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100円循環バス・6・6-1・300〜305・BRT

キャナルシティ博多

100円循環バス・6・6-1・100円ライナー

九大 伊都キャンパス

K・エコルライナーK

マリノアシティ福岡

303・特快303

竹下・井尻・アサヒビール園 46・46-1

福岡タワー

302・特快303
（土日祝のみ）
・305・307

福岡市動植物園

福岡市博物館

300・301・302・303

福岡自動車運転免許試験場 50・65・67

福岡ヤフオク！ドーム

300・301・303・305
（特快303を除く）

福岡大学

16・エコルライナー 片江営業所行き

300・301・302・304

百年箸・那の川

64・65・66・67・69・69-1

平尾・小笹

69・69-1

福岡赤十字病院

64・65・66・67

福岡大学病院

64

薬院駅
六本松

九大総合グラウンド行き

「能古渡船場」
下車、
市営渡船のりかえ

大橋

47・48・48-1・60

美野島

47・48・48-1

九州がんセンター

47・48-2

老司団地

48-1

1 階（ 市 内バス）のりば案内

100
1

2

3

4

5

博多駅

11

12
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10

博多港国際ターミナル（中央ふ頭）
マリンメッセ福岡
88・BRT
福岡国際会議場
福岡サンパレス
福岡国際センター
99
博多ふ頭・ベイサイドプレイス博多

福大病院行き

福岡県立美術館

西 鉄お客さまセンター

46 博多ふ頭行きに乗車
「市民会館」
下車

T EL /0570-00-1010

福 岡 市 内 1日フリー乗 車 券 900円（大人）、450円（小人）

15 ゆめタウン博多行き

こども病院
アイランドシティ

アイランドシティ照葉行き

29・29N

2 【明治通り経由】100 100円循環バス

100円ライナー

すべてのバス

博多座・博多リバレイン
すべてのバス
福岡アジア美術館
福岡アンパンマンこどもミュージアム
福岡大学
大濠公園・西新

12
3

油山牧場
（もーもーらんど）

56特快

福岡タワー・福岡ヤフオク！ドーム
ヒルトン福岡シーホーク
九州医療センター
306
福岡市博物館・藤崎
福岡歯科大学・四箇団地

11

福岡空港国際線 Airport Bus・太宰府ライナー旅人
太宰府
太宰府ライナー旅人

12
急行
急行 西鉄後藤寺行き
41・43

金隈

43

13

3 【昭和通り経由】
天神

すべてのバス

山王一丁目

8・17・29・40・44・45

大濠公園

すべてのバス

板付団地

29・40 板付七丁目行き

諸岡

44・45

井尻

45

4 【国体道路経由】
天神・キャナルシティ博多

すべてのバス

六本松

113・114・
200〜204・208

中村学園大学

200〜204・208

福岡大学病院
木の葉モール橋本

114
203・204・208

5 【都市高速経由】
312

福岡市博物館

312

室住団地

503

野方

503・506・507・
514・515・526

☎092-451-0109

MAP C-4

2 プレジデントホテル博多

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-23-5

☎092-441-8811

MAP C-4

3 冷泉閣ホテル 駅前

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-28-3

☎092-441-8601

MAP C-4

4 ハカタビジネスホテル

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-16-3

☎092-431-0737

MAP C-4

5 ANAクラウンプラザホテル福岡

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-3-3

☎092-471-7111

MAP D-4

6 ホテルアクティブ!博多

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-20-16

☎092-452-0001

MAP C-4

7 八百治博多ホテル

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-9-2

☎092-483-5111

MAP D-4

8 ホテルサンライン福岡博多駅前

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-11-18

☎092-409-2121

MAP D-4

9 西鉄ホテル クルーム 博多

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-17-6

☎092-413-5454

MAP C-4

10 JR九州ホテル ブラッサム博多中央 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-2-11

☎092-477-8739

MAP C-4

11 ロイヤルパークホテル ザ 福岡

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-14-15

☎092-414-1111

MAP C-4

12 アコードホテル

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-11-20

☎092-434-1850

MAP D-4

13 東横ＩＮＮ博多口駅前

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-5

☎092-451-1045

MAP C-4

14 東横ＩＮＮ博多口駅前２

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-16-6

☎092-437-1045

MAP C-4

15 ホテルフォルツァ博多駅博多口

〒812-0011 福岡市博多区 博多駅前2-1-15

☎092-473-7113

MAP C-4

16 スマイルホテル博多駅前

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-8-18

☎092-431-1500

MAP C-4

17 博多グリーンホテル1号館

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街4-4

☎092-451-4110

MAP C-4

18 博多グリーンホテル2号館

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街3-11

☎092-451-4111

MAP C-4

19 博多グリーンホテル アネックス

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街4-32

☎092-451-4112

MAP C-4

20 ホテルセントラーザ博多

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街4-23

☎092-461-0111

MAP C-4

21 ホテルフォルツァ博多

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街4-16

☎092-473-7111

MAP C-4

22 東洋ホテル

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-9-36

☎092-474-1121

MAP C-4

23 ホテルサンルート博多

〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街4-10

☎092-434-1311

MAP C-4

24 サンライフホテル2・3

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-12-3

☎092-473-7112

MAP C-4

25 JR九州ホテル ブラッサム福岡

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-2-4

☎092-413-8787

MAP C-4

26 ハイアットリージェンシー福岡

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2-14-1

☎092-412-1234

MAP C-4

27 ホテル・ザ・ビー博多

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-3-9

☎092-415-3333

MAP D-4

28 ホテル ラ フォレスタ

〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-29

☎092-483-7711

MAP C-4

29 アンカーホテル博多

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南1-4-6

☎092-432-1211

MAP D-4

30 東横ＩＮＮ博多駅南

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-10-23

☎092-475-1045

MAP D-4

31 ホテルエリアワン博多

〒812-0043 福岡市博多区堅粕2-3-1

☎092-632-4334

MAP D-4

32 スーパーホテルLohas博多駅

〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-1-32

☎092-451-9000

MAP D-4

中洲通エリア

博 多 駅 から 徒 歩１０分 ほど の 市 街 地

博多の伝統文化をささえてきた櫛田神社

で ありな がら「 寺 町 」と呼 ば れるほど

や最新トレンドを発信するエンターテイ

寺 院が集 中している地 域

メントスポット、文化と情報の発信地

①キャナルシティ博多
ホテル、映画館、
ショップ、
レストラン、など
がひしめく複合商業施設

①博多千年門
博 多 千 年 門 は、寺 社 町エリアへと導く
ウエルカムゲート

②櫛田神社
「お櫛田さん」の愛称で市民から親しまれ
る神社。博多祇園山笠が奉納される。

②承天寺
仁 治３年に創 建され「 博 多 祇 園 山 笠 」
の 発 祥 の 地でもある

③博多町家ふるさと館
博多に来たなら、博多文化に触れてみん

③聖福寺
建 久 6 年（ 1 1 9 5 年 ）、臨 済 宗 の 始 祖・
栄 西によって開 山され、日本 最 初 の 本

④博多伝統工芸館

格 的な禅 寺として有 名

福岡市を代表する伝統的工芸品・博多織
及び博多人形などを展示

④東長寺
真言宗九州教団の本山で弘法大師創
建 の 寺としては日本 最 古

市内を流れる博多川河畔にそびえる博多

龍宮寺が創建された鎌倉時代は袖の港

リバレイン。その中のアジア美術館は、ア

の 海 辺にあり、そこで 捕えられた人 魚

ジアの近現代の美術作品を系統的に収

が埋葬されたという伝説が残るお寺

集・展示されている。

34 ホテルスカイコート博多

〒812-0038 福岡市博多区祗園町4-73

☎092-262-4400

MAP C-4

35 東横INN博多駅前祗園

〒812-0038 福岡市博多区祗園町1-38

☎092-281-1045

MAP C-4

36 山本旅館

〒812-0039 福岡市博多区冷泉町3-6

☎092-291-1176

MAP C-4

37 和風旅館鹿島本館

〒812-0039 福岡市博多区冷泉町3-11

☎092-291-0746

MAP C-4

38 冷泉閣ホテル 川端

〒812-0026 福岡市博多区上川端町8-21

☎092-281-1811

MAP C-3

アによる「まち歩き」です。コースは① 天 神と

39 川丈旅館

〒810-0801 福岡市博多区中洲3-1-18

☎092-291-1100

MAP C-3

② 博 多 の 2 コ ー ス 。ボ ランティアガイドと一

40 博多 エクセルホテル東急

〒810-0801 福岡市博多区中洲4-6-7

☎092-262-0109

MAP C-3

2,930円（大人）、1,420円（小人）西鉄電車往復乗車券＋川下り乗船券

41 ホテルリソル博多

〒810-0801 福岡市博多区中洲4-4-10

☎092-282-9269

MAP C-3

●柳川特盛きっぷ

42 グランド ハイアット 福岡

〒812-0018 福岡市博多区住吉1-2-82

☎092-282-1234

MAP C-3

43 住吉館

〒812-0018 福岡市博多区住吉2-5-19

☎092-291-0451

MAP D-4

44 ホテルエクレール博多

〒812-0028 福岡市博多区須崎町1-1

☎092-283-2000

MAP B-3

45 スーパホテルInn博多

〒812-0036 福岡市博多区上呉服町11-32

☎092-282-9000

MAP B-3

620円（大人）、310円（小児・割引）

ご予約：九州高速バス予約センター
T E L /092-734-7800（携帯からは TEL/092-734-2727）

1,540円（大人）、770円（小児・割引）※4歳未満のお子様はご乗車いただけません
●シーサイドももちコース
（約60分）●博多街なかコース
（約60分）
●福岡きらめき夜景コース
（約90分）

西 鉄電車

T EL /0570-00-1010

※発売場所：福岡
（天神）
駅、
薬院駅

●太宰府、
柳川観光きっぷ

5,150円（大人）西鉄電車往復乗車券＋川下り乗船券＋選べる柳川の郷土料理
●太宰府散策きっぷ

福岡市地下鉄・
西鉄電車・JR路線図

天神近郊エリア

博多でもっとも歴史がある商店街

⑤龍宮寺

MAP C-4

地 下 鉄 1日 乗 車 券

⑤博多川端商店街
⑥博多リバレイン・福岡アジア美術館

☎092-281-3600

T EL /092-734-7800

しゃい！博多を代表する観光名所の一つ。

福岡観光
オススメコンテンツ

天神・博多まち歩き 無料定時ツアー

毎 日 無 料 で 出 発！福 岡 市 観 光 案 内ボランティ

緒に、天 神と博 多エリアの 歴 史や文 化を学び
ながら観 光できる！
※参加に際し、別途経費（通訳等）がかかる場合は、
お客様にご負担いただきます。
休み：12/28〜1/3、荒天時・イベント開催時など
【日時】毎日 14:00〜15:00 【料金】無料 【定員】各コース10名程度
【集合場所・アクセス】
①天神コース：福岡市役所ロビー（中央区天神1-8-1）
地下鉄「天神駅」下車徒歩約4分
②博多コース：
「博多町家」ふるさと館（博多区冷泉町6-10）
地下鉄「祗園駅」下車徒歩約5分
●予約／不要
（直接集合場所にお集まり下さい）

46 博多サンライトホテル檜乃扇

〒810-0005 福岡市中央区清川2-6-23

☎092-522-0080

MAP D-3

47 ホテルニューオータニ博多

〒810-0004 福岡市中央区渡辺通1-1-2

☎092-714-1111

MAP D-3

48 ホテル福岡ガーデンパレス

〒810-0001 福岡市中央区天神4-8-15

☎092-713-1112

MAP C-3

49 博多グリーンホテル天神

〒810-0041 福岡市中央区大名2-9-11

☎092-722-3636

MAP C-2

●問合せ／福岡市観光案内ボランティア
（福岡観光コンベンションビューロー内）
TEL／092-733-5050
（平日9:00〜17:00）

大濠エリア

14
福岡空港国内線ターミナル

37・38・39

博多の森陸上競技場

39B

イオンモール福岡

30

志免
宇美

32・33・37
32・33・37・39 上宇美経由

四王寺坂

37

ひばりが丘

上宇美・ひばりが丘団地行き

みどりが丘

〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-2-23

中州川端エリア 2〜3時間コース

33 ダイワロイネットホテル博多祗園 〒812-0038 福岡市博多区祗園町1-24

福 岡市営地下鉄

1,000円（大人）、680円（小人）西鉄電車往復乗車券＋梅ヶ枝餅引換券

篠栗・飯塚
後藤寺
板付

1 博多 東急ＲＥＩホテル

発売場所：福岡市内を運行する一般路線バス車内、
天神定期券販売所、
西鉄天神高速バスターミナル、
博多バスターミナル

福 岡オープントップバス

観 光 き っぷ

29

ゆめタウン博多

能古島

九大病院

F

58

14

6 【都市高速経由】

県庁

※期間限定
（3月〜11月、土・日祝のみ）

9・10

※詳しくは駅窓口・地下鉄お客様サービスセンター設置のガイドまたはホームページでご確認ください。

1

天神

6

県庁

9・10・11・15・16・17・19・214

一日 乗 車 券

博多バスターミナル

9・10・11・15・16・17・19・50・58・
エコルライナー・214

御共所エリア 2〜3時間コース

博多駅 筑紫口エリア

E

天神

能古島

博 多まち歩き観 光モデ ルコース

HOT EL L I S T

バスのりば 案 内

38・39・39B

73

みどりが丘団地入口行き

※甘木方面400番は、
博多バスターミナル
2階24番のりばをご利用ください。
※高速バスは博多バスターミナル3階をご利用ください。

50 ホテルサンライン福岡大濠

〒810-0074 福岡市中央区大手門3-3-14

☎092-722-0033

MAP C-1

51 岩井ホテル

〒810-0055 福岡市中央区黒門4-37

☎092-712-5800

MAP C-1

博多港エリア
52 スマイルホテル博多

〒812-0022 福岡市博多区神屋町3-5

☎092-262-6678

MAP B-3

53 博多ニューポートホテル

〒812-0022 福岡市博多区神屋町3-27

☎092-291-0811

MAP B-3

54 福岡サンパレスホテル&ホール

〒812-0021 福岡市博多区築港本町2-1

☎092-272-1123

MAP A-3

55 海月旅館

〒812-0021 福岡市博多区築港本町4-3

☎092-291-1186

MAP B-3

〒810-8650 福岡市中央区地行浜2-2-3

☎092-844-8111

MAP A-1

57 シーサイドホテルツインズももち 〒814-0001 福岡市早良区百道浜1-7-4

☎092-822-5001

MAP A-1

58 ザ・レジデンシャルスイート・福岡 〒814-0001 福岡市早良区百道浜1-3-70

☎092-846-8585

MAP A-1

写真提供：福岡市

福岡市 公式シティガイド
「よかなび」

西エリア
56 ヒルトン福岡シーホーク

https://yokanavi.com
発行／博多旅館ホテル組合

写真提供：福岡市

〒812-0038 福岡市博多区祇園町2-18-201
http://www.hakata-yadonet.gr.jp

☎092-291-1517

※掲載内容はH29年10月現在です。情報は予告無く変更になる可能性があります。

