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久留米大学医学部 心臓・血管内科医局員がおすすめする久ﾞ留米マップ

拡大
JR久留米駅近辺

【会場近辺ランチ】
①中華うどん 一平
②回転寿司しげなが 六ツ門店
③想夫恋 あけぼの店
④しのはら珈琲店
⑤藪蕎麦
【うなぎ】
⑥田中鰻屋
【エツ料理】
⑦鳥喜

【久留米ラーメン】
⑧花畑丸福
⑨潘陽軒本店
⑩久留米ラーメン 清陽軒 文化街店
⑪世界のモヒカン 文化街店
⑫来福軒
⑬南京千両
⑭大砲ラーメン 本店
⑮大龍ラーメン 東町ベルモール店

会場近辺

【久留米焼き鳥】
⑯焼き鳥やっちん
⑰のん兵衛亭
⑱鉄砲 久留米本店
⑲日吉丸
⑳やきとり雄源

【イタリアン】
㉑サーラ・カリーナ
㉒香炉
【寿司】
㉓甚六鮨・通町
㉔寿しの次郎長

久留米大学医学部 心臓・血管内科
医局員がおすすめする

グルメの街久留米にようこそ
川と大地の幸に恵まれた久留米市は昔
から豊かな食文化を育んできました。「う
なぎ」「エツ料理」などの伝統的な郷土料
理や日本三大酒処を誇る銘酒、「久留米
ラーメン」「久留米焼きとり」「筑後うどん」
をはじめとするＢ級グルメなど、その種類
は多彩でバラエティに富んでいます。
学会開催期間は、エツ料理が堪能できる
時期です。
エツはカタクチイワシ科に分類される魚
で日本では有明海だけに生息している幻
の魚と言われています。漁期が、5月から
7月と短く夏の風物詩となっています

【会場から徒歩で行けるランチ】

【久留米ラーメン】

① 中華うどん 一平
久留米市六ツ門町21-1
☎0942-39-5151
■11:00～20:00(L.O.19:45)
■定休日 火曜日
ふわりと香る和風ダシ。本カツオ節とうるめ節で
仕込んだ旨み＆香り豊かなスープと、細めの中華
麺が絶妙にマッチした独自メニューは、久留米で
83年間愛され続ける人気メニューです。

会場近辺や交通機関でのアクセスのいいお店を紹介します。

② 回転寿司しげなが 六ツ門店
久留米市六ツ門町10-25 赤司ビル1Ｆ
☎0942-37-5557
■11:00～21:30(L.O.21:15)
■定休日 無休
魚屋さんが経営している回転寿司です。
手頃な値段で美味しく頂けます。

⑨ 潘陽軒本店
久留米市六ツ門町7-52
☎0942-35-2237
■11:30～14:30, 17:30～26:00(L.O.25:40)
■定休日 毎週月曜、第2日曜日(5月12日 休みの可能性あり)
創業昭和23年と、70年の歴史を誇る久留米ラーメンの店。
ラーメンはあっさりした豚骨味。

③ 想夫恋 あけぼの店
久留米市六ツ門町22-20
☎0942-34-7468
■11:30～19:00
■定休日 不定休
久留米名物ではありませんが、日田焼きそばのお
店です。
日田焼そばは鉄板にしっかり焼きつける焼き方で
少し固めなのも特徴です。

⑩ 久留米ラーメン 清陽軒 文化街店
久留米市日吉町15-6 昭和ビルヂング 1F
☎0942-46-9736
■18:00～27:00
■定休日 第3火曜
昭和27年に屋台から始まった久留米ラーメンの代表格です。

④ しのはら珈琲店
久留米市六ツ門町6-1
☎0942-32-0932
■ 8:00～23:00
モーニング 8:00～10:30
ランチ 11:00～14:00
■定休日 不定休
昭和風情を漂わせるお店です。学会途中の休憩に
もおすすめです。
⑤ 藪蕎麦
久留米市小頭町2-20
☎0942-34-6734
■11:30～15:30
■定休日 水曜日
静かで落ち着いた雰囲気です。蕎麦の他、天丼も
お勧めです。
【うなぎ】
⑥ 田中鰻屋
久留米市中央町15-32
☎0942-34-3000
■11:00～18:00
■定休日 日曜日、最終土曜日
創業214年という老舗で、JR久留米駅から徒歩4分
ほどの場所です。
筑後地方を中心としたうなぎの調理法である「せ
いろ蒸し」のうなぎが楽しめます。

⑧ 花畑丸福
久留米市六ツ門町21-1
☎0942-39-0344
■11:00～15:30 17:30～22:30(L.O.22:00)
あっさりした豚骨ラーメンに久留米では珍しい丸福特有のニ
ンニクチップをお好みでトッピング出来ます。とんこつスー
プで作る「ちゃんぽん」も人気です。

⑪ 世界のモヒカン 文化街店
久留米市日吉町15-6
☎0942-65-5786
■11:30～14:00, 18:00～27:00頃(L.O.26:30)
スープがなくなり次第閉店
■定休日 水曜日【祝日の場合は翌日】
豚骨をじっくり煮込み、添加物の少ないスープが決め手です
⑫ 来福軒
久留米市城南町3-14
☎0942-33-7957
■11:00～15:00, 17:30～23:00
スープがなくなり次第終了
■定休日 月曜日
JR久留米駅の東口を出てすぐ
昭和29年に創業し、クセのない昔ながらの優しい久留米ラー
メンを味わうことができます。
⑬ 南京千両 マリン店
久留米市蛍川町5-7
☎0942-31-2092
■18:00～25:00
■定休日 月曜日
豚骨ラーメン発祥と言われる南京千両のラーメンが楽しめま
す。

【久留米焼きとり】
特徴は、その品数の多さです。鶏や豚、牛、魚介類、
野菜、巻物などを竹串にさし、炭火でじっくりと焼
きあげる。また、ダルム（主に豚の小腸）やセンポ
コ（主に牛の大動脈）などの珍しい内臓ものの品数
が多いのも特徴です。
週末は込み合いますので空いているか電話で確認し
て行かれるのがお勧めです。
⑯ 焼き鳥やっちん
久留米市小頭町8-1
☎0942-37-7347
■18:00～24:00
■定休日 日曜日
「林修の今でしょ！講座」で紹介されたことのある
会場近くのお店です。
⑰ のん兵衛亭
久留米市六ツ門町7-22
☎0942-39-4104
■17:00～23:00
■定休日 月曜日
ワインと焼きとりが楽しめます。牛タン串はおスス
メです。
⑱ 鉄砲 久留米本店
久留米市日吉町107-2
☎0942-32-0338
■17:00～翌6:00
■定休日 無休
深夜まで営業しており、2次会での利用も可能です。

⑲ 日吉丸
久留米市日吉町24-12 １Ｆ
☎0942-32-2309
■17:00～24:00
■定休日 月曜日
庶民的な人気店です。いつも混みあっています。
⑳ やきとり雄源
久留米市螢川町1-13
☎0942-65-4194
■17:00～26:00
■定休日 無休
野菜巻きなどの巻物の種類が豊富です。お酒も揃っ
ています。
【イタリアン】
㉑ サーラ・カリーナ
久留米市天神町2-56 久留米ゼミナールビル 1Ｆ
☎0942-34-3839
■11:30～13:30, 17:30～21:30
■定休日 火曜日【祝日の場合は翌日】
西鉄久留米駅徒歩3分
創業1972年、県外のファンも多い久留米を代表する
イタリアンです。
㉒ 香炉
久留米市六ツ門町7-24 ライオンズ六ツ門サンリャン
タワー 1F
☎0942-39-7619
■11:30～14:00, 17:30～21:30
■定休日 月曜日
学会会場近くで落ち着いた雰囲気の人気のあるお店
です。
【寿司】

【エツ料理】

⑭ 大砲ラーメン 本店
久留米市通外町11-8
☎0942-33-6695
■11:00～21:00
■定休日 元日
西鉄久留米から徒歩10分
久留米ラーメンの代表格となった大砲ラーメンの本店です。
週末は行列ができています。

㉓ 甚六鮨・通町
久留米市通町7-3
☎0942-38-5670
■12:00～14:00, 18:00～22:00(L.O.21：30)
■定休日 日曜日・祝日の月曜日
ミシュランガイド福岡・佐賀 2014 特別版に掲載さ
れた久留米を代表する店の一つです。

⑦ 鳥喜
久留米市東町33-26
☎0942-32-0875
■17:30～23:00(L.O.22:30)
■定休日 日曜日
有明海の珍味やエツ刺しは絶品です。
焼き鳥や馬刺しもお勧めです。

⑮ 大龍ラーメン 東町ベルモール店
久留米市東町34-36
☎0942-36-0446
■平日11:30～23:00, 日曜日11:30～22:00
■定休日 月曜日
西鉄久留米駅から徒歩5分
創業50年の老舗ラーメン店です。ド豚骨な一杯が楽しめます。

㉔ 寿しの次郎長
久留米市日吉町4-2
☎0942-39-6366
■11:30～14:00, 17:30～22:00(L.O.21:30)
■定休日 日曜日
福岡産を中心にその日仕入れた新鮮な食材を使った
寿司が楽しめます。

