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1. Cafeteria (ホテルニューオータニ） 
100年講堂に付随してあるカフェテリア。物価の安い九州にしては少しお高めですが（1000円くらい）、おいし
いです。少し贅沢な気分を味わいたい時にお薦めです。味はホテルニューオータニが作っているとあって美味しい
です。土日祝日もやっています。 

3. 生協食堂 
意外にルールがいっぱいです。最初は九大の人と一緒に行っ
た方が良いです。土日祝日はやっていません。 

九大構内 

SUBWAY 
ふつうのSUBWAYですが、SUBWAYのサンドイッチはヘル
シーでおいしい！ 

おまけ：ねむの木の
近くにある売店 

4. ねむの木（レストラン） 
食券を買って着席するとお店の人が食券を回収
しに来てくれます。土日祝日はやっていません。 

bien mall 
メニューが豊富で、値段もお手頃（日替わりランチが650円)。150円でドリンクバーを付ける事
ができます。土日祝日、夜は20:00まで やっているのがありがたいです。 

その他：車内お弁当販売（構内数カ所） 

Family Mart 
2. 九大病院内 



九大正門近辺 

1. 蘇州 
祝日はランチなしで夕方から開店。週日はランチあり。本場の味です。水餃子や麻婆豆腐がおいしいです。 

裏口（九大キャンパス側） 裏口（九大キャンパス側） メニュー 表口 

入り口 
非常に分かりにくいです。 

2. もつ鍋健ちゃん 3.とんこつラーメン源 
スープが少しマイルドな感じの
博多ラーメン。私は好きですが、
好みが分かれるかも。 

4. てんぷら春駒 

5. 珈琲舎巴呂摩 
落ち着いた雰囲気の喫茶店です。典型的
な喫茶店の軽食メニューの他に学生さん
も満足なボリュームの定食もあります。
一人でブラリと入っても落ち着けます。 

6. きうい 



九大東門近辺 
1. あたりや 2. お食事　 

けんちゃんうどん 
落ち着いた雰囲気に癒され
ます。おいしいです。 

3. 同福居 
本格中華。おい
しいです! 

4. シェムリアップ 
九州発のカンボジア料理店。
店主夫妻の人柄に癒されます。
お味もグッドで値段もお手頃。 

5. 東長 
牛すじカレーも牛丼もおいしいです！最初にお会計をすま
せて、着席して待ちます。 

6. ちゃぐちゃぐ馬っ子 

7. ふか川 & UO-SAI のぐち 
ふか川はお昼はちゃんぽんメインですが、もつ鍋の方がお薦めで
す！UO-SAIのぐちは大人な雰囲気で上品な和食が食べられます。 

ふか川メニュー UO-SAI メニュー 

8. 甚八（寿司弁当） 
2100円の一番高いお弁当はいまいちでした。
安いお弁当の方がお得かも。 

9. 若松商店（通称：なべやさん） 
とってもおいしいですが、限定販売なので、早いもの勝ちです。また先に注文した者勝ちなので、並ぶ前に店内に
入って注文しないといけません。 

↑こんな路地を入って、昭和の香りのする電線むき出しの路地裏にお店があります。日曜、祝日、水曜日は定休
日。ブタと魚介が入ったヨセチリがお得。 



九大東門近辺 
10. ヒマラヤ インドレストラン 
祝日もやっています。インド人が作る本場のカレー。おいしくてボリュームあり。お薦めです。イ
ンド人の店員のお兄さんがかっこいいです。巨大なナンを食べ残しても包んでくれます。 

スペシャルカレー 日替わりカレー 

タンドリーチキン 
サラダ 

マトンカレー 

チキンカレー 

ナン 

ライス 

11.長浜ラーメン 
一龍亭　意外とあっ
さりおいしいラーメン。 

12.	 かね吉 
ちょっとおしゃれな
洋食屋さん。 

13.	 市村 14.	 友人 
中国人の同僚お薦めの中華。おいし
いのでいつも昼時は混んでいます。 

15.	 とんこつラーメン 
安いけれどおいしいです（290円のラーメンにもチャーシュー入ってます）！
祝日もやっています。 

17.	 お宝や　ちゃんぽん  
& 昔なつかし　焼きそば専門店	 

18.	 左右庵	 16.	 広島風お好み焼き　
あ味　テレビに出たらしい
けれど、普通のお味。	 



九大東門北方面 

4. 本格焼鳥　車や 
とってもおいしい串焼き店。
九州では鳥以外の串焼きも
焼鳥と呼びます。 

5. 犬丸 
ものすごくおいしいけれど一見さんお断りで、ルール
がたくさんある恐ろしいお店。2階にも監視カメラが
ついていて、羽目を外すとスピーカーで怒鳴られちゃ
います。九大の人同伴で。 

1. とと亭 
お手頃なお値段でおいしい洋食屋さん。祝日は休み。巨大なまぐろの頭を
注文できます（大きいので複数で来店した時に注文した方が良いです）。
注文したグループの記念写真が店内に貼ってあります。 

3. 甚八寿司 
東門を出てすぐの
角にあるお弁当屋
さんの本店。 

2. HOOKY WOOKY 
週末にはライブハウスになるお洒落な
喫茶店。素敵な音楽と共にゆるりと流
れる時間を楽しめます。 

6. 再来軒 7. おまけ：もっちも
ちの白いたいやき 

↑VOWネタ？ 
「もっちもち」が
「もっもっち」に。
ちょっとかわいい。 

8. 焼肉　味道園 



九大東門北方面 

9. 花林 (KARIN) 
おしゃれな喫茶店。昼食
も楽しめます。 

10. 楽喜（ラッキー） 11. 東園 
博多ラーメンはふつうにおいしかったです。 

12. ミルカ 
普通サイズのカレーが非常に大きいので
びっくりします。ミニサイズやミディサイ
ズもあります。マスターが面白い方です。 

13. S倶楽部 
名前は怪しいけれど、Sはスパ
ゲティーのS。おいしいですよ。
祝日もやっています。 

14. ほっかほか弁当　 
杉の子 
注文してから揚げてくれるので、
本当にほっかほかです！ 

15. ふきや 
2010年11月にできたお好み焼き屋さん。ボリューム満点！ 
祝日もやっています。 



吉塚駅近辺 

1.  はいど 
普通においしい博多ラーメン。 

2. あかおに 
大盛りは追加料金なし。ボリュー
ムたっぷりでおいしいです。 

3. じゅじゅ亭 

4. 餃子の王将 5. ぢどり屋 6. 八剣伝 

7. 道 TAO 8. とんかつ処　浜田屋 9. Royal Host 

10. 鉄板王 
鉄板焼きが絶品です！辛口と甘口のみそを混ぜてお好みの辛さで。 



九大裏門方面 
1. リンガーハット 
ちゃんぽんもカリカリ麺の皿うどんもどちらもおいしいです。餃子とちゃんぽんま
たは皿うどんの両方が食べられるミニちゃんぽんセットもしくはミニ皿うどんセッ
トがお得かも。餃子にユズ胡椒を乗せて食べるのが、意外においしいです。 

2. ロイヤルホスト 3.　飛龍  

4. たけ 
ここも一瞬見逃しやすいお店です。ボリュームたっぷりでおいしくてこの
値段。すごい穴場です。 

5. 博龍軒 
博多ラーメンの源流と言われている
お店です。平打ち麺が特徴的です。 
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