北九州市のおすすめスポットをご紹介！
九州の玄関口として発展を遂げた北九州市。
買い物客やビジネスマンでにぎわう小倉や、異文化情緒あふれる門司港レトロ、
雄大なカルスト台地が広がる平尾台など、エリアごとにさまざまな魅力が詰まっています。
地域に愛されてきたご当地グルメの食べ歩きはもちろん、
素敵なカフェ巡りまで、
いろいろな楽しみ方ができる街です。

北九州オススメスポット
① 小倉城

② 門司港レトロ

街の中心に建つ北九州のシンボル

③ 旦過市場

大正ロマンのレトロな街並み

周辺には小倉城庭園、松本清張記念館など
人気の観光スポットが集まる。

なんでもそろう小倉の台所

関門海峡に面しており、対岸の下関へは渡船で
約5分でアクセス可。名物は焼きカレーはマスト。

④ 平尾台

⑤ 皿倉山 ( 夜景 )

白米の丼を片手に市場を巡りながら、好き
な具材をのせて作る
「大學丼」は大人気！

⑥ 遠見ヶ鼻

北九グラフィティ

雄大な自然を満喫できる

眼下に広がる
“100億ドルの夜景”

日本三大カルストのひとつ。羊のような地
形の羊群原や多彩な鍾乳洞が楽しめる。

標高622mの山頂から北九州市内を一望で
きる。新日本三大夜景のひとつ。

市内屈指の絶景スポット
岬の突端から視界一面に広がる青々とした
海。幻想的な夕景色もおすすめ。

北 九 州 市 の 若 者 の「 今 」を 伝 え る リ ア ル マ ガ ジ ン

北九州アクセス
北九州から主要都市までの時間＆距離

新幹線
広島

福岡

新幹線 15 分
特 急 45 分

山口

新幹線・在来線
60 分

北九州

大分

45 分

特急 80 分

佐賀

新大阪

新幹線・特急
60 分

名古屋

長崎

2 時間 10 分

3 時間

熊本

新幹線 55 分

新幹線・特急
2 時間

飛行機
東京

1 時間 30 分

KITAKYU GRAFFITI

鹿児島

新幹線
1 時間 40 分

宮崎

新幹線・特急
４時間

北九州市印刷物登録番号第1906027B号

KITAKYU GRAFFITI

＼

北九州市で暮らす若者に聞きました！ ／

KITAKYU VOICE

02

Question.

「北九州市の一番の魅力はなんですか？」

03

北 九 移 住 ST Y L E
M o v e d

No.01

横浜市

▷

t o

北九州市に移住して、楽しく働く若者 6 人の ON・OFF スタイルを紹介！

K i t a k y u s h u

北九州市

No.04

ON!

大学まで北海道にいたから、配属希望を出すとき「暖かいところに行

大阪市

▷

北九州市

ON!

自然が大好きだから、ちょっと気分転換に自転車で近くの山へ、なん

きたい」
って言ったんです。それで北九州に来ることが決まったけど、実

際めちゃくちゃ住みやすい。このままずっと住んでもいいかなっ

＼O

FF!

てこともよくあります。北九州は街と自然がちょうど良くミックス

／

されてるんですよね。小倉城の庭園や門司港レトロを見なが

＼O

ら、海と山も一望できる。都心部からアクセスしやすいのもいいで
すね。最初北九州へ来た頃は、街歩きしながら景色を見るだけ
でも楽しかったです。今は新人のWEBデザイナーとして、一日でも

て思ってるくらいです。もちろん最初は知り合いがいなくて不安でした。
でもある日、もともと大好きだった古着を探しに、小倉の古着屋さん
「BAYSON」
にふらっと行ってみたんです。そこで店員さんと仲良くなって、
ほかのお店も紹介してもらって…どんどん知り合いが増えていきました。

FF!

／

早く実力がつくよう日々勉強しています。自分が１台のPCで作ったもの

「友だちの友だちは友だち」
って感じなんです。
20代後半の人もた

が形になって、全世界の人に見られていると思うとやりがいを感じます

くさんいて、初めて北九州に来る人にもフレンドリー。自然も

ね。これからはいろんな資格を取りつつ、プライベートでは趣味をもっと

たくさんあるから、外に出るのが好きな人には最高の街です！

増やしたいです。北九州に来たからには釣りを始めてみたいなあ。
人前で弾けるようになりたい
北九州に来てからギターを始めました。

がんちゃん（22）／門司飼料株式会社 趣味：ギター、フェスやライブに行く
座右の銘：型をしっかり覚えたあとに、型破りになれる／好きな食べ物：フルーツ、ラー
メン、寿司／嫌いな食べ物：みょうが、セロリ、パクチー／特技：水泳、絵を描くこと

にわさん（22）／株式会社メンバーズ 趣味：猫カフェ、アクセサリー制作
座右の銘：為せば成る／好きな食べ物：とんかつ／嫌いな食べ物：ピーマン／特技：
テニス

あいみょんの曲が最近のブーム。

No.02

ON!

板橋区

▷

北九州市

小倉城を横目にランニング
北九州は景色のいいランニングスポット

がいっぱい！ 毎日 1 時間走っています。

No.05

ON!

いつか北九州に一軒家を持つのが夢です！ 新卒で入社し

＼O

FF!

＼O

ました。そんな中北九州に会社の拠点ができることを知り、すぐに異動

FF!

でも会社の先輩が街のことを教えてくれたり、おいしいご飯屋さんに連

／

番楽しいです。北九州の人はみんなやさしいから、女性が一人で飲ん

こっちにもたくさん友だちができました。今の会社では、電気の

広島市

▷

北九州市

供給に使われる鉄塔の設計をしています。台風などの災害で他社の復

北九州オフィスはチーム関係なくみんな仲良し。平日は新チー

旧作業があるのを聞くと、街の人々の生活の基盤を担っている

て、仕事とプライベート、今が一番うまく両立できてる気がします。

つけて、先輩たちのようにいろいろな仕事に携わりたいです。

仕事なんだなって実感しますね。これからは鉄塔の知識をもっと身に

＼O

FF!

／

初めてで、最初は知り合いもいなかったけど、今は毎日誰かしらと朝ま

声を出す一体感が気持ちいい！
北九州に来てから参加した社会人サーク

ふみ（24）／GMOインターネット株式会社 趣味：山登り、ジム、映画鑑賞
座右の銘：実力本位／好きな食べ物：お酒／嫌いな食べ物：パクチー／特技：裁縫、
ドライフラワーづくり

ON!

北九州は、九州の玄関口。いろんなところから人が集まるおかげか、

オープンでおおらかな気風の人が多いんです。仕事の帰り
道に一人で飲みに行っても、最後は 知らない人たちと5、
6人で
飲んでることもしばしば（笑）。こっちには転勤で来たから九州自体が

ルで、毎週末よさこいを練習してます。

No.06

福岡県八女市

▷

北九州市

門司に住んでいるのですが、初めて来たときは海沿いの景色の
きれいさにびっくり。家から徒歩５分で海に行けるから、思わず海
釣りを始めました。車を持っていなくても楽しめるのは嬉しいですね。
今の会社に入ったのは、大好きな漫画に出てくる天才ハッカーの主人公

して、一つのシステムをみんなで作り上げる醍醐味を感じて

好きなことが仕事にもつながっているのは楽しいですね。将

あり、PC作業だけでは得ることのできないやりがいを感じました。会社

商店街を背景に、撮影の練習に励んでいます。

つでも一望できる美しい景色と共に充実した毎日を送っています。

闘中。でも取引先との人脈づくりも、飲めば仲良くなれるから、自分の

座右の銘：とりあえずやってみなわからん／好きな食べ物：スルメ／嫌いな食べ物：

04

ON!

＼O

FF!

／

います。
「北九州ゆめみらいワーク」ではお客さまの声を直接聞く機会が

の所在地の関係で北九州に来たけど、趣味の幅も広がったし、い

来の夢はプロのカメラマンになること。休日は門司港レトロや鍛冶町の

ピーマン／特技：カメラ

梅ちゃん（24）／日本鉄塔工業株式会社 趣味：よさこい
座右の銘：努力は必ず報われる／好きな食べ物：チーズ／嫌いな食べ物：玉ねぎ、マ
ヨネーズ／特技：体が柔らかいこと

に憧れたのがきっかけです。システムを攻撃するほうではなく守るほうと

でわいわい語り合ってます。会社では営業マンとして、日々の売上と格

ようちゃん（25）／太陽工業株式会社 趣味：カメラ、筋トレ

週末に何もしない時間がもったいなくて、

学生時代からやっていたよさこいの社会人サークルを探して入ったら、

ムの立ち上げに携わりながら、休日は家族との絆も深められるようになっ

No.03

れて行ってくれたりしたおかげで、今では自分からいろいろなお店

を調べて楽しんでます！

もともとお酒も好きだから、仕事帰りに一人飲みする時間が一

でいてもすぐに周りの人と仲良くなれるんです。それは仕事でも同じで、

るおにぎりの味は格別です！

北九州市

を決めましたね。北九州は物価も安いし、ご飯もとてもおい

しい！

足立山へ登りに行きました！
結構ハードな山だからこそ、山頂で食べ

▷

北九州に来たときは、一人暮らし自体初めてだったから戸惑いました。

てから東京で仕事をしてたけど、家族の近くに住みたいってずっと思って

／

横浜市

カメラマン同士の写真練習会にて
自分がモデルになることで、実際のモデ
ルさんが指示をどう捉えるかの実験中。

しゅんすけ（20）／株式会社ラック 趣味：ゲーム、釣り、ピアノ、筋トレ
座右の銘：筋肉がNOと叫んだら、私はYESと答える／好きな食べ物：麺類／嫌いな食

べ物：ゴーヤ／特技：ゲーム攻略

日明でサビキの海釣りに挑戦！
この日は 2 匹のアジを GET。家に持ち帰っ
て刺身とフライにしたら絶品でした。
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独立するときに大切なことを、
敏腕オーナーから学べます

プライベートのことも話せる、
先輩とのおしゃべりが楽しい

若者が活発！ みんなで工場
を盛り上げる気概があります

北九州は「いいものを出そう」と

いう意識の高い個人店が多く、お

仕事終わりには友だちとドライブ
に行くことも。特に平尾台から見
える夜景は最高です！

いろんな部署の人と交流でき
るから、みんな仲がいい！

北九州の人はメリハリがはっきり

いしいところが多いです。自分も

北九州は電車が混まないからスト

してて、言うときは言う、優しいと

いつか独立したい！

レスなく通勤できるし、家賃もとて

きは優しい。気風のいい人が多

つかさ
（28）／H.B.H

も安いので住むのにぴったりだと
思います。

いです。

趣味：人間観察

たいち
（21）／パナソニック住宅設備株式会社
趣味：ドライブ
趣味：食べること

しょう
（20）／株式会社深江工作所

いろんな国、地方から人が集まって

趣味：ドライブ

自然を一望できる最高の景色
と、優しい先輩に囲まれてます

いるから、新しい価値観を知れる！
私も与論島から来ました！

北九州の人は親しみやすい！

快く教えてくれるので、楽しく過
ごせています！

北九州は門司港、高塔山など街並
みがきれいだから、景色を見なが

ているけど、オープンな雰囲

北九州オフィスを盛り上げる
ための、団結力が強い！
北九州の好きなところは、サブカ

ルチャーを大切にしているところ。

北九州の商店街はどんな年代の
人も楽しめるのが素敵！ 自然が
そばにあるから、四季を身近に感
じられるのも◎

先輩はわからないことがあっても

家族も参加できるバスツアーで、
年齢問わず仲良くなれる

日本の古き良き商店街も残っ

趣味：フットサル

子どもから年配の方まで
いろんな世代と関われる

まだ社会人1年目だけど、職場の

日本のふるさと、北九州の
ディープな文化を学べます

こうすけ
（26）／株式会社メンバーズ

雰囲気良し、価格良し、
まかない良し‼︎

あかりん
（19）／大阪シーリング印刷株式会社

たくさんのイベントが開催されて
います。

らドライブするのにハマってます。

気だからすぐになじめたよ。

かのん
（21）／大衆酒場 餃子のたっちゃん
趣味：バレーボール

ヴィーガンダン
（23）／英語教師
趣味：音楽、料理、剣道

きょうか
（21）／株式会社ラック
趣味：ピアノ

日本で唯一の海底ケーブル工
場で、知恵や技術を学べます
北九州は何よりご飯がおいしい！

アクティブな人が多いので、いろ

いろな情報を教えてもらってます！

ただでさえ安いのに、値段以上の
クオリティで食べられる！

商店街は店員が温かいので、初めて
来た人でも楽しく食べ飲みできます。
外国人も多く、国際色豊かな街です。

＼

北九州市で働く人

たちに聞きました！ ／

おにちゃん
（23）／GMOインターネット株式会社

＆
北九州の
いいところ！

趣味：自転車、弓道、ゲーム

りーさん
（25）／株式会社メンバーズ
趣味：国内旅行、写真

ワタシの 職場自慢

モノレールの駅が近くて出社が
ラク！ ランチのお店も豊富♪
少しドライブすると門司や下関、

Ques

角島まですぐに行けちゃいます。

tion.

観光地がいっぱいあるのは嬉し
いですね。

なおや
（19）／大衆酒場 餃子のたっちゃん
趣味：料理、スポーツ

「あなたが働く職場と、北

九州市のいいところは？」

ちいさん
（23）／株式会社OCC

さくら
（25）／医療関係

趣味：カラオケ、映画鑑賞

趣味：旅、ドライブ、読書、音楽、カメラ、古着

静かになるのが珍しいくらい、
いつもにぎやかなオフィス

まなか
（21）／H.B.H

個性的なサークルがたくさん！
業務外でも意欲的です

趣味：スポーツ観戦

線よかよかきっぷ」を使って福岡
にもよく行ってます。

外国人にもフレンドリーで、プ
ライベートでも仲がいい職場

通勤に使うモノレールは絶対

街全体がフレンドリー！ みんな

遅れないのが魅力。家賃も安

道案内をしてくれます。駅前でお

屋で快適に暮らしています！

れたことも…（笑）。

いので、駅からすぐの広い部

北九州はアクセスが便利だから、
週末は美術館巡りをしに、
「新幹

声を上げると任せてもらえ
る、風通しのいい職場です

べてかなりストレスが減りました。

じさんがいきなりワンカップをく

のほほんとした雰囲気で
落ち着けるお店です

北九州は穏やかな人が多く、女性
が一人で街歩きするのにぴったり。
素敵なお店もいっぱいありますよ。

北九州ならではの和気あいあいと

した雰囲気で、東京勤務時代と比

ドニ
（24）／日本鉄塔工業株式会社
趣味：サッカー、ギター、旅行、日本料理
やのっち
（24）／GMOインターネット株式会社
趣味：カードゲーム、二次創作活動、音響
シンゴ
（25）／GMOインターネット株式会社
趣味：PCゲーム、アクアリウム、DIY

にしみん
（25）／株式会社メンバーズ

日本一おいしい牡蠣を
育てています！

趣味：美術館巡り、買い物、ゲーム、映画鑑賞

スラズ
（25）／GMOインターネット株式会社
趣味：ゲーム、サッカー、システム開発

ダンディーなオーナーが作る
スイーツとコーヒーが楽しめる
北九州は都会っぽさと田舎っぽさ
が絶妙にミックスされてる街。歩
いて回れるサイズ感もちょうどい

多国籍の人が働いているから
文化を学べます
ネパールから来たけど、北九州
は物価が安いし、駅周辺に店も
集まっているからとても便利で住
みやすいよ！
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いです。

漁師仲間のみなさんは、困った
ら助けてくれる家族のような存

みんなのアイディアで
店づくりをしています！

在。みんなで育てた牡蠣は日本
一おいしい自信があります！

メニューも自分たちで作れ
るから楽しい！ 北九州の
おしゃれなお客さんがたく
さん来てくれます。

かず
（25）／野中水産

SHIHO
（21）／Gramo Coffee
趣味：ギター

趣味：映画鑑賞
KANA
（23）／Gramo Coffee
趣味：DJ
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＼北九州市でおしゃれに暮らす人の部屋紹介／

RO

RO

1

2

まるで古着屋さん！
この文章は
ダミイです
こだわりの
この文章は
ヴィンテージROOM

大好きなものに囲まれた
自分だけの趣味部屋

こいし（23）／古着屋BAYSON／小倉南区在住

ようちゃん（25）／太陽工業株式会社／小倉北区在住

ROOM DATA

Q&A

■家賃：￥33,000
■最寄り駅：北九州モノレール
■この部屋のセールスポイント

ROOM DATA

■お部屋のこだわりポイント

■間取り：2DK
■居住年数：9ヵ月

北方駅

駅が近くて、自由にDIYできる。
■この部屋のウィークポイント
エレベーターがないので、
4階まで上がるのが大変。

■家の近所のお気に入りスポット

見せる、隠すのメリハリをつけること。趣味の
アイテムは敢えてしまわず、見せる収納に。逆
に細かい生活用品は布や箱で隠しています。

隣の部屋。
アパートのオーナーが一部屋をカフェ
にしているんです。隠れ家感があり、そこから
コミュニティーが広がっているのがおもしろい。

■北九州市で暮らしていて楽しいところ

■北九州市で暮らすメリット

個人経営の店が多いところ。コーヒー、古着な
ど北九州にしかない店がたくさんある。それぞ
れの店主のディープなこだわりを楽しめます。

一つの街でいろんな楽しみ方ができる。旦過
市場や魚町銀天街のアーケード通りは、知れ
ば知るほどたくさんお店があって飽きません。

ITEM

Q&A
■お部屋のこだわりポイント

■間取り：1K
■居住年数：1年

部屋に帰ってからお風呂、筋トレ、寝るまでをス
ムーズにできるよう、動線を広く確保しています。
ギター、お酒、本もすぐ手に届く範囲に。

■家賃：￥55,000
■最寄り駅：北九州モノレール 香春口三萩野駅
■この部屋のセールスポイント

■北九州市で暮らしていて楽しいところ

窓から花火が見える。天井が高く壁が広い。
■この部屋のウィークポイント
最寄り駅がモノレールしかない。ネット環境が悪い。

お酒を飲んでいて、気づいたら知らない人と
一緒に歌ってることがよくあります（笑）
。北九
州の人の親しみやすさを実感しますね。

■家の近所のお気に入りスポット

ボディビルのフィットネスジムへ、トレーニングの
ためによく行きます。また角打ちはほぼ毎日帰り
に寄ってますね。
1杯100円で飲めるのが嬉しい！
■北九州市で暮らすメリット

なによりご飯がおいしくて安い！ 都会さと田
舎さのバランスもちょうど良く、新幹線が通っ
ているので住み心地はとてもいいです。

ITEM

03.

02.

01.

03.

02.

01.

一部屋丸ごと収納に

バイト先の店長から買いました

90’
sのヴィンテージ品

30kg上げられます

つらいときも嬉しいときも

母のアフリカ土産

毎朝洋服を選ぶときにテンションが上がるよう、古着屋さん

おしゃれなヴィンテージの絵画は、お部屋となじみやすいよ

今はもう手に入らない、
90’sのナイキ・エアマックス。靴底

もともとアニメオタクだったんですが、オタクでマッチョって

大好きなお酒があれば幸せです！ 一升瓶は一緒に飲んでた

なぜか母が買ってきたダチョウの卵。一応シェードランプら

の服の並べ方を再現。棚はほとんど自分でDIYしました。

う色彩を抑えたものをチョイス。高さ順に並べてます。

が剥がれちゃったけど、インテリアとして本棚に飾ってます。

おもしろいのでは、と思い立ち筋トレを始めました。

おじさんに突然「兄ちゃん飲むか？」と言われてもらったもの。

しい。デスクに置いてみたものの、使い道がありません…。

06.

05.

04.

06.

05.

04.

我が家のとっておきのお宝

東海岸のファッション指南書

カレーづくりにハマってます

弾けたらかっこいいけど…

哲学、思想系の本が好き

一番大切なのはカメラ道具

1stリーバイスのデニムジャケットは、時価40万円相当の超レ

1950年代のアメリカントラッドスタイルの写真集『TAKE

8～10種類は使うスパイスたちは、イケアの瓶に移し替えて

祖父と友人にもらったギターたち。筋トレしすぎて手がマメ

歴史とともに変化する「思考」について説いた名著。大学の

シグマの85mmのレンズを一番使います。カメラ道具は専

アもの！ 一張羅としてお正月にだけ着ています。
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OMDA

TA

1

OMDA

TA

OMDA

TA

RO

KITAKYU
ROOM
GALLERY

IVY』
。時代を超えてファッションのお手本にできる本です。

保存。YouTubeで作り方を観ながら練習してます。

だらけなせいで、未だに弾けたことはありません（笑）
。

専攻で学んでいた構造主義に関する内容です。

用の脱湿庫で管理。いつかプロカメラマンになりたい！
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北九州市に住む人が、テーマに沿って街を切り取る！

KITAKYU フォトGALLERY
おすすめの食べ物

ランドマーク

デートするならココ

仕事中のマイブーム

あなたのおしゃれ○○

職場のイケてる人

癒やしスポット

北九州に来たならぜひこれを

北九州といえば…名所を紹介

恋人とデートするなら絶対おすすめ!

北九州にある行きつけスポット

味良し、雰囲気良しのお店

職場で一番素敵な人は？

北九州にあるみんなの癒やしスポット

駅周辺は都会
なのに、
少し歩けば自
然が溢れ
ています
いけちゃん
（24）／北九州商工会議所
趣味：スポーツ観戦

小倉のB級グルメといえば
「お好み焼き いしん」の焼きうどん。ここ
の店長はかなりの食通！ 豊富なメニュー
は、彼の食への探究心の表れです。

珍しい駅近の観覧車
小倉駅徒歩10分の「チャチャタウン小
倉」の観覧車。夏はさまざまな祭りの
花火が見える穴場スポットでもあります。

女性に大人気のラーメン
ヌードル＆カフェ「サルタヒコ」
。お店
の雰囲気が良く、特に「トマトとフロ
マージュの汁そば」がおすすめ！

大好きな商店街をぶらり
お店の入れ替わりを見つけたら、友だ
ちや職場の先輩にすぐ共有。街歩き
するだけでいろんな発見があります。

ハチミツがかかったソフト

商店街トークで盛り上がる

夜のジョギングにぴったり

「Salon de・K」のソフトクリーム。上
にかかったハチミツは、なんとデパー
ト井筒屋の屋上で作られたもの！

新卒の頃からお世話になっている、隣の
席の先輩です。プライベートでも仲良し
で、仕事終わりに映画を観に行くことも。

朝の「汐風公園」
。週末になると大人
も楽しめるイベントがたくさん！コスプ
レイヤーの撮影も見られます。

ピクニッ
ク
までなん からスポーツ
で
園がある も楽しめる公
！
はる
（23）／公務員
趣味：飲みに行くこと

味、コスパともに最高！

女性の初心者でも安心

いろんな楽しみ方ができる

デスクワーカーの救世主

インスタ映えを狙うなら

髪型に迷ったらすぐ相談

一人で黙々と岩盤浴

「OCM」は九州一おいしいサンドイッチ
店。有名なシロヤベーカリーのパンに
具材がぎっしり入ってます。

「小倉競馬場」は女性専用カフェもある
から、初めての女性や家族連れでも安
心です。私も最近ハマりました！

「勝山公園」はピクニックにぴったり！
ほかにもスポーツ、お花見など楽しみ
方はいろいろ。週末にはイベントもあり。

首肩が疲れたら駆け込む「禅整骨院」
は、話しやすい気さくな雰囲気が好き。
できることなら週3回でも行きたい！

牛 乳 瓶 に入ったドリンクが 飲 める、
「DAISY-dryflower&bar」
。見た目だけ
じゃなく、味もちゃんとおいしいんです。

（職場ではないですが）行きつけの美容
師さんはポケモンのサトシの服をおしゃ
れに着こなす、ユニークな人です！

「華の湯ヒブラン」はお一人様が多く、
仕事帰りに汗を流してリフレッシュする
のにぴったり。ご飯も食べられます。

街に出れ
ば
になれる みんな友だち
、この広
さが
ちょうど
いい！
かなた
（25）／古着屋Bloomy Days Vintage
趣味：UKロック鑑賞

自分だけのオリジナル丼
小倉に来たなら大學丼はマスト！ 白
飯を持って旦過市場を回りながら、自
分の好きなおかずを載せられるんです。

街全体がレトロな雰囲気

自然の中でリフレッシュ

昼は洋服屋さん、夜はBAR

いつでも知り合いに会える

生後11ヵ月の看板娘

仕事が早く終わった日に

門司港では毎週末にマルシェや骨董
市などのイベントが楽しめます！ 冬の
イルミネーションもとてもきれいです。

平尾台にある「千仏鍾乳洞」は、周囲
に公園やカフェも充実していて丸一日
遊べます。家族連れにもおすすめ！

隣の「CANDY」で休憩がてら、
コーヒー
を飲んでます。いつの間にか友だち
が集まっていることもしばしば。

「ジャンカニックパブ」は、一人で行っ
ても必ず知り合いに会えます。初めて
来る方にもフレンドリーです！

家族3人でお店をやっています。一人
娘の月（つき）ちゃんは人懐こく、お客
さんがたくさん遊んでいってくれます。

住宅街の中にある銭湯「大黒湯」は、
番頭のおばちゃんのやさしさも含めて
リラックスできる場所。

住めば住
む
素敵な人 ほどハマる街。
とお店が
いっぱ
いです
さくら
（23）／門司港ゲストハウス PORTO
趣味：アクセサリーづくり
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創業当時から変わらない

気軽に絶景を見に行ける！

門司港レトロのライトアップ

地元で愛されるコーヒー店

ジャズの選曲が絶妙です

頼まれ事は断らない

誰もが自由に過ごせる縁側

「梅月」のソフトは200円で買えるのが嬉
しい！ 濃厚なソフトが下までぎっしり詰
まっていて、食べ歩きにもおすすめです。

山頂まで歩いて20分で行ける「風師
山」
。
「今日天気がいいから行く？」なん
て言って、友だちとよく行ってます。

地ビール工房でビールをテイクアウト
して夜の門司港を歩けば、ロマンチッ
クな雰囲気になること間違いなし。

「トップスコーヒー」の深煎りコーヒーは
毎日飲めるおいしさ！ お父さんがやさ
しくて常連さんの多い、
温かいお店です。

昔ながらの雰囲気でジャズとカフェを
楽しめる、
「ジャズ喫茶 六曜館」
。門司
港名物、焼きカレーもおすすめ。

代表の菊池さんは、九州でさまざまな
仕事をするバイタリティ溢れる人。困っ
ている人を放っておけないんです。

「PORTO」の縁側では、日本酒を飲み
ながらわいわいするも良し、一人でめ
だかを見ながらのんびりするも良し。
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