
けやき通りから数十メートル入っただけで、
通りの喧騒が小鳥のさえずりに変わる舞鶴
公園。ウメ（梅園）、サクラ（花見の名所）、フ
ジ（藤棚）、ボタン、シャクヤク（牡丹芍薬
園）、ツツジ、ショウブ（菖蒲園）、ハス、スイレ
ンなど四季おりおりの花が咲き競う様や、
400年にわたる歴史を刻みこんだ福岡城の
石積みや櫓が、訪れるごとにその表情を変
えて迎えてくれます。園内の小道は心地よい
起伏に富み、心をリラックスさせてくれます。

　　舞鶴公園
鴻臚館は平安時代に築かれた外交のため
の迎賓館で、平安京(京都)、難波(大阪)、筑
紫(福岡)の３ヵ所に設けられた中で唯一遺
跡が確認されているのが福岡の鴻臚館で
す。７世紀後半から約400年間、遣唐使や
新羅の使節団、商客らを迎え入れたとされ
ます。1987年の平和台野球場外野席改修
の際に遺構の残存が発見され、翌年から発
掘調査が始まりました。展示館では遺構や
大陸外交の歴史、交易品などが見られます。

　　鴻臚館跡展示館
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けやき通りは、名前のとおり樹齢70年ほどのりっぱなけやきの
並木が続き、歩道もゆったりとられた、福岡でも有数の散策路
として知られています。周辺には舞鶴公園・福岡城跡・大濠公園
と緑豊かなゾーンが控えており、都心でありながら自然を身近
に感じられる稀有な地区といえます。

落ち着いた雰囲気を漂わせたこの通りやその周辺には、大人の
ための個性豊かな空間がたくさんあります。気軽にアートを楽
しめるギャラリーやカフェが多く、本屋やＣＤショップなどの文
化的スポットが点在しているのも特徴のひとつです。

天神まで歩いていける便利さでありながら、自然もあり、おしゃ
れな雑貨屋や美容室もある。かと思えば、裏通りにはスーパー
や居酒屋も並んでいて、日常生活の様々な側面を満たしてくれ
る機能がこの通りにはあります。繁華街と住宅街の中間のよう
な絶妙なバランスで成り立っているこの地区の雰囲気を気に
入って移り住む人や、職場も住居もこの周辺といった地域を愛
している人も多いようです。

ぜひ、けやき通りにお越しくださり、このマップを手にして、お
茶を飲んだりお店を巡ったりしながら心豊かな時間をお過ごし
ください。

けやき通り周辺には緑や歴史に彩られ
た散策にぴったりのスポットが数多く点
在しています。

Accessけやき通りへの交通アクセス

福岡市営地下鉄
・地下鉄空港線「赤坂駅」より徒歩5分・「大濠公園駅」より徒歩10分
・地下鉄七隈線「桜坂駅」より徒歩10分・「六本松駅」より徒歩10分

西鉄バス
・「博多駅前Ａ」より6・6-1番乗車、「警固町」「赤坂2丁目」「赤坂3丁目」下車
・「博多バスターミナル」より12・113・114・200・203・201・202番乗車、
  「警固町」「赤坂2丁目」「赤坂3丁目」下車
・「博多バスターミナル」より56・57番乗車、「警固町」下車
・「天神警固神社・三越前」より6・6-1・7・113・114・200・201・202・203・　　　
　204・205・206・208番乗車、「警固町」「赤坂2丁目」「赤坂3丁目」下車
・「天神・協和ビル前」より12番乗車、「警固町」「赤坂2丁目」「赤坂3丁目」下車
・「天神・協和ビル前」より51・52・52-1・56・57番乗車、「警固町」下車

車で
・福岡都市高速・天神北・西公園出口より約10分

近隣駐車場を「けやき通りパーキングネット」
でご案内しています。
▶ http://parking.keyaki.st/

ＱＲコードからも
アクセスできます！

“けやき通り”は福岡市の中心を横切る国道202号線の一部で、けやき約100本が並木
道をつくっている全長約800ｍの区間の通称です。1948年の国体の時に整備され、
1991年には福岡市のアメニティ百選に選ばれるなど、福岡市随一の美しい街並みとし
て人気があります。また、1994年には「新・日本街路樹百景」にも選ばれ、福岡市民はも
とより県外の来訪者からも「都心の木陰」として親しまれています。

けやき通りについて

1993年、地元の建物オーナーや企業を中心に、街の環境保全団体と
して「けやき通り発展期成会」が発足し、街並みの景観整備に取り組
みはじめました。国土交通省と連携して歩道の改装・植栽・歩車道照
明・プランターの設置などを実施・整備したほか、違法看板の撤去、け
やきの木の夜間ライトアップ等を進めてきました。赤坂小学校や警固
中学校など地域の学校と連携した季節の花植えや灌水など環境維持
活動や、毎月第三水曜日には定期清掃も行っています。

けやき通り発展期成会とは？

けやき通りには、2009年から国土交通省と福岡市により通り名を表すプレートが設置
されています。一番下の白い四角の中の「北」「南」は、通りの「北側」「南側」を表し、その
下の「#282」とは国体道路が始まる祇園町交差点から2820ｍの距離にあることを意
味しています。

けやき通りのプレートについて

発行：けやき通り発展期成会　〒810-0042 福岡市中央区赤坂2-4-5-306(福永博建築研究所内) 
事務局(担当：草野)　TEL.092-714-6301 　FAX.092-781-1107　http://www.keyaki-st.org
協賛：公益社団法人 福岡中部法人会・赤坂支部　協力：けやき通り活性化委員会
制作：ブックスキューブリック　デザイン：ぱんとたまねぎ　イラスト：ムツロマサコ　印刷：青雲印刷
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けやき通りから南へ少し入った赤坂3丁目の
地区には閑静な住宅街が広がっており、赤坂
公園やふくろうの森といった緑がいっぱいの
休憩スポットもあって静かな散歩にぴったり
です。また、幕末の女流歌人 野村望東尼の
生誕地(⑩)や、月形洗蔵(⑩-2)、加藤司書(⑩
-3)といった勤皇志士の住居跡もあり、それ
らには碑も立っているので散策途中に探して
みてはいかがでしょうか。

裏通りの静かな散歩道10

2012年にオープンした福岡城の歴史と魅
力を紹介する施設。「時空のバーチャル
ムービー」では昔の福岡城をCGで再現。映
像の中には、いまだ存在が謎に包まれてい
る福岡城の天守閣が登場、今と昔を交差し
ながらお城を散策します。また、旧舞鶴中
学の跡地には「福岡城・鴻臚館案内処・三
の丸スクエア」(⑤-2)も2014年にオープ
ン。周辺では、様々な団体がツアーイベント
を実施しています。

　　福岡城むかし探訪館5

福岡でプロテスタント伝導を開始した由緒
ある教会で、その活動開始は100年以上も
前のことです。現在の建物は1929年に建
てられたもので、鳶が絡まり静かに佇むレ
トロな外観は大変風情があり、思わず見
入ってしまいます。九州でも最初期の鉄筋
コンクリートブロック造建築で、2006年に
福岡市都市景観賞を受賞しています。

　　福岡警固教会14
緒方竹虎は、約60年前、ワンマン宰相とう
たわれた吉田茂内閣で国務大臣、官房長
官、副総理を歴任。1955年の保守合同、自
由民主党結成を推進し、自ら党総裁代行委
員となり、首相就任を有力視されていまし
たが、その目前に急死した福岡県一区選出
の政治家です。住居跡の碑は、マンション
の前庭にひっそりと建っています。

　　緒方竹虎住居跡の碑1１

西鉄ライオンズの黄金時代には、本拠地と
なって福岡市民を熱狂させた平和台野球
場も1992年の福岡ダイエーホークスＶＳ近
鉄戦がラストゲーム。その後、1997年に完
全閉場となってしまいましたが、2002年
に、稲尾、中西等の西鉄ライオンズOB会が
このモニュメントを建立しています。モ
ニュメントには「平和台野球場史」も記載
されています。

　　平和台野球場記念碑6

三井住友海上ビルの西側に、1784年に設立
された藩校･修猷館跡地の碑があります。廃
藩置県で廃校の後、再興され早良区西新に移
転、現在は県立修猷館高校となっています。ま
た、その隣の読売新聞西部本社ビル敷地内
には1916年に同地で福岡市初の男子中学校
を開校した西南学院発祥の地記念碑が建っ
ています（２年後に現在の西新に移転）。隣り
合う場所で設立された両校が、移転先でも隣
同士という因縁が興味深く感じられます。 

東学問所跡（修猷館発祥の地）
西南学院発祥の地記念碑(③-2)3

1948年に開催された第3回国民体育大会
の会場として開設。福岡国際マラソンのス
タート地点として有名な競技場です。陸上
のほか、サッカー、ラグビーの大会に使用
されています。

　　平和台陸上競技場7

1979年に完成した建築家 前川國男の設
計による瀟洒な美術館。ダリ、シャガール、
ウォーホルなど世界的な巨匠の作品や青
木繁、黒田清輝、坂本繁二郎など九州出身
の名画家の作品、さらに東洋の古美術品、
茶道具、仏教美術まで約14,000点が収蔵
され見ごたえ充分。敷地内にある野外アー
トのひとつ草間彌生の強烈な作品「南瓜」
も必見。（2016年9月から約2年半リニュー
アルのため閉館の予定）

　　福岡市美術館9
黒田長政が福岡城築城の際、当時博多湾の
入江の一部だったこの地域(草ヶ江)を埋め、
福岡城の外濠(大堀)として城の護りとしたの
がその名の由来。 その後、東亜勧業博覧会
を機に福岡県が造園を着工し1929年に開
園したのが現在の大濠公園。日本でも有数
の水景公園で、夏には花火大会の会場として
も知られ、県民の憩いの場として広く親しま
れています。周囲には茶室を備える広大な日
本庭園や能楽堂などの施設もあります。

　　大濠公園8
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潮見櫓

名島門

旧母里太兵衛邸
長屋門
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西側広場

くじら公園
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野球場

平和台野球場跡

花菖蒲園

武道館
赤坂公園

ふくろうの森

このあたりからの眺め
は江戸時代にタイムス
リップしたかのよう。
蓮の花が咲く7月ごろ
がきれいです。

自転車道の脇に、福岡城外
堀の石垣を見学できる地下
道の入口があります。毎週
土・日の10時から17時まで
公開されています。

この道は江戸時代と
変わっておらず、クラン
ク状になっているのは
外敵の侵入を防ぐため
だったそうです。

お花見の季節にはお城の上
にたくさんの人が集まりま
すが、この疎水沿いやラグ
ビー場のあたりもすてきな
桜の景色が楽しめます。お
気に入りのスポットを探して
みてください。

けやき通り周辺は、福岡の街の魅力をつくりだしている建物や通り、企画や活動に贈
られる福岡市都市景観賞を受賞したスポットが数多く点在しています（「周辺の散策ポ
イント」地図に記号で示していますので、散策の途中で探してみてください）。
「シャトレけやき通り、シャトレ赤坂」(1987年度)A 、「福岡市美術館の情景」(1990年
度) 9 、「警固小学校の並木」(1993年度)B、「Ｊ・HOUSE赤坂」(1994年度)C、「けや
き通りのライトアップ等、景観整備及び環境向上運動（けやき通り発展期成会の活
動）」(1997年度)、「KIKI PLACE」（1999年度）D、「福岡簡易保険事務センター」
（1999年度）Ｅ、「舞鶴公園の濠」(2003年度）Ｆ、「御菓子處 五島」(2003年度)G、「日
本基督教団 福岡警固教会」(2006年度)14 、「けやき通り」(2009年度)、「福岡城南丸
多門櫓」(2010年度)H、「スターバックスコーヒー福岡大濠公園店」(2010年度) I、
「ブックオカ（中心イベントがけやき通り一箱古本市）」(2011年度)

福岡市都市景観賞受賞スポットが点在

警固
中学校

筑紫女学園

護国神社は、明治維新から太平洋戦争まで、
国のために命を落とした県内出身者約１３
万余人を祀っています。けやき通り側からひ
ときわ目を引く大鳥居は、高さ13メートル、
柱の直径は160センチを誇り、神社を囲む森
は約3,000本の木々が潤いを与えています。
また冬季には大濠公園などに飛来する渡り
鳥の休息地ともなっています。手入れの行き
届いた参道や神殿前の広場は、静謐な雰囲
気で訪れる人を優しく包んでくれます。

　　護国神社13
NHK福岡放送局で、実際
に番組で活用している特
殊効果など放送技術を体
験したり、 スタジオなどの
設備を見学することがで
きます。時間帯によっては
パークサイドスタジオでの
生放送番組も見ることが
できます。

　　ＮＨＫ福岡放送センター12

法人会に入りませんか？

公益社団法人 福岡中部法人会・赤坂支部詳しくはＷＥＢへ▶検索 法人会

・60年を超える歴史ある、約90万社が加入する経営者の団体です。
・税の活動を中心に、国や地域への貢献を目指しています。
・企業の発展を支援するための活動を行っています。

法
人
会
と
は

協 賛

法人会
よき経営者をめざすものの団体

FUKUOKA

F

大濠公園の外周は
ジョギングやサイ
クリングを楽しむ
人でいっぱいです。

約1,000本の桜が咲き誇る
舞鶴公園は福岡を代表する
お花見の名所です。 藩祖の
黒田官兵衛は先祖の故地・
備前福岡にちなんで、築城し
たこの地を“福岡”と名付け
たと言われています。

2030年頃をめどに大
濠公園と舞鶴公園を
一体的につなぐセント
ラルパーク構想が策定
されています。

万葉
歌碑

博多駅

天神駅
中洲川端駅

薬院駅

桜坂駅 六本松駅

赤坂駅 大濠公園駅
西鉄
福岡駅

天神南駅

福岡都市高速

国体道路

明治通り

昭和通り
長浜通り

城南線

大濠公園

地下
鉄・
空
港
線

地下鉄・七隈線

西
鉄
天
神
大
牟
田
線

Ｊ
Ｒ
鹿
児
島
本
線

天神北出口

西公園出口

大
正
通
り

大天守台跡

↑
長浜

中央市民センター・
図書館

　

初代福岡藩主･黒田長政が、慶長６年
(1601)から７年がかりで築城、別名「舞鶴
城」とも呼ばれ、大中小の各天守台と約50
の櫓がありました。現在は多聞櫓（重要文化
財）H、潮見櫓、下之橋御門、祈念櫓、名島
門、御鷹屋敷跡（黒田如水隠居地）、旧母里
太兵衛邸長屋門などが残されており、大天
守台跡は展望台になっています。福岡ドーム
や志賀島、能古島まで見渡せる360度の眺
望が見事で、お殿様気分を味わえます。

　　福岡城址4



フッコ / 喫茶1
☎714-5837

LIV LABO / ライブハウス3
☎791-6009

釡喜利うどん / うどん4
☎726-6163
酒の肴も充実したうどん屋さん。

じぇいず / 雑貨2
☎724-6882
小さなお店に感度の高い器やクラフト
作品が並ぶ。

グルーヴィン / 中古 CD5
☎ 713-1590

兼虎 / つけ麺6
☎726-6700

鈴木商店 / ラーメン7
☎734-1155

モスバーガー / ハンバーガー10
☎739-2030

泰元食堂 / 定食8
☎752-5589
鹿児島黒毛和牛の生産者が営む定食屋。

ヌワラエリヤ / スリランカ料理9
☎737-7788
中毒者続出の本場スリランカカレー。
本や雑誌もいっぱい。

うまっつら / 屋台11
☎090-3739-2859
関東出身のオーナーが営む屋台。

けいじ / 屋台12
☎090-1160-1111
ラーメンが有名な屋台。

黒田屋 / 皿うどん・ちゃんぽん13
☎733-9449
お昼時は近所の働く人でいっぱい！

スロンチャ / パブ14
☎712-8580
ギネスの生ビールが味わえる老舗アイリッ
シュパブ。

大正亭 / 黒豚カツレツ15
☎ 732-7711
カツカレーが人気。

不二味や / 定食16
☎716-6070

クロスカントリー / 自転車17
☎716-9955
多くの店舗を構える自転車屋の1号店。
貸自転車もあり。

けやき通りの花のお世話をしています。

美松花園 / 花18
☎751-0106

パイティティ / エスニック雑貨19
☎715-0533

ホロニックサクラ店 / ブティック20
☎737-1733

OKi 美容室 / ヘアサロン27
☎712-4010 田口商店 / 中古 CD21

☎716-0087
創業40年の老舗レコード店。ロック・POP・
クラシック…各ジャンルあり。

似湖礼 / 喫茶32
☎741-8568
野菜ソムリエの女性オーナーシェフがつく
る野菜中心のランチ。

ギャラリー尾形 / 画廊33
☎713-1835
上質な企画展を常時開催。

工藝風向 / 工芸店43
☎716-5173
暮らしの道具や、暮らしに簡素なよろこび
を与える古くて美しいものたちを紹介。

ファイネストピアノ / ピアノ販売34
☎ 712-7702 
スタンウェイピアノの正規ディーラー。

ババゲーノ / おもちゃ35
☎721-0028
30年続くヨーロッパの玩具と子供服のお店。

ブレッド / パン22
☎ 771-5525

五穀 / カフェレストラン25
☎ 716-5766
明太子オムライスが名物。いつも行列の人
気店。　

琴平 / うどん・そば23
☎ 781-5528
出汁のおいしい地元民御用達のうどん屋
さん。

TOTO 水彩プラザ / 住宅設備24
☎ 738-7282

ブックスキューブリック / 本26
☎ 711-1180
小さな店内にセレクトされた本がぎっしり。
レア本もあり。

パッパライライ / カフェ28
☎406-9361
古民家をリノベした空間もすてきで料理も
超おいしい！

岩永商店 / 食料品29
☎741-9246
肉・野菜・調味料…何でも揃う赤坂の台所。
どれも良品！

手の間 / ギャラリー30
☎ 761-0395 
雑誌「手の間」を発行。併設ギャラリーで
展覧会も開催。

洋食ワインVin / ビストロ31
☎ 791-5292
フレンチ＆イタリアン・ビストロ。ランチも
あり。

山田屋 / 天津甘栗37
☎741-2473
工場直売。いつでも2割引！

原酒店 / 酒36
☎ 741-1159
80年続く町の酒屋さん。佐賀の銘酒「東一」
も置いています。

川崎胃腸科・内科クリニック /病院38
☎736-5601
きれいな待合室にはセンスのいい本や
絵が飾られています。

ギャラリー 106 / 雑貨39
☎ 714-2288
ヌワラエリヤのオーナーが集めた数々のオ
ブジェを展示。

ラッコルト / ジェラート40
☎ 732-3305
毎朝つくるもちもち食感の手作りイタリアン
ジェラートのお店。おみやげや贈り物にも！

Ｂin / レンタルギャラリー41
☎732-5930 
下のブティックBASCOが運営する眺めの
いいギャラリー。

珈琲美美 / 珈琲42
☎713-6024
ネルドリップの味わい深いコーヒーで全国
的に有名なお店。

けやき通りには、オーナーのカラーが表現された個人経営のお店が多いのが特徴です。個性ある店がその個
性に反応する人を呼び寄せて、客同士も店同士もゆるやかにつながっている、その自由さが独特の居心地の
よさを醸し出しているようです。転勤や単身赴任で引っ越してきた人も、探してみればフィーリングにあう自分
の“居場所"と思える店が見つかるはずです。このガイドがそんなきっかけになれば幸いです。

けやき通り周辺は年間を通じて
楽しいイベントがたくさん開催されています！

護国神社・蚤の市1・5
・9月

すっかり恒例となった蚤の市。掘り出
し物を求めて朝早くから多くの人で
賑わいます。

福岡城さくら祭り3月
下旬

約1000本の桜が咲き誇る花見の名
所舞鶴公園が期間中美しくライト
アップされます。

おおほりまつり3月
下旬

桜の季節に、黒田二十五騎に扮した行
列が光雲神社から舞鶴公園まで練り
歩きます。舞台では「鴻臚館の宴」も。

どんたく松囃子5月
上旬

博多どんたくのルーツともいえる松
囃子の一行がけやき通りを行列し
ます。

けやき通り音楽祭5月
～6月

期間中、市美術館やけやき通り周辺
のカフェなどで様々な音楽イベント
が開催されます。

けやき通り軒先市５月
下旬

けやき通りの商店の軒先を借りた楽
しいマルシェ。

西日本大濠花火大会8月
1日

毎年大濠公園で開催される福岡の
風物詩。約6000発の花火が夏の夜
空を彩ります。

アートをたずねる月10月
10年以上続くアートのスタンプラ
リー。けやき通り周辺のスポットも多
く参加しています。

フクオカクラフト
マーケット

10月
下旬

護国神社で開催される様々なジャン
ルのつくり手が作品を直接展示販売
するイベント。 

けやき通り
一箱古本市

11月
上旬

20 0 6年から始まった本のお祭り
「ブックオカ」のメインイベント。多く
の本好きで賑わいます。

けやき通りアート
ストリートフェスタ

11月
～12月

けやき通りはギャラリーや市美術館
などアート鑑賞ポイントの宝庫です。
（周辺ギャラリー約8箇所）

福岡国際マラソン12月 午後1時頃けやき通りを先頭集団がもの
すごいスピードで走り抜けていきます。第1日曜

けやき通りのイベント情報や最新ニュースはウェブサイト「けやきタイムス」で詳しく紹介しています！▶ http://www.keyaki.st/

北側North

南側South
ギャラリー LUMO / ギャラリー44
☎215-0115
 雑貨・古本もあります！

カーマイン / バー47
☎761-2725
ロックテイストに溢れたバー。

ゼネラルヨガ ユニヴァ /ヨガ46
☎737-6759

SPACE TERRA / ライブハウス45
☎090-6515-8605

イルソルレヴァンテ / イタリア料理49
☎713-6888
本場ナポリの協会に認定されたピッツァ
店。

秀ちゃんラーメン / ラーメン50
☎ 734-4436

Mon Favori / 雑貨51
☎406-5430
国内外の使えるキッチン雑貨のお店。

かりん塔 / 創作居酒屋52
☎725-8310

ロッサロッサ / バル53
☎733-6363
昼も夜もくつろげるお店。お花屋さんスリー
ズを併設。

ベニールカフェ / 喫茶54
☎714-7179
名店カフェ・ド・カッファを引き継いだエイ
ジングコーヒーが味わえる。

ファーム / 自然食品55
☎716-9200
 2Fは自然食レストラン「キッチン・ふぁー
む」。

けごんラーメン / 味噌ラーメン57
☎716-5052
福岡では珍しい味噌ラーメンの店。

四季亭 / 惣菜56
☎090-7385-7386
どれを食べてもおいしい手作り惣菜・
お弁当屋さん。

キナリ / 布・雑貨58
☎732-3719

新世界 檳榔の夜 / 台湾料理59
☎713-3531

アンタイディー / 雑貨60
☎716-2424
ビル2F奥にあるアンティーク雑貨屋さん。

ブレッド・ジャンクション / パン61
☎738-7150

ポルチェリーノ /イタリア料理62
☎714-7221 

アンパス / 花48
☎714-1877

マガジーノ / 輸入食品69
☎ 731-3366
世界各国から集めた輸入食品が1000品目
以上！

弐ノ弐 / 餃子70
☎716-4022

黒猫堂 / パン72
☎725-3803
福岡県産の小麦粉で作ったもちもちとした
素朴なパンが味わえる。

クリスティーズ / イタリア料理73
☎ 751-1171
窯焼きピザや手打ちパスタが味わえる町の
トラットリア。

いしい / 蕎麦74
☎715-2667
酒と肴が充実した夜のお蕎麦屋さん。

ハイサイ / 居酒屋75
☎ 712-8131
大物ミュージシャンも訪れる洋楽居酒屋。

わっぱ定食堂 / 定食76
☎781-3708
市内に数店舗を構える定食屋。豚汁や肉吸
い定食が人気。　

焙煎屋 / 珈琲豆77
☎751-0066
長く続く老舗のコーヒー豆屋さん。

アルバス / 写真78
☎791-9335
ひと味ちがう写真を残したい方はこちらへ。
ギャラリーやトレネ(バル)も併設。

ハイダル / カレー79
☎ 714-0758
バングラディッシュ人オーナーが作
るスパイスたっぷり薬膳カレー。

いりえ / 定食83
☎ 791-3745
ら麦の隣にできたお昼の定食屋さん。雑貨
コーナーも併設。

元気畑アルファー / 野菜80

ゼリージュ / カレー81
☎ 715-7116
スパイス感じるモロッコ風カレー。

ら麦 / パン82
☎ 741-0178
少し入り込んだ場所にあるが人気のパン屋
さん。

ラクレ / 洋菓子84
☎ 731-2458
マンションの一室で金曜日のみオープン。
上品でおいしい大人のお菓子。

五島 / 和菓子85
☎731-5100
季節感あふれる美しい和菓子は芸術品。

ギャラリーモリタ / 画廊86
☎ 716-1032
25年続くけやき通りの文化サロン。気さくな
オーナー森田さんのもとには若者がいっぱい。

サラリムナム / タイ料理87
☎ 715-1418
老舗の本格タイ料理店。

林檎 / 喫茶88
☎ 731-4388
けやき通り随一の老舗喫茶店。

豊輪スポーツ / 自転車89
☎751-4646
大正時代から営業。オリジナル自転車「女
神号」を販売。

ヴェネツィア食堂 / イタリア料理90
☎732-5597
イタリア食材を買えるデリも併設。

トコポラアネックス /画廊91
☎ 762-1510
田川にあるネオダダの作品蒐集で知られ
る画廊の系列。

柳川屋 / 鰻料理92
☎716-5350
明太子の入ったひつまぶしが美味。

とねりこ / カフェ93
☎771-2347
狭い入口を抜けると庭が望める素敵な
カフェが出現。ミニギャラリーも併設。

豆豆的花 / カフェ94
☎517-2261
オープンして間もないモダ
ンで和める隠れ家カフェ。

ロコハウス /モデルハウス95
中庭のあるモデルハウス。けやき通り文化
サロンも時々開催。

ヘイズギャラリー / 画廊96
☎712-7200
日本の若手作家を中心に国内外のコンテン
ポラリーアート作品を紹介。

ひいらぎ / 喫茶97
☎731-1938
静かで落ち着いた大人の喫茶店。

ｇｉ / 雑貨98
☎741-1533 
久留米絣を使用したオリジナルの服や小
物を展開

イエナコーヒー / カフェ63
☎982-1007
生豆をその場で焙煎してくれるカフェ。

ペルケ・ノー / イタリア料理64
☎725-3579
福岡のイタリアンを代表するお店。　 

ニューポート / ダイニングバー65
☎731-3563
オムライスが有名。

ロリンズ / ダイニングバー66
☎713-3555
アメリカの郊外にありそうなカジュアルな
お店。時 J々AZZの生演奏もあり。

ピエロ / 洋食67
☎715-3203
路地裏の実力派洋食屋さん。

シャトール / パン68
☎751-3840
名物はあんぱん。朝６時から開いてます。

活海酒 / 居酒屋71
☎716-6787
２Ｆが古民家風で和めます。

店舗紹介ページ
 http://keyaki.st/shopinfo/

ＱＲコードからも
アクセスできます！

※電話番号の市外局番は【092】です。営業時間等は各店舗にお確かめください。
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