
　さまざまなデザインが施された｢デザインマンホールふた｣が市内各所にあります｡
おでかけの際に探してみませんか｡

You can find a variety of manhole cover designs across the city. Try to look for artistic manhole covers 
when you go out.

デザインマンホールふた巡り Artistic manhole cover tour

Sewerage Management & Planning Section 711-4613

問 下水道経営企画課 ☎711-4613 fax733-5596
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On the streets between Yakuin-Odori subway station and Fukuoka Zoo & Botanical Garden, via Jyosui-Dori 
Street, you can find eleven artistic manhole covers with designs depicting plants and animals, including a tiger, 
a rabbit, a queen of the night cactus and a Hakata lily. Alongside Jyosui-Dori Street, which abounds in 
greenery, you can find sophisticated restaurants, and European and Japanese style confectionaries.
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　｢福岡玉屋｣創業者･田中丸善八翁の邸宅
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1. 地下鉄空港線 福岡空港駅～ベスト電器スタジアム

　地下鉄薬院大通駅(動植物園口)から浄水通りを
通って動植物園に続く道には､トラやウサギ､月下美
人､ハカタユリなど動物や植物の写真を使用したデ
ザインマンホールふたが11カ所あります｡
　また､緑豊かな浄水通りには､落ち着いた雰囲気の
レストランやスイーツショップ､和菓子店などもあ
ります｡

Fukuoka City Subway Nanakuma Line Yakuin-odori station 
(Animal and Botanical Garden Exit) to Fukuoka Zoo & Botanical Garden

2. 地下鉄七隈線 薬院大通駅(動植物園口)～動植物園 

Along the road from the Fukuoka Airport subway 
stat ion to Best Denk i  Stad ium, there are ten 
specially-designed manhole covers featuring Chikamaru, 
the Fukuoka City Subway mascot, Avi-kun, the Avispa 
Fukuoka soccer team mascot, photographs of subway 
cars, and more. Visitors to Higashi Hirao Park, where 
the soccer stadium is located, can enjoy the scenery 
as it changes through the seasons, including fresh 
greenery in spring and crimson foliage in autumn. Also, 
Fukuoka Airport can be seen extending out from 
below the park’s observation deck, and the airplanes 
taking off and landing are clearly visible (photo below).

Fukuoka City Subway Kuko Line Fukuoka-kuko 
station to Best Denki Stadium

　地下鉄福岡空港駅からベスト電器スタジアムま
での道には､地下鉄マスコットキャラクター｢ちか
まる｣やアビスパ福岡マスコットキャラクター｢ア
ビーくん｣､地下鉄車両の写真などが掲載されたデ
ザインマンホールふたが10カ所あります｡スタジア
ムがある東平尾公園では､新緑や紅葉など四季折々
の景色が楽しめます｡また､公園の展望台からは眼
下に広がる福岡空港と､発着する飛行機がよく見え
ます(下写真)｡

This park opened in 2007 and was built on the site 
of the residence of Zenpachi Tanakamaru, founder 
of the Fukuoka Tamaya Department Store. It is a 
popular spot for tea ceremonies and garden view-
ing, and visitors can experience the beauty of all 
four seasons (admission fee required).


