALAPAYSANNE 福津店

0940-62-5245
福津市勝浦4631-1
4631-1 Katsuura,Fukutsu
9:00～18:00
水・第2火/Wed,2nd Tue　　○
福津店限定いちごあまおうバウムクーヘン
“Amaou”Strawberry Baumkuchen
http://www.alapaysanne.com/fukutsu

工房併設のバウムクーヘン専門店。

69
ALAPAYSANNE

創作旬彩 玄杏

0940-72-5595
福津市勝浦1645-3あんずの里運動公園内
1645-3 Katsuura,Fukutsu
11:00～17:00（OS16:00）     ○(20台)
金、第2木/Fri,2nd Thu
ステーキプレートランチ（温泉卵、汁物付）、デザート＆ドリンクをつけることもできます
和風ソースで仕上げたお肉と野菜がバランス良く、温泉たまごにからめてどうぞ！
Instagram「fukutsu_genan」

大きな窓から玄界灘と長閑な田園風景を眺めながら、
こだわりのお料理をお楽しみください。

68
GEN-AN

松ヶ枝餅（MATSUGAE-MOCHI=rice cake  filled
 with red bean paste）、よもぎ餅（YOMOGI-MOCHI
=Mugwort rice cake  filled with red bean paste）


