特典の有無

区

施設名称

有

博多

博多

無

博多

無

施設住所

施設等概要

福岡市博多区豊2丁目3-66

博多駅・福岡空港から車で5分の場所に位置する万葉の湯岩盤浴やエステ・ヨガなど充実の設
備。日帰りから宿泊、宴会まで幅広く利用可能です。（未成年のみのご利用はご遠慮頂いてお
ります）

パピオアイスアリーナ

福岡市博多区千代1丁目15-30

アイススケートでスケーター気分、夕涼み料金を準備。

博多

パピオボウル

福岡市博多区千代1丁目15-30

ボウリングを涼しい屋内で熱い熱戦、タイムサービスやお得なパック料金準備。

無

博多

パピオパル

福岡市博多区千代1丁目15-30

レストランで夏バテ防止の食欲増進メニュー盛り沢山。

無

博多

ＪＲ博多シティ

福岡市博多区博多駅中央街1-1

ＪＲ博多シティ商業施設（10：00～21：00営業）

由布院・武雄温泉

万葉の湯

有

博多

キャナルシティ博多

福岡市博多区住吉1-2

キャナルシティ博多は、ショッピングモール、映画館、劇場、アミューズメント施
設、２つのホテル、ショールーム、オフィスなど、約250店舗のさまざまな業種業態が
軒を連ねる複合施設です。曲線的で色彩豊かな建物が並ぶ街の中央には、運河が流
れ、ダイナミックな噴水のショーが時間の流れを知らせます。水辺のステージでは、
パフォーマーによるイベントや音楽ライブが開催され、賑わいが溢れ、誰もが楽し
み、集い、憩うことのできるエンターテイメントシティです。

有

中央

ホテルニューオータニ博多

福岡市中央区渡辺通1丁目1-2

ご利用時の飲食料金の10％割引（但し、他のサービスとの併用不可）。

有

中央

ヤフオクドームツアー
(ドーム内見学コース)

福岡市中央区地行浜2丁目2-2
福岡 ヤフオクドーム内

ヤフオクドームの裏側を見学できる定番コース。選手たちが座っているベンチやロッカールー
ム、ブルペン等をガイドがついてご案内します。※館内の状況によりコース内容が予告なく変
更になる場合がございます。

有

中央

王貞治ベースボールミュージアム

福岡市中央区地行浜2丁目2-2
福岡 ヤフオクドーム内

野球の楽しさ、素晴らしさを体験できる施設です。館内からはガラス越しにドーム内をご覧い
ただけます。歴史館、記録館、89スタジオの3つのゾーンで構成されています。※イベントに
より館内をご覧いただけない場合もございます。

有

中央

西日本新聞パソコン教室

福岡市中央区天神1丁目4-1
西日本新聞会館16階

親切・丁寧がモットーのパソコン教室です。初心者からビジネス活用、資格取得までやスマー
トフォンコースなど幅広いコースがあります。福岡天神駅、天神南駅から徒歩１分。

特典の有無

区

有

中央

無

無

有

有

施設名称

キュリオステーション六本松店

施設住所

福岡市中央区草香江2丁目1-4
プラムビレッジHIRO 1F

施設等概要
福岡市中央区六本松にあるパソコン教室「キュリオステーション」。初心者の方から仕事で必
要な方など幅広い年齢層学んで頂けます。MOS資格、Excel、Wordのコースや初心者の方でも学
べる入門コースというのもあります。

アクロス福岡

福岡市中央区天神1丁目1-1
文化観光情報ひろば
アクロス福岡1階

九州・沖縄，山口地区の観光パンフレットやイベント情報などを提供する観光案内所
および喫茶。フリーWifiあり。
毎月第1・3木曜日の昼には，「フロアコンサート」（無料）を開催

中央

アクロス福岡

福岡市中央区天神1丁目1-1
アクロス福岡2階

福岡県の伝統工芸品や民芸品41品目を常設展示するほか，週替わりで工芸品の企画展
を開催。企画展では，工芸品の展示販売をするほか，制作の実演見学や体験が可能
（企画展によって異なります）。

中央

セントラルウェルネスクラブ天神ソ 福岡市中央区天神2丁目2-43
ラリア店
ソラリアプラザ10階

西鉄「福岡駅」隣接「ソラリアプラザビル10階」のスポーツクラブ。スタジオプログ
ラム・マンション・ゴルフレンジ・プールなどの施設を1日1620円で体験していただけ
ます。中学生以上（中学生は保護者同伴）

ジムセントラル２４警固

福岡市中央区警固2丁目19-13

24時間営業のフィットネスクラブが１回1620円で体験できます。中学生以上（中学生
は保護者同伴）
インストラクター対応時間のみ受付可。
平日10:00～14:00/18:00～22:00
土日祝10:00～13:00/16:00～19:00

中央

中央

匠ギャラリー

有

中央

株式会社LIXILシニアライフカンパ
ニー フェリオ天神

福岡市中央区西中洲11-25
介護付き有料老人ホームフェリオ天神

ご高齢者の方へ安心してご利用頂ける住まいや暮らしの相談も承っております。この
時期の熱中症対策として重要な水分補給とおもてなしの気持ちでお待ち申し上げてお
ります。
＊7月1日～9月30日の期間中、ご来館の高齢者の方に、ウォーターサーバーによる飲料
又は麦茶その他飲料とおしぼりを提供致します。

無

中央

天神地下街店舗

福岡市中央区天神二丁目地下１～３号

約150店舗

有

南

有

城南

セントラルウェルネスクラブ野間大
福岡市南区柳河内1丁目2-7
池店

福岡市南区で地域最大級の総合スポーツクラブ。スタジオプログラム，マンション，
プール，ジャグジー，お風呂などの施設を1620円で体験していただけます。中学生以
上（中学生は保護者同伴）

ココレボカルチャースタジオ

住宅街の一角にある地域密着型のスタジオでは、バレエ、ダンス、ヨガ、ピラティスのレッス
ンをチケット制で開講しています。クールシェア期間中は手作りバスソルトをプレゼントしま
す。

福岡市城南区茶山6丁目14-19-201

特典の有無

区

無

城南

無

城南

施設名称

グループホーム

施設住所

ひいの郷

サービス付き高齢者向け住宅
邱

ひいの

福岡市城南区樋井川4丁目10-10
グループホーム ひいの郷

18名(9名ずつ2ユニット)の入居者の皆様がおられます。職員皆で支えあい助け合って生活をし
ています。

福岡市城南区樋井川4丁目9-15
サービス付き高齢者向け住宅 ひいの邱

〇構造・・鉄筋コンクリート造3階建 全室冷暖房・エレベーター完備・全館バリアフリー〇
敷地面接 1699.42㎡〇建物面積 1777.53㎡〇介護居室 全40室（2F 20室 3F 20室）専有
面積18.0㎡〇利用券方式 利用料支払い方式／月払い方式〇入居要件 概ね65歳以上で入居時
自立、要支援1・2要介護1～5の方〇介護保険 在宅サービス利用可〇併設施設 ヘルパース
テーション・デイサービス〇土地・建物権利形態 有限会社エス・エイチ・シー（事業者）

福岡市城南区樋井川4丁目4-21
サービス付き高齢者向け住宅 ながおの郷

〇構造・・鉄筋コンクリート造3階建 全室冷暖房・エレベーター完備・全館バリアフリー〇
敷地面接 2434.04㎡〇建物面積 1933.66㎡〇介護居室 全40室（2F 20室 3F 20室）専有
面積18.0㎡〇利用券方式 利用料支払い方式／月払い方式〇入居要件 概ね65歳以上で入居時
自立、要支援1・2要介護1～5の方〇介護保険 在宅サービス利用可〇併設施設 ヘルパース
テーション・デイサービス

無

城南

サービス付き高齢者向け住宅
の郷

無

城南

きんしゃい

有

早良

キュリオステーション西新店

福岡市早良区西新5丁目15-43
ドーミー福岡1F

福岡市早良区西新にあるパソコン教室「キュリオステーション」。初心者の方から仕事で必要
な方など幅広い年齢層学んで頂けます。MOS資格、Excel、Wordのコースや初心者の方でも学べ
る入門コースというのもあります。

無

早良

ユーテラス高取

福岡市早良区高取1丁目11-15

サービス付き高齢者住宅

無

早良

福岡タワー

福岡市早良区百道浜2丁目3－26

全国で3番目の高さ（234ｍ）を誇る観光タワー。123ｍの展望室からは福岡市街・博多
湾等、360度を一望可。「恋人の聖地」の認定を受けていることでも有名。

早良

株式会社LIXILシニアライフカンパ
ニー レジアス百道

福岡市早良区百道1丁目25-10
住宅型有料老人ホームレジアス百道

ご高齢者の方へ安心してご利用頂ける住まいや暮らしの相談も承っております。この
時期の熱中症対策として重要な水分補給とおもてなしの気持ちでお待ち申し上げてお
ります。ご来館者におしぼり及びウォーターサーバーによる飲料又はアイスコーヒー
を提供致します。※ 土・日曜日、祝祭日は不可

福岡市早良区百道1丁目25－19
介護有料老人ホーム フェリオ百道

ご高齢者の方へ安心してご利用頂ける住まいや暮らしの相談も承っております。この
時期の熱中症対策として重要な水分補給とおもてなしの気持ちでお待ち申し上げてお
ります。
ご来館者におしぼり及びウォーターサーバーによる飲料又はアイスコーヒーを提供致
します。※ 土・日曜日、祝祭日は不可

有

有

早良

ながお

施設等概要

城南DonDon

株式会社LIXILシニアライフカンパ
ニー フェリオ百道

福岡市城南区鳥飼6丁目1番18号
豊原ビル１Ｆ

100円のコーヒーを飲みながら絵画や写真を楽しんでいただけます。
またお菓子やハンドメイドの雑貨も販売、その他様々な講座を開催しています。

特典の有無

無

無

区

早良

早良

施設名称

西南学院大学
西南クロスプラザ(学食)

西南学院大学
博物館

施設住所

施設等概要

福岡市早良区西新3丁目13-1

カフェテリア方式の食堂のほかに売店を併設しており、パン、お菓子、飲み物等を販
売しています。
月、金の12:00～12:30、火～木の12:30～13:00は学生優先となります(大学夏季休暇期
間(8月8日～9月13日)は除く)。

福岡市早良区西新3丁目13-1

西南学院大学のキャンパスにある博物館で、キリスト教関係の資料や西南学院の創立
者であるC.K.ドージャーにまつわる品々を展示しています。1921年にウィリアム・メ
レル・ヴォーリズの設計で建てられた赤煉瓦の建物は、福岡県の有形文化財に指定さ
れています。
【開館：月～土曜 10時～18時 （8月10日～16日は夏季休館）】

無

西

国立大学法人九州大学
コープメインダイニング

福岡市西区大字元岡744
（伊都地区：ビッグさんど１階）

通常期は、カフェテリアレーン、オーダーレーン、丼・カレーレーン、麺レーンの４
レーンに加え、グラムバイキングや小鉢・サラダ等セルフで選択できます。九大生協
の中で最多のメニュー数を提供しています。カフェテリアレーンの多くのメニューは
半分のサイズ（半分の金額）でも出食し、選択肢を広げています。夏期休暇期間中
は、レーンやメニューを減らすことにより、品質管理を行っています。

無

西

国立大学法人九州大学
ビッグオレンジ レストラン

福岡市西区大字元岡744
（伊都地区：ビッグオレンジ）

伊都キャンパス情報発信拠点のビッグオレンジレストラン。落ち着いた雰囲気のある
フルサービスレストラン。

東

国立大学法人九州大学
医系食堂

福岡市東区馬出3丁目1-1
（病院地区：医学部基礎Ａ棟１階）

カフェテリア・定食レーン、丼・カレーレーン、パスタレーン、麺レーンの４レーン
で多彩なメニューを提供しています。カフェテリアでは、おかずが選択でき、定食含
めライスの分量を選択できます。小鉢やサラダが充実しています。毎年大幅に利用人
数が伸長している食堂です。

無

無

西

国立大学法人九州大学
ビッグどら

福岡市西区大字元岡744
（伊都地区：ビックどら）

食堂では学生向きの安価な商品を数多く取り揃えております。定食や丼、カレー、ス
パゲティーなど豊富なお食事メニューからスウィーツ(ソフトクリーム）、かき氷（夏
季限定)やソフトドリンクも揃えて、皆様をお待ちしております。又、ローソンや紀伊
国屋書店も併設しており、ゆっくりと涼を楽しめること間違いなしです。是非お誘い
合わせの上ご来店下さい。

無

西

国立大学法人九州大学
ＧＡＲＤＥＮ ＫＩＴＣＨＥＮ

福岡市西区大字元岡744
（伊都地区：ビックリーフ）

いつも美味しく、バラエティに富んだ食事を真心こめてお届けします！

福岡市西区大字元岡744
（伊都地区：ビックリーフ）

タリーズコーヒーは、スペシャルティコーヒーショップです。最高の一杯をお客さま
に召し上がっていただくために素材の品質、そして安全を常に考えています。
そして美味しさ。スペシャルティコーヒーショップとしてどなたにもご満足いただけ
る一杯を、丁寧に手作りしてご提供しております。お客さまが召しあがる最高の一杯
がより一層美味しいものであるために、ゆったりくつろげる空間、そしておもてなし
の心を込めたホスピタリティを一緒にご提供いたします。

無

西

国立大学法人九州大学
タリーズコーヒー

特典の有無

区

施設名称

施設住所

施設等概要

無

西

国立大学法人九州大学
モスバーガー

福岡市西区大字元岡744
（伊都地区：ビックリーフ）

私たちは、「おいしさ、安全、健康」という考え方を大切に、「真心と笑顔のサービ
ス」とともに提供してまいります。

無

西

国立大学法人九州大学
ＩＴＲＩ・ＩＴＯ（イトリー・イ
ト）

福岡市西区大字元岡744
（伊都地区：椎木講堂2階）

「五感で四季を楽しむイタリアン」「伊都の食文化発信拠点」をコンセプトに、地元
食材を生かした前菜や石窯で焼き上げたピッツア等の本格的なイタリア料理を楽しめ
ます。7月より薬膳イタリアンを提供いたします。

無

西

国立大学法人九州大学
中国家庭料理 天天

福岡市西区大字元岡744
（伊都地区：稲盛財団記念館１階）

日替わりランチやお昼のミニコースがあり、丼物、麺類など学生向きのメニューも豊
富です。夜は、コース料理もあり、懇親会や宴会等にご利用いただけます。

無

西

国立大学法人九州大学
童夢カフェ in OPERA

福岡市西区大字元岡744
（伊都地区：パブリック２号館１階）

「石釜パン工房童夢の森」の手作りパンやランチ，本格的な珈琲をゆっくり楽しんで
いただけるカフェです。ランチは３００円から，プラス１５０円でパンが食べ放題で
す。

無

春日市

国立大学法人九州大学
レストラン ぞんね

福岡県春日市春日公園6-1
（筑紫地区：福利厚生施設内）

レストランぞんねでは，学生さん向けにボリュームのあるメニューを安価で提供して
います。

