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アイランドシティ利便施設ガイド

アイランドシティマップ

海の中道大橋

アイランドシティとは？
アイランドシティは水深が浅い博多港の港湾機能
を強化するため，大水深の航路をしゅんせつ(掘るこ
と)して生じた土砂などを活用して誕生した都市空間
です。
「まちづくりエリア」では，誰もが快適な生活を
営むことができる住宅地の整備や，環境との共生を
図る豊かな緑地空間の整備などを行っています。
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照葉パビリオン

まちびらきから，まちの発展を見守り続け
る住宅総合販売センターです。住まいに関
するお悩みは勿論，平日の住民の方のイベ
ント利用，ＢＢＱの受付も行っております。
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照葉薬局

主な処方箋応需医療機関
照葉浅部クリニック
※他の病院・診療所の処方箋も受付可
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照葉浅部クリニック
(内科･小児科･小児外科)

地域に根差した親しみのある医療の実践。
【住所】 香椎照葉２-２-７
【ＴＥＬ】 092-202-2000
【診療時間】 月・火・木・金
8:30～12:00(受付11:40迄)
14:00～18:00(受付17:40迄)
18:00～(予約外来：禁煙，アレル
ギー)
土・日・祝
9:00～12:00(受付11:40まで)
13:00～17:00(受付16:40まで)
【お休み】 水
【駐車場】 あり

【住所】 香椎照葉1-3-11
【ＴＥＬ】 0120-601-006
【営業時間】 10：00～18：00
【お休み】 水
【駐車場】 あり

【住所】 香椎照葉２-２-６
【ＴＥＬ】 092-683-2835
【開局時間】 月・火・木・金
8：30～18：00
土・日・祝
9：00～17：00
【お休み】 水・その他（お盆・年末年始）
【駐車場】 あり

4 香椎照葉幼稚園
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親と子がともに育つ幼稚園です。
入園から卒園まで一貫性のある指導計画の
下，子どもたちが自ら活動に取り組める環
境を整え，援助することを大切にしていま
す。
【住所】 香椎照葉2-2-8
【TEL】 092-662-2300
【保育時間】 月～金 9：00～14：00
ホームクラス(時間外お預かり)
あり
【お休み】 土・日・祝日
夏期・冬期・春期の休日
【駐車場】 あり

それぞれの子どもたちが「自分のペース」で，
「自分自身の能力を高めていくこと」を保育
理念とし，Global Kids(グローバルキッズ)
をテーマに，世界に通用する保育・幼児教育
を実践しています。

それぞれの子どもたちが「自分のペース」で，
「自分自身の能力を高めていくこと」を保育
理念とし，Global Kids(グローバルキッズ)
をテーマに，世界に通用する保育・幼児教育
を実践しています。

【住所】 香椎照葉２-２-11
【TEL】092-662-1501
【保育時間】 月～土 7：00～18：00
※延長保育 1時間
※障がい児保育あり
【お休み】 日・祝
【駐車場】 送迎用あり

【住所】 香椎照葉２-２-10
【TEL】092-681-8211
【保育時間】 月～土 7：00～18：00
※延長保育 1時間
※障がい児保育あり
【お休み】 日・祝
【駐車場】 送迎用あり
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(株)第一交通

アイランドシティ営業所

タクシー保有台数日本一。
第一交通のタクシー営業所です。お電話い
ただけたら，近くのタクシーをすぐに配車
いたします。
アイランドシティ地区の皆様の交通のお役
に立ちたいと思っています。
【住所】 香椎照葉3-1-5
【TEL】 092-673-2525
※タクシー配車番号
【営業時間】 24時間(年中無休)
【駐車場】 なし

アイランドシティコスモス保育園

てりは子どもの家

私たちは，家庭的な温かい雰囲気の中で，
保育理念である「自立した子ども」「心豊
かな子ども」「思いやりのある子ども」を
育てるために，一人ひとりの子どもの個性
を大切にしながら保育を行います。
【住所】 香椎照葉3-2-2 1F
【TEL】 092-984-3071
【保育時間】 月～土 7：00～18：00
※延長保育 19：00まで
【お休み】 日・祝
【駐車場】 送迎用あり
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第２アイランドシティコスモス保育園

ローソン福岡アイランドシティ店

御島かたらい橋を渡ってすぐにあるコンビニ
です。
お客様の生活にお役に立てる品揃えをしてお
ります！
【住所】 香椎照葉3-2-5
【TEL】 092-672-1011
【営業時間】 24時間
【お休み】 なし
【駐車場】 あり
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愛育子どもの家

私たちは，少人数ならではのきめ細やかな保
育によってお子様一人ひとりの個性に合わせ
た環境のなか，お子様の「ひとりでできた」
達成感を見守る保育を行います。お仕事をさ
れている・いないにかかわらず，どなたでも
ご利用いただけます。
【住所】 香椎照葉3-2-5 ２F
【TEL】 092-673-0783
【保育時間】 平日
8：00～18：00
土
8：00～16：00
延長保育 19：00まで
【お休み】 日・祝
【駐車場】 送迎用あり
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地域密着型介護老人福祉施設
照葉

11

Le Coeur

「毎日が楽しくなる，心躍るヘアデザイン
でお客様を幸せにする」
Le Coeurがご提案するヘアデザインで今
ある“悩み”を“魅力”に変えてみません
か？
【住所】 香椎照葉3-2-5-102
【ＴＥＬ】 092-663-0232
【営業時間】 火～土 10：00～20：00
日・祝 10：00～19：00
【お休み】 月・第１，第３火
【駐車場】 あり
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グループホーム照葉

12

介護老人福祉施設
アイランドシティ照葉

発展めざましい先進的モデル都市アイラン
ドシティに平成22年10月に開設した特別
養護老人ホーム（介護老人福祉施設）です。
緑に囲まれた環境の中，入所者様のこれま
での暮らしを尊重し，穏やかに安心できる
生活を送れるよう援助いたします。
【住所】 香椎照葉3-4-3
【ＴＥＬ】 092-663-8500
【運営時間】 24時間
※相談業務 9：00～18：00
【お休み】 なし
※相談業務 日・祝お休み
【駐車場】 あり
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アイランドシティ薬局

介護老人福祉施設アイランドシティ照葉の
サテライト型地域密着型介護老人福祉施設
として，平成25年4月に開設いたしました。
入所と短期入所生活介護（ショートステ
イ）のサービスを提供しており，地域に根
ざした施設運営を目指しております。

認知症をお持ちの方が安心して生活できる
よう職員が家事の補助や介護などの援助を
させて頂いております。また，併設してい
る特別養護老人ホーム（介護老人福祉施
設）とも連携して，利用者様の生活の質の
向上に努めています。

【住所】 香椎照葉3-4-3
【ＴＥＬ】 092-663-8500
【運営時間】 24時間
※相談業務 9：00～18：00
【お休み】 なし
※相談業務 日・祝お休み
【駐車場】 あり

【住所】 香椎照葉3-4-3
【ＴＥＬ】 092-663-8500
【運営時間】 24時間
※相談業務 9：00～18：00
【お休み】 なし
※相談業務 日・祝お休み
【駐車場】 あり

アイランドシティのお薬箱として，皆さま
の健康をサポートします。
どの病院の処方せんも受付けますのでお気
軽にお立ち寄りください。
毎月1回健康相談会を開催しています。
【住所】 香椎照葉3-4-5
I.C.メディカルビル1F
【ＴＥＬ】 092-674-7100
【開局時間】 月・火・水・金・土
9：00～18：30
木 9：00～17：30
日 9：00～13：00
【お休み】 祝
【駐車場】 ビル専用駐車場あり
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まえだクリニック

当院は内科中心のクリニックで，外来診療
と在宅診療を行っています。明るくアット
ホームな雰囲気を心がけています。お困り
の事がございましたらお気軽にご相談下さ
い。
【住所】 香椎照葉3-4-5
I.C.メディカルビル2F
【ＴＥＬ】 092-410-5222
【診療時間】 月・火・水・金・土
9:00～18：30
日 9：00～13：00
【お休み】 木・日曜午後・祝
【駐車場】 ビル専用駐車場あり

IDL

アイランドシティ初の完全プライベートの
マンツーマントレーニングジムです。最先
端の栄養学・トレーニングを採用し，理想
の身体へと導くオーダーメイドの食事・運
動メニューを提供しております。
【住所】 香椎照葉3-4-5
I.C.メディカルビル3F
【ＴＥＬ】 092-410-8814
090-1360-8340
【営業時間】 平日 10：00～21：00
土・日・祝 9：00～20：00
【お休み】 木・月末2日間
【駐車場】 ビル専用駐車場あり

認可小規模保育園A型

ICメディカルコスモス保育園

それぞれの子どもたちが「自分のペース」
で，「自分自身の能力を高めていくこと」
を保育理念とし， Global Kids(グローバル
キッズ)をテーマに，世界に通用する保育・
幼児教育を実践しています。
【住所】 香椎照葉3-4-5 I.C.メディカルビル3F
【ＴＥＬ】 092-665-7811
【保育時間】 月～土 7：00～18：00
※延長保育 1時間
※障がい児保育あり
※土曜保育は提携園で行う可能性
あり
【お休み】 日・祝
【駐車場】 ビル専用駐車場あり

19 アイランドシティ訪問看護ステーション

20

小竹りか行政書士事務所

21 ハニー珈琲アイランドシティ店

28

当店では，カットやカラー・パーマはもち
ろん，ヘッドスパ等のケアメニューも豊富
にご用意！そしてネイルも行っています。
綺麗になりながら，日頃の疲れを癒して下
さい♪

医療処置や療養が必要であっても，その方
らしい生活，望まれる暮らしへの想いに寄
り添いながら，住み慣れたご自宅で安心し
て過ごしていただけるよう看護・医療の提
供に努め，ともに歩んでいきたいと願って
います。

照葉住民の行政書士です。株式会社・合同
会社・ＮＰＯ法人など法人を作りたい方や
建設業許可をはじめ行政から許認可を取り
たい方，個人の遺言書作成などもご相談く
ださい。

常時13～14種類のコーヒーを販売。中南
米産から，南米，エチオピアやケニアなど
のアフリカ産まで取り揃えております。全
て試飲が出来ますので，生産国や農園違い
の味わいを楽しみながら，お好みの味を探
してみてください。

【住所】 香椎照葉3-4-5
I.C.メディカルビル3F
【ＴＥＬ】 092-692-1283
【訪問時間】 月～金 8：30～17：30
※緊急時，24時間365日対応
【駐車場】 ビル専用駐車場あり

【住所】 香椎照葉3-4-5
I.C.メディカルビル３Ｆ
【ＴＥＬ】 092-692-7250
【営業時間】 平日 9：00～18：00
【お休み】 土・日・祝
【駐車場】 ビル専用駐車場あり

【住所】

22

23

24

ＩＤＹＬＬＥ

当サロンはシミ専門メディカルエステサロ
ンです。
顧問医師と提携し“リラクゼーション”で
はなく“お肌改善”を目的とし【シミ，毛
穴，たるみ】等のお肌トラブルを改善して
いきます。
【住所】 香椎照葉3-4-10
アトレアモール照葉
【ＴＥＬ】 092-665-7788
【営業時間】 平日 10：00～19：00
土・日 10：00～16：00
【お休み】 水・祝
【駐車場】 モール駐車場あり
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ツルハドラッグアイランドシティ店

ツルハドラッグは，医薬品や化粧品、毎日
の生活に役立つ品々など，豊富な品揃えで
皆様の生活を応援致します。海外からのお
客様への免税サービスも行っています。
【住所】 香椎照葉3-4-10
アトレアモール照葉
【TEL】 092-665-7500
【営業時間】 9：30～21：00
【お休み】 なし
【駐車場】 モール駐車場あり

Ｇａｒｄｅｎ House メルハバ

アトレアモール内のガーデンショップ。ア
カシア・ユーカリなどの人気の木をはじめ，
オーストラリアンプランツや宿根草等を販
売。店内には芝生やデッキスペースがあり
居心地がイイ！お庭の相談受付中。
【住所】香椎照葉3-4-10
アトレアモール照葉
【TEL】080-6462-7193
【営業時間】10：00～17：00
【お休み】水
【駐車場】モール駐車場あり
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てりは矯正歯科

当院は矯正歯科専門クリニックです。
お子様から大人の方まで歯並び・咬み合わ
せのお悩みを一緒に解決していきます。
お口のクリーニングも行っています。
お気軽にご相談ください。
【住所】 香椎照葉3-4-10
アトレアモール照葉
【TEL】 092-410-2190(完全予約制)
【診療時間】 10：30～18：30
(昼休み13：00～14：30)
土曜日は16：30まで
【お休み】 水・日・祝
【駐車場】モール駐車場あり

香椎照葉3-4-5
I.Ｃ.メディカルビル ５Ｆ
【ＴＥＬ】 092-661-5799
【営業時間】 10：00～19：00
【お休み】 火
【駐車場】 ビル専用駐車場あり
クリーニング＆コインランドリーの

洗光舎 照葉店

Ｎｅiｖｓ Ｈair Beauty resort

【住所】 香椎照葉3-4-10
アトレアモール照葉（入口左）
【TEL】 092-692-4910
【営業時間】 10：00～19：00
【お休み】
月
年末年始(12/31～1/3)
【駐車場】 モール駐車場あり
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焼肉 曺苑(そうえん)

クリーニングコーナーでは，衣料品から
靴・バッグまでトータルファッションメン
テナンスを提案させていただいております。
スタッフ常駐で安心なコインランドリーも
併設しております。
【住所】 香椎照葉3-4-10
アトレアモール照葉
【TEL】 092-692-7146
【営業時間】 クリーニング
９：00～20：00
コインランドリー
8：00～23：00
【お休み】 なし 【駐車場】モール駐車場あり

【住所】 香椎照葉3-4-10
アトレアモール照葉
【TEL】 092-662-2329
【営業時間】 11：30～24：00
【定休日】 不定休
【駐車場】 モール駐車場あり
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照葉整骨院

当院は福岡市の彩整骨院グループの分院に
なります。照葉地区に密着した整骨院でス
ポーツ外傷や首，肩，腰，膝の痛みご相談
ください。また産後の骨盤調整も好評いた
だいています(実費メニュー)。
【住所】 香椎照葉3-4-10
アトレアモール照葉
【ＴＥＬ】 092-665-7799
【営業時間】 平日 10：00～１3：30
15：00～20：00
土・日 10：00～16：00
【お休み】 水・祝
【駐車場】 モール駐車場あり

佐賀・宮崎・鹿児島の最高級A5ランク国毛
和牛を中心に提供。秘密のケンミンSHOW
でも放送された姉妹店「もつもつ」のもつ
鍋もご堪能頂けます。
各種コースもございます。
ご家族・接待・宴会にぴったりな個室ござ
います。

医療法人相生会 福岡みらい病院

高度リハビリテーションセンター(仮称)

アスリート（障がい者アスリート含む）の
リハビリトレーニングや在宅介護サービス
の一環としての通所リハビリなど，リハビ
リを通して地域の皆さまの健康増進に寄与
します。
【住所】 香椎照葉3-5-1
【TEL】 092-662-3001
【開設予定】 平成３０年１月
【駐車場】 あり(利用者割引あり)

29

フードウェイ アイランドシティ店

「産直」と「スーパーマーケット」を融合
した新しいスタイルのお店です。
新鮮なお魚・野菜・果物など福岡を中心に
産地・漁港から直送！
店内では産直野菜を使用したお料理教室も
行っております。
【住所】香椎照葉3-4-10
アトレアモール照葉
【TEL】092-673-8877
【営業時間】平日 9：30～21：00
土・日・祝 8：00～21：00
【お休み】年1～２回
【駐車場】モール駐車場あり

32

医療法人相生会

福岡みらい病院

内科，整形外科，リハビリ科など多岐に渡
る診療を担う多機能型病院です。紹介状な
しで受診できます。平成30年1月在宅介護
サービス施設開設予定。医療・介護に関す
るご相談はお気軽に。
【住所】香椎照葉3-5-1
【TEL】092-662-3001
【受付時間】受付 8：30～11：30
13：00～16：30
【診療時間】診療 9：00～12：00
13：30～17：00
【お休み】土PM・日・祝
【駐車場】あり(受診者割引あり)

35

レストランみらい

福岡みらい病院の最上階にある「レストラ
ンみらい」は景観がよく，博多湾が一望で
きます。メニューは日替定食や麺類，丼物，
スイーツなど色々取り揃えています。店内
は，一般のお客様・職員用スペースと区別
しております。
【住所】 香椎照葉3-5-1
福岡みらい病院
【TEL】 092-661-2830
【営業時間】 11：00～15：00
（LO14：30）
【お休み】 土・日・祝
【駐車場】福岡みらい病院の有料駐車場
（入庫から３０分無料）

30

ベーカリー＆レストランSOLA

ママ会や女子会などで賑わうカジュアルな
イタリアンです。ベーカリーも併設してま
すので，焼き立てのパンの販売はもちろん，
料理にもパン食べ放題がついてます。本格
石釜で焼くピッツァも人気。お買い物と一
緒にテイクアウトも出来ます。
【住所】 香椎照葉3-4-10
アトレアモール照葉
【ＴＥＬ】 092-674-7500
【営業時間】 平日 9：30～21：00
（LO20：00）
土・日・祝 8：00～21：00
（LO20：00）
【駐車場】 モール駐車場あり

33

医療法人相生会 福岡みらい病院

在宅介護サービスセンター(仮称)

ケアプラン作成，訪問看護・訪問リハビリ
および通所リハビリを通して，ご自宅で暮
らす高齢者やそのご家族のさまざまな負担
を軽減し，安心で豊かな生活をご支援しま
す。
【住所】 香椎照葉3-5-1
【TEL】 092-662-3001
【開設予定】 平成30年１月
【駐車場】 あり(利用者割引あり)

36 セブンイレブン福岡みらい病院店

セブンイレブンならでは，美味しいお弁当，
飲み物やパンなどはもちろんのこと，患者
の皆様をはじめ，お見舞いで来られる方に
も喜ばれる商品を多く取り揃えております
ので，どなた様でもお気軽にご利用いただ
けます。
【住所】 香椎照葉3-5-1 福岡みらい病院
【TEL】 092-661-2831
【営業時間】 平日 7：00～20：00
土・日・祝 7：00～17：00
【お休み】 なし
【駐車場】 福岡みらい病院の有料駐車場
（入庫から３０分無料）

37

ファミリーマート福岡
香椎照葉４丁目店

照葉小中学校の目の前にあるコンビニです。
お天気の良い日は当店自慢のホットスナッ
クを持って中央公園でピクニックなんてい
かがでしょうか♪店内充実した品揃えでお
客様をお待ちしておりま～す！！
【住所】 香椎照葉4-2-7
【TEL】 092-663-5601
【営業時間】 ２４時間
【駐車場】 あり

40

森のショップ

福岡市立こども病院内にあるショップ。
ホスピタリテイをモットーにお客様のニー
ズに応える「森のショップ」でお待ちして
います。

38

地方独立行政法人福岡市立病院機構

福岡市立こども病院

当院の理念である，「こどものいのちと健
康をまもる ～すべてのこどもと家族の明
るい未来を願って～」をもとに，3つの柱
である，小児高度医療，小児救急医療，周
産期医療に貢献します。
【住所】香椎照葉5-1-1
【TEL】092-682-7000
【外来診療】9：00～17：00
※受診の際は，要紹介状
【休診日】12/29～1/3
【駐車場】あり

ドナルド・マクドナルド・ハウス

39

福岡市立こども病院内にあるレストラン。
緑の中でゆったり・のんびりお食事を楽し
める，明るい「森のカフェ・レストラン」
です
【住所】香椎照葉5-1-1
福岡市立こども病院
【TEL】092-665-5212
【営業時間】平日 9：00～17：30
※外来診療時間内で一般の方
もご利用できます。
【駐車場】有料あり

41 ふくおかハウス

42

福岡市立こども病院敷地内にあり，自宅か
ら遠方の病院に入院している子どもとその
付添い家族が利用できる滞在施設です。

九州最大級のスパリゾート。
趣向を凝らしたスパや岩盤房。
流れるひと時は，ここでしか出会えないゼ
イタクな時間です。
大切なくつろぎのひとときをお楽しみくだ
さい。

【住所】香椎照葉5-1-1
福岡市立こども病院
【TEL】092-665-5210
【営業時間】平日 9：00～17：30
※外来診療時間内で一般の方
もご利用できます。
【駐車場】有料あり

【住所】香椎照葉5-1-2
【TEL】092-692-2031
【運営時間】平日 9：00～20：00
土・日・祝 9：00～18：00
【お休み】なし
【駐車場】あり

43 ボディケア・足つぼ からだラボ

44 エステティックサロンbirth(バース)

45

もみほぐしはもちろん，骨盤矯正やヘッド
スパもできるリラクゼーションです。

温浴施設での本格的エステ。
フェイシャルから痩身までできます。
“生まれ変わったような効果を実感”でき
ます。岩盤房や温泉に入ることで相乗効果
もあり！
【住所】 香椎照葉5-2-15
照葉スパリゾート１F
【TEL】 092-683-1888
【営業時間】 10：00～24：00
(最終受付22：30)
【お休み】 なし
【駐車場】 あり

【住所】香椎照葉5-2-15
照葉スパリゾート2F
【TEL】092-683-0055
【営業時間】10：00～25：00
(最終受付24：30)
【お休み】なし
【駐車場】あり

森のカフェ・レストラン

照葉スパリゾート

【住所】香椎照葉5-2-15
【TEL】092-683-1010
【営業時間】ご入浴 6：00～3：00
美彩汗房 9：00～3：00
(最終受付共に2：00)
【お休み】なし
【駐車場】あり

タイ古式ボディケア
FaBua(ファブーア)

5Gyou（ゴギョウ）

47 松村鍼灸整体療院

48

あかすりで貴方の肌は生まれ変わる！
外気や紫外線にさらされて古くなった角質，
お肌を甦らせるにはあかすりがオススメ！

福岡で20年の信頼できる鍼灸，ほぐし整体，
カイロのお店です。
口コミでリピーターが多く評判を頂いてお
ります。
ぜひ一度ご来店くださいませ！

新鮮魚介とイカ料理が楽しめる，福岡の人
気居酒屋「御膳屋」。
居酒屋メニューだけでなく，ランチやキッ
ズメニューも充実しています。
最大75人の宴会ご利用も歓迎！！

【住所】 香椎照葉5-2-15
照葉スパリゾート2F
【TEL】 092-682-0055
【営業時間】 10：00～最終受付24：00
【お休み】 なし
【駐車場】 あり

【住所】香椎照葉5-2-15
照葉スパリゾート2F
【TEL】092-665-5050
【営業時間】10：00～23：00
【お休み】なし
【駐車場】あり

46

49

あかすり AQUA(アクア)

らーめん二男坊 博多王

福岡らーめん総選挙第1位受賞。
濃厚で厚みのある豚骨なのに臭みの少ない
らーめんです。
酒類は生ビールから焼酎など30種類以上！
おつまみメニューも豊富にございます。
【住所】香椎照葉5-2-15
照葉スパリゾート1F
【TEL】092-661-5858
【営業時間】月・火・水・木・日
11：00～24：00(LO23：30)
金・土・祝前日
11：00～24：30(LO24：00)
【お休み】なし
【駐車場】あり

50

パン・ド・クルール

湯だねを使った食パンをはじめ，フランス
パン，サンドイッチ，菓子パンなど50～
60種類毎日揃えております。
特に食パンは1番人気の商品です。
【住所】香椎照葉5-2-15
照葉スパリゾート1F
【TEL】092-681-4585
【営業時間】7：00～19：00
【お休み】月
【駐車場】あり

御膳屋

【住所】香椎照葉5-2-15
照葉スパリゾート2F
【TEL】092-661-8828
【営業時間】11：00～23：00
(LO22：00)
【お休み】なし
【駐車場】あり

51

テリカフェ

からだキレイメニューが充実！
なかでも無添加フレッシュジュースが大人
気。新鮮な果物の味と香りがたっぷり楽し
めます。また，アルコールやスイーツもご
用意しています。
【住所】香椎照葉5-2-15
照葉スパリゾート3F
【TEL】092-683-1010
【営業時間】9：00～24：00
【お休み】なし
【駐車場】あり

52 ヘアサロン ＲＥＢＥＡＵＸ(レビュー)

53

普段使わない関節や押せない筋肉を気持ち
よくストレッチで伸ばします。
タイ古式独特のゆっくりとしたリズムで
「ゆったり」とした気持ちになります。

カット・ヘッドスパ・トリートメントなど
の各種ビューティーメニューでキレイ＆リ
ラックスを提供します。
※男性も利用可

広く停めやすい駐車場，お子様が遊べる
キッズスペースや授乳室を完備しています。
来局前に処方箋をファックスして頂くこと
で，待ち時間を短くすることが出来ます。

お客様のライフスタイルのパートナーとし
て，より良い商品をより安く，より豊富に，
より便利に提供すること。
それがトライアルが目指す店舗です。
※平成３０年２月オープン予定。

【住所】 香椎照葉5-2-15
照葉スパリゾート2F
【TEL】 092-682-0055
【営業時間】 10：00～25：00
(最終受付24：30)
【お休み】 なし
【駐車場】 あり

【住所】香椎照葉5-2-15
照葉スパリゾート1F
【TEL】092-681-5680
【営業時間】10：00～20：00
【お休み】第１，第３火
【駐車場】あり

【住所】香椎照葉5-2-19
【TEL】092-410-1444
【開局時間】平日 8：30～18：15
【お休み】土・日・祝
【駐車場】あり

【住所】香椎照葉5-2-23
【TEL】未定
【営業時間】24時間
【お休み】なし
【駐車場】あり

タケシタ調剤薬局

54

トライアル アイランドシティ店

55

セブンイレブン
福岡中央卸売市場店

ベジフルスタジアム内のセブン-イレブンで
す。写真の店長を始め，活気ある従業員一
同，お客様に支持される店作りに励んでい
きます。ご来店お待ちしております！！

56

三番館

57

食事処きたじま

64

三徳商事

65

四季海鱻(しきかいせん)

66

田中満商店

朝食から鉄板定食まで，お肉に自信ありで
す！毎日違う大盛メニューや朝一のおかゆ
セットなど，若い方からご年配の方までご
満足いただけるメニューを多数ご用意して
います。

「エッ！青果市場で海鮮丼？」生まれて間
もないアイランドシティで新鮮な魚を食べ
られる店を目指して「海鮮丼」を始めまし
た。

辛子明太子，長崎の天ぷら，その他海産物
がメイン商品です。店内入口の目玉商品だ
けではなく，奥にもお買い得商品が目白押
し！お気軽にご来店ください。

長浜鮮魚市場でおなじみのアキラ水産がベ
ジフルスタジアムに出店！毎朝長浜より新
鮮なお魚を持って来ております。鮮魚，冷
凍物など全て揃います。お気軽にお立ち寄
りください。

漬物・佃煮その他食品等，業務用から小売
用まで卸価格にて１ケからお買い物できま
す。又，特価品も色々取り揃えております。
皆さまのご来店をお待ちしております。

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-681-7711
【営業時間】3：00～18：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-683-1171
【営業時間】5：00～14：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-681-1625
【営業時間】7：30～15：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-674-7200
【営業時間】4：00～12：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-692-1984
【営業時間】6：00～12：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-661-3889
【営業時間】6：00～12：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

58

59

60

67

68

69

まさちゃんラーメン

まさちゃんラーメンは今年で３７歳になり
ます。毎日皆様に昔ながらのラーメンを提
供しています。あっさりとしたコクのある
スープをぜひ１度ご賞味ください。

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】090-1361-3272
【営業時間】5：00～14：30
【お休み】日・祝
【駐車場】あり

61

イシカワ市場倉庫

生後１歳のお子様からご年配の方々までの
幅広いお菓子をご用意しております。子供
会等の袋詰めもさせていただいております。
是非一度ご来店くださいませ。お待ちして
おります。
【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-681-1688
【営業時間】4：00～12：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

マルシェのうまみ

自家製チャーシューを使った丼や，手作り
にこだわった日替わり定食など取り揃えて
おります。青果市場２階でアイランドシ
ティの景色を一望できるレストランです。

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム2F
【TEL】092-674-7770
【営業時間】11：00～15：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

62 クマモトフーズ

ローストビーフひだまり

ながひさ

永松商店

ローストビーフ丼を提供しております。特
製のタレがローストビーフ丼と良く合い，
そのままでもおいしく食べられますが３種
のマヨネーズをかけることもできます。

ご家庭用から贈答用まで，味と粒が自慢の
明太子と海産物をご用意しております。ぜ
ひお気軽にお立ち寄りください。

海産物専門店です。ピチピチ粒子の辛子明
太子や脂の乗った地の魚など，新鮮でうま
い旬の食材を食卓へお届けします。又，全
国発送もOKです！

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-682-2155
【営業時間】9：00～18：00
【お休み】日
【駐車場】あり

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-673-7788
【営業時間】6：00～12：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-661-3824
【営業時間】4：30～16：00
【お休み】日・祝
【駐車場】あり
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後藤宏商店

70

富創(ふそう)商会

71

まるいし商店

パッケージ ＨＩＮＯＤＥ

ティッシュ・トイレットペーパーから業務
用ラップ・カップ・フードパック・レジ袋
などを取り揃えております。祭・学校バ
ザー用など準備の際には，ぜひお立ち寄り
ください。
【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-663-5717
【営業時間】6：00～15：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり
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福岡県花き流通センター

みなと香椎営業所

練り製品，佃煮，煮物，お菓子，加工食品
など，様々なものを取り扱う食品の総合卸
です。小売もしますので，ぜひお越しくだ
さい。

海産物・乾物専門のお店です。業務用が中
心ですが，一般小売も致します。
(取扱品目)いりこ・ちりめん・長ひじき・
わかめ・辛子明太子・一夜干し・昆布・椎
茸等

青果物包装資材を中心に，リボン，包装紙
等のパッケージ商品が，多種多材あります。

熊本県産馬刺し，SPF豚，調理済みの冷凍
食品やこだわり食品など，他店にあまりな
い特産品を置いています。地方発送も承り
ます。

お花の総合商社として四季折々の新鮮なお
花を販売しております。花鉢・観葉鉢・花
苗・野菜苗なども季節に応じて販売してお
ります。

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-662-9119
【営業時間】4：00～12：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-682-5250
【営業時間】5：00～12：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-671-8488
【営業時間】5：45～11：45
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-692-6393
【営業時間】6：00～15：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-410-4775
【営業時間】5：00～11：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり
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めい

74

堀江本店

75

やきやま

～索引～

国産野菜のみを使用した野菜チップスをは
じめ，ピーナッツの栄養がそのまま味わえ
るピーナッツスプラウトも好評です。試食
もありますので気軽にお立ち寄りください。

家庭用野菜専用鮮度保持袋（ベジフレッ
シュ®）等の野菜袋から，バザー等でも使
用できる資材を数多く取り揃えております。
是非一度ご来店ください。

水煮，穀物，こんにゃく，お菓子etc.色々
な物を取り揃えております。見るだけでも
OKなのでお待ちしております。本業は，こ
んにゃく屋ですけどね。

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-663-5317
【営業時間】平日・日 7：00～15：00
土 7：00～13：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-671-8530
【営業時間】6：00～15：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【TEL】092-682-8029
【営業時間】3：00～11：00
【お休み】市場の休場日
【駐車場】あり
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ＪＡバンクＡＴＭ

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【営業時間】平日 7：00～23：00
土
7：00～23：00
日・祝 7：00～23：00

79

福岡県中央信用組合ＡＴＭ

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム2F
【営業時間】平日 6：00～18：00
土
8：00～17：00

77 西日本シティ銀行ＡＴＭ
【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【営業時間】平日 7：00～23：00
土
8：00～21：00
日・祝 8：00～21：00

80 福岡銀行ＡＴＭ(ローソン福岡
アイランドシティ店前)
【住所】香椎照葉3-26-1
【営業時間】平日 9：00～19：00
土
9：00～19：00
日・祝 9：00～19：00

82 タイムズアイランドシティ

83 タイムズアイランドシティ第４

【住所】香椎照葉1-4
【営業時間】24時間

【住所】香椎照葉6
【営業時間】24時間
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福岡銀行ＡＴＭ 青果市場

【住所】みなと香椎3-1-1
ベジフルスタジアム1F
【営業時間】平日 7：00～21：00
土
8：00～21：00
日・祝 8：00～21：00

81 タイムズ照葉パビリオン
【住所】香椎照葉1-3
【営業時間】24時間

行ってみよう♪
アイランドシティ中央公園「ぐりんぐりん」
花と緑がテーマのアイランドシティ中央公園内にある体験学習施設「ぐりんぐ
りん」。
外観は大地が隆起したかのような，らせん状のうねりが迫力満点！
天井から光がやさしく降り注ぐ温室内では，亜熱帯植物や日本最大級の蝶「オ
オゴマダラ」を間近で観察することができます。
また，緑豊かな屋上庭園は遊歩道になっており，お散歩にぴったりです。
【施設利用料】 大人(15歳以上) 100円
小人(4歳以上) 50円
３歳以下 無料
【開館時間】 9：00～17：00
【休館日】 毎週火曜日（祝日の場合は翌日）
【休園日】 12月29日～1月3日

～福祉関連～
～飲食店～
医療法人相生会 福岡みらい病院 レストランみらい・・・ 35 アイランドシティ訪問看護ステーション・・・ 19
医療法人相生会 福岡みらい病院 在宅介護サービス
御膳屋 照葉スパリゾート店・・・ 48
センター（仮称）・・・ 33
三番館・・・ 56
介護老人福祉施設 アイランドシティ照葉・・・ 12
食事処きたじま・・・ 57
地域密着型介護老人福祉施設 照葉・・・ 13
テリカフェ・・・ 51
グループホーム照葉・・・ 14
ハニー珈琲 アイランドシティ店・・・ 21
パン・ド・クルール 照葉スパリゾート店・・・ 50
～保育園・幼稚園～
福岡市立こども病院 森のカフェ・レストラン・・・ 39
愛育子どもの家・・・ 10
ベーカリー＆レストランSOLA・・・ 30
アイランドシティコスモス保育園・・・ 5
まさちゃんラーメン・・・ 58
ICメディカルコスモス保育園・・・ 18
マルシェのうまみ・・・ 59
香椎照葉幼稚園・・・ 4
焼肉 曺苑・・・ 31
第２アイランドシティコスモス保育園・・・ 6
らーめん二男坊博多王 照葉スパリゾート店・・・ 49
てりは子どもの家・・・ 8
ローストビーフひだまり・・・ 60
～スーパー～
ツルハドラッグ アイランドシティ店・・・ 25
トライアル アイランドシティ店・・・ 54
フードウェイ アイランドシティ店・・・ 29

～美容室～
Neivs Hair Beauty resort・・・ 28
Le Coeur（ル クール）・・・ 11
REBEAUX（レビュー）・・・ 52

～コンビニ・売店～
セブンイレブン 福岡中央卸売市場店・・・ 55
セブンイレブン 福岡みらい病院店・・・ 36
ファミリーマート福岡香椎照葉4丁目店・・・ 37
福岡市立こども病院 森のショップ・・・ 40
ローソン福岡アイランドシティ店・・・ 9

～エステ・ボディケア～
AQUA（アクア）・・・ 46
IDYLLE（イディール）・・・ 22
からだラボ・・・ 43
birth（バース）・・・ 44
FaBua（ファブーア）・・・ 45

～商店・卸売～
イシカワ市場倉庫・・・ 61
クマモトフーズ・・・ 62
後藤宏商店・・・ 63
三徳商事・・・ 64
四季海鱻(しきかいせん)・・・ 65
田中満商店・・・ 66
ながひさ・・・ 67
永松商店・・・ 68
パッケージ HINODE・・・ 69
富創（ふそう）商会・・・ 70
まるいし商店・・・ 71
福岡県花き流通センター みなと香椎営業所・・・
めい・・・ 73
堀江本店・・・ 74
やきやま・・・ 75

～フィットネス～
IDL・・・ 17
～クリーニング＆コインランドリー～
クリーニング＆コインランドリーの洗光舎 照葉店
・・・ 24
～温浴施設～
照葉スパリゾート・・・ 42
～ガーデニング～
Garden House メルハバ・・・ 23

72

～医療機関～
医療法人相生会 福岡みらい病院・・・ 32
医療法人相生会 福岡みらい病院 高度リハビリテーション
センター（仮称）・・・ 34
地方独立行政法人福岡市立病院機構 福岡市立こども病院
・・・ 38
照葉浅部クリニック・・・ 3
てりは矯正歯科・・・ 26
ドナルド・マクドナルド・ハウス ふくおかハウス・・・ 41
まえだクリニック・・・ 16
～薬局～
アイランドシティ薬局・・・ 15
タケシタ調剤薬局 照葉店・・・ 53
照葉薬局・・・ 2
～整骨・鍼灸～
５Gyou（ゴギョウ） 松村鍼灸整体療院・・・ 47
照葉整骨院・・・ 27

～行政書士～
小竹りか行政書士事務所・・・ 20
～住宅総合販売～
照葉パビリオン・・・ 1
～タクシー～
株式会社第一交通アイランドシティ営業所・・・ 7
～ATM～
JAバンク・・・ 76
西日本シティ銀行・・・ 77
福岡銀行ローソン福岡アイランドシティ店前・・・ 80
福岡銀行青果市場・・・ 78
福岡県中央信用組合・・・ 79
～駐車場～
タイムズ照葉パビリオン・・・ 81
タイムズアイランドシティ・・・ 82
タイムズアイランドシティ第４・・・ 83

