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SCOOP!
SOLARIA STAGE TOPICS

SOLARIA STAGE INFORMATION
幸せ運ぶ
プチプラ雑貨

お
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家
に
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う

大好きな
一冊との出あい

最短5分リフト
交換のススメ

博多織マイ・ブックカバー
（文庫サイズ） 
2,376円(税込)

美肌の貯蔵庫 根菜の濃縮マスク 
各853円(税込)

手帳 
1,296円(税込) ～

リフト交換 1,250円(税込) ～
合カギ作成 750円(税込) ～

なんでも相談
お一人さま
1,620円（税込）
相性占い　
お二人さま分
3,240円（税込）

腕時計 
3,024円(税込)

anelloリュック 
4,860円(税込)

タルトアレンジメント 
3,240円(税込)

ローズハーベストブーケ 
2,160円(税込)

vol.02
AUTUMN

キュートなキャラクター商品や

300円アクセサリーをはじめ、旬の

かわいい雑貨が大集合。大人気の

anelloのリュックは取り出し口が

フルオープンする、がま口タイプが

イチオシ。

忙しい毎日だからこそ、やっぱりお花のある暮らしって

良いもの。秋はバラがキレイなシーズン。季節の実りを

ふんだんに使ったブーケやアレンジメントは、ギフト用に

も自分へのご褒美にも。

リフトがすり減った靴は歩きにくくなったり、形が崩れたり、何よ

り見た目もかっこ悪くなっちゃいます。愛用の靴は早めに交換

すれば長持ち。バッグの修理や合カギ作成も迅速丁寧です。

人生に大いなる実りを呼び、

心を豊かにしてくれる本。そ

んな一冊との出あいをお手

伝いする街なかの書店です。

大切な愛読書に、リバーシブ

ルの博多織ブックカバーは

いかが？

占い相談はお一人様1,500円（税別）から。恋愛・相性・

健康・仕事・病気・学業・離婚etc …経験ある優しい先

生方があなたの悩みをお受けします。また、お護摩焚

き・ご祈願・先祖供養・水子供養の受け付けも毎日行っ

ています。

各フロアに生活を彩るいろんな雑貨が盛りだくさん。

すぐに使いたくなる、人に教えたくなる、かわいい・ユ

ニーク・便利・新しい発見が詰まっています。2019年

度の手帳は約3,000種類！

見つける楽しみ
探す嬉しさ

■TEL ／ 092-732-7087
■営業時間／10:00 ～ 21:00

青山フラワーマーケット
フラワーショップ

1F

■TEL ／ 092-713-1092
■営業時間／10:00 ～ 20:30

雑貨館インキューブ
ファッション雑貨、美容・健康雑貨、
ステーショナリーとバラエティ雑貨、家庭用品

M3F 5F

4F
3F

■TEL ／ 092-753-6116
■営業時間／10:00 ～ 21:00

メトロ書店
本

5F

■TEL ／ 092-751-0047
■営業時間／ 8:00 ～ 21:00
※(土・日・祝)10:00～20:30

白洋舎
クリーニング

M2F

■TEL ／ 092-741-9665
■営業時間／10:00 ～ 21:00

福岡占い五大院
運勢鑑定

B1F

■TEL ／ 092-761-7372
■営業時間／10:00 ～ 20:30

新生堂
靴・バッグ・スーツケース・革製品修理、合鍵

M2F

■TEL ／ 080-3973-2774
■営業時間／10:00 ～ 20:30

zakka eQ
雑貨

1F

ソラリアステージで見つける
グッドなアイテム！

天神 TO I R O 検索

天神TOIROの
ニュースはここをCHECK！
9月28日（金）にオープンした天神TOIRO。
気になる21のリニューアルショップ情報が満載！
各ショップの見どころ、おいしい情報を
チェックして天神TOIRO・
ソラリアステージでのショッピングを
お楽しみください！

ソラリアステージに天神TOIROが仲間入りしてスケールアップ！

大人をワクワクさせる人気の全国区のショップ、そして地域の隠れ名店、

福岡初出店、天神初出店のショップが勢ぞろい。

パワーアップした天神ど真ん中の駅ビル、ソラリアステージをお楽しみください。

2018.9.28 10:00F R I

西鉄福岡（天神）駅北口改札外コンコース

スケールアップした駅ビル
ソラリアステージ!

D e b u t

天神TOIRO
オープニングキャンペーン

3日間  スペシャルデー！のソラリアステージ全館あげて

さ
ま
ざ
ま
な
悩
み
を

親
切
丁
寧
に
鑑
定
・
相
談

※特殊品・水洗品は除く
※他のサービスと併用不可

通勤や通学で西鉄天神（福

岡）駅を利用する人はもちろ

ん、買い物やお出かけのつい

でにも、さっと立ち寄れる便

利なクリーニング店。早朝・夜

間営業で、ワイシャツの当日

仕上げもOK。

9/28   29   30   3日間限定
ドライクリーニング
10％OFF

金 土 日

ソラリア

ステージ
から

GOODく
る

GOODS
を

アナタへ
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サンドイッチの名店、
ついに
天神登場。

カラダに、お客さまに
まじめにつくりあげたパン

人
気
の

オ
ー
ガ
ニ
ッ
ク

ス
ー
パ
ー

昭和４７年に大阪、梅田に１号店が誕生して以

来、甘く素朴な味わいで変わらぬ人気の豆狸が

天神初出店。本わさび花芽の辛味と揚げの甘み

が絶妙な味わいの、わさびいなりを中心に月替

りいなりなどを販売します。

日本にはじめてベルギーワッフルを紹介した「マ

ネケン」がついに福岡初出店。ベルギー産パー

ルシュガー等厳選した素材と伝統製法にこだわ

り、お店で生地から焼き上げるワッフルは香り高

く、外は「サクッ」と中は「ふんわり」。独特の本

場の味をお楽しみください。

細かく刻んだ椎茸と干瓢に金胡

麻の香りが上品に絡んだ素朴な

味わいの看板商品。

豆狸いなり
1個98円（税込）

人気のプレーン、チョコレート

等、焼きたてのワッフルが全種類

入った詰め合わせセットです。

各種ワッフル詰め合わせ
1,000円（税込）～

ご飯は5分づき米と無農薬・赤米、野菜は無農薬・

無肥料にこだわったオーガニック、煮物の味付け

に砂糖を使わないなど調味料も厳選し素材の味を

活かした「マキイ基準」のオーガニック弁当。

マキイ特製
オーガニック弁当
864円（税込）

ワッフルをオーブンで「二度焼

き」しました。パールシュガーの

程よい甘さと、ザクっとした歯ご

たえが最高です。

ワッフルラスク
648円（税込）

無農薬・無肥料にこだわったヘルシーサラダ。ト

マトやレタスなどは無農薬・有機栽培・減農薬に

こだわり、ハムは無添加、マヨネーズは手作り、

など「マキイ基準」にこだわったヘルシーサラダ。

野菜で満腹サラダ
950円（税込）

にんじん、ほうれんそう、枝豆、

小豆、とうもろこしなどの野菜を

使った9種類の餡をラインナッ

プ。トーストに、パンケーキ、ホッ

トケーキに　新たな楽しみ方を

提案します。

anco　
500円（税込）

9種類のancoをつかったどら焼き。ほ

かのどら焼きとはちがうモチモチした

生地に後味サッパリの野菜餡は新しい

感覚の和風スイーツです。

イロドラ　
180円（税込）

本わさび花芽の辛味と揚げ

の甘みのマッチングが驚くほ

ど好相性。くせになる味わい

です。

わさびいなり　
1個98円（税込）

厳選された材料を選び、発酵

バターを使用した、とても香

りの良いくちどけ抜群のおス

スメの食パン。

ラブリオッシュ食パン　　
350円（税込）

伝統的な製法にこだわった

当店の名物。

ラブリオッシュ天国クリーム　
250円（税込）

福岡近郊で採れる旬の食材を使ったサ

ンドイッチ（3種）とおかずを組み合わせ

たボックスです。

ローカル
サンドイッチボックス
734円（税込）

自家製のしっとり柔らかいローストビー

フとホクホク甘みのしっかりとしたかぼ

ちゃのサラダがマッチしたサンドイッチ。

ローストビーフと
かぼちゃサラダのサンドイッチ　
497円（税込）

もぎたてのフルーツを思わせ

るホワイトチョコの中に、ヨー

グルトジェラートと果実索子

が入った田熊考案のオリジナ

ルスイーツ。

フリュレ　
972円（税込）

フランスでも人気のある「パリプレ

スト」。車輪を見立てたシュー生地

の間に香り豊かなクリームをふん

だんに絞り仕上げました。

パリプレスト　
518円（税込）

（いなり寿司専門店）
■営業時間／ 8:00 ～ 21:00

2018年9月28日（金）10:00から西鉄福岡（天神）駅

北口改札外コンコースに「天神TOIRO」という新しいマチとして誕生。

地元福岡で愛される隠れ名店や全国で親しまれる２４の店舗が集結。

まずは、西日本初・福岡初・天神エリア初・商業施設初をCheck！

THE 
FIRST 
BRANCH

天神エリア初 2F

豆狸

（スイーツ）
■TEL ／ 092-732-3700
■営業時間／10:00 ～ 21:00

福岡初

Manneken

フランス・パリの名だたるレストランで経験を積んだ田熊一衛が立

ち上げたパティスリー。東京白金に次ぐ2号店。

田熊一衛が培ったフレンチの技術を、多くの人に気軽に楽しんでも

らいたいという思いから、「新しい何かを創造する」をコンセプトに

類をみない独創的なスイーツを提供します。

（スイーツ）
■TEL ／ 092-733-1330
■営業時間／10:00 ～ 21:00

西日本初・商業施設初

Libre

■TEL ／ 092-781-3322
■営業時間／ 7:00 ～ 21:00

商業施設初・天神エリア初

La Brioche

福岡市中央区薬院の「サンドイッチスタンド」の

新店舗。季節の地元福岡県産のお野菜やフルー

ツ、小麦粉までも地産地消にこだわり作るサンド

イッチ専門店です。食材も毎日朝一番に届いた

ものをたっぷりと使い体に良いものを日常で摂

れるよう心を込めてお作りします。

カラダにうれしい材料、素材にこだわった商品を丁寧

に作り続けて１７年。天神TOIROでは、その名の通り

バリエーション豊富な商品をラインナップ。パンのある

食卓、パンのある時間を楽しむために、選ぶ、迷う楽し

さを味わっていただきたいと思います。

locavorism （サンドイッチ）
■TEL ／ 092-717-1600
■営業時間／ 8:00 ～ 20:30

商業施設初・天神エリア初

take a sandwich 

福岡市中央区平尾で38年間、24時間営業を続

けてきたスーパーマキイ。天神TOIROでは、「マ

キイ基準」で厳選した基礎調味料と素材を使

い、美味しいと健康をキーワードに、旬の味を活

かした商品をご提供いたします。

（オーガニックスーパー）
■TEL ／ 092-707-0997
■営業時間／ 8:00 ～ 21:00

商業施設初・天神エリア初

makii

福岡市内2店舗（周船寺・藤崎）で愛されてきた和

菓子屋。柿を使った和菓子を中心に、季節を舌と

目で楽しむ丁寧で美しい和菓子づくりを目指して

きました。天神TOIROでは野菜餡をつかった色

とりどりのどら焼きと、餡の専門店として登場し

ます。

（和菓子）
■TEL ／ 092-753-9166
■営業時間／10:00 ～ 20:30

天神エリア初

もうひとつの かきはち

（ベーカリー）

2F

2F 2F

2F

2F

2F



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

“カクウチ”
バルタイプのスタンディング
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秋の味覚の代表格「パンプキン」のカフェラテは10/3（水）か

らの新商品です。丁寧に抽出したエスプレッソと一杯ずつス

チームしたミルクにパンプキンソースが溶け合い、クリーミー

でまろやかなパンプキンホイップクリームをトッピングし、ま

るでパンプキンスイーツを食べているかのような味わいです。

カラメル
パンプキン 
ラテ
540円（税込）～

和歌山県産の桃を使用した果肉

入りのぜいたくな白桃餡に白玉

を閉じ込めました。

白桃あん
529円（税込）

デニッシュ生地にカシューナッツと

くるみを混ぜて焼いたロンポワン

の人気NO1のスイーツのようなパ

ンです。

ロンポワンのクロカント　
270円（税込）

『人』の暖かい手によって『心』をつないでいく物が、この社会に

あった方が良いと考えています。昔から伝承されて来ました製

法により、懐かしい・心温まる商品の提供をし、流行に左右され

ない製品作りにこだわって参ります。

博多いもっ子屋 鶏めし弁当
443円（税込）

極上の白玉にこだわった

みたらしです。

本みたらし　
432円（税込）

「天神TOIRO」で新しく始める新業態や新店舗をご紹介！

「天神TOIRO」を彩る店舗を要Check！

NEW OPEN
食通を唸らしてきたあの磯貝が今回天神TOIRO

では、スタンディングスタイルで楽しめるバル形

式の新しいカクウチを提案いたします。オフィス

ワーカーの多い西鉄福岡（天神）駅だから生まれ

た新しい磯貝の挑戦「SHIRAKU」をお楽しみく

ださい。

■TEL ／ 092-731-6001
■営業時間／10:00 ～ 23:30

新業態

しらく

伝統ある日本古来のデザートと言える白

玉に特化。そこに新たなる息吹を吹き込

んだ未来志向の生和菓子屋。他では見る

ことのできない独特の和美、控えめな甘

さの大人の和菓子をお楽しみください。

■TEL ／ 092-751-2808
■営業時間／ 9:00 ～ 21:00

NEW OPEN

たらし屋吾助 （和菓子）

昼は中華麺飯を中心として、中華惣菜のテイクアウトもあ

り。夜は中華BARとして酒と楽しむ本格的な料理を提供

します。スパークリングワイン、ハイボール、そしてソムリ

エセレクトによるアジア料理に合うワインの提案。大人

だから楽しめるおいしい時間を提案いたします。 ■TEL ／ 092-717-2633
■営業時間／11:00 ～ 23:45

新業態

アテニヨル （飲食）

■TEL ／ 092-761-1460
■営業時間／ 8:00 ～ 21:00

新業態

NATURAL DELI EVAH
（惣菜・スイーツ）

オリジナル料理「ビーフバター焼き」

は、現在もなお私どもが大切に育て続

ける風月グループ伝統の一品。福岡

（天神）駅という便利な立地で本格的

に満足いただけるランチ、ディナーを

お楽しみください。

シアトル発祥のスペシャルティコーヒーショップ。世界各

国より厳選したコーヒー豆のみを使用。コーヒーの原料豆

は、仕入れ担当者が生産国に直接赴いて厳選して調達し、

全て国内にて、丁寧に焙煎しています。最高の品質を追及

し、一杯一杯手作りで提供する本格的なコーヒーを気軽

にお楽しみいただけます。

■TEL ／ 092-733-3512
■営業時間／10:00 ～ 22:00

NEW OPEN

グルメ風月（飲食）
■TEL ／ 092-720-2828
■営業時間／ 8:00 ～ 21:00

NEW OPEN

タリーズコーヒー（カフェ）

（飲食）

天神TOIROでは、新業態としてマクロビオティック以

外にもビーガン（純粋なベジタリアン）料理や、オーガ

ニック、その他無添加食品等の商品を取り揃えお客様

の幅広ニーズに応える品揃えを展開していきます。

駅利用のお客さまの利便性と食と暮らしのニーズを最

大限考慮した品揃えを展開します。パン、サンドイッチ、

おにぎり、お弁当、デザートをはじめスイーツ、ドリン

ク、生活必需品を強化。

■TEL ／ 092-771-3667
■営業時間／ 7:00 ～ 23:00

NEW OPEN

レガネットキュート
（スーパーマーケット）

花のある
ライフスタイルを

「そばにいつも花のある暮らし」をブランドコンセプト

に、花と暮らす上質なシーンを提案するヒビヤカダンス

タイル。ご自宅にもっとも近い駅というロケーションの

中で新たなる花のある暮らしと、スピーディーなお渡し

を実現します。Hibiya-Kadanの生花（一部商品を除く）

は安心して購入いただくために、5日間の日持ち保証を

いたします。

■TEL ／ 092-406-6108
■営業時間／10:00 ～ 20:30

NEW OPEN

Hibiya-Kadan Style
（フラワー）

脂ののったシャケのはら身を特製のミソに

漬け込んだ磯貝人気の一品です。

磯貝のシャケはらみ みそ焼　
480円（税込）

新鮮な魚のすり身と豚肉をミン

チにして野菜を加えたジュー

シーなオリジナルコロッケ。

磯貝のギョギョッケ　
480円（税込）

フレッシュドライ加工した植

物そのものをボトルに閉じ込

めた観賞用インテリア雑貨。

ヒーリングボトル　
2,592円（税込）

本格的な四川のコクと辛さを追

求した一品。ランチ、ディナー、

〆の一品として満足いただける1

杯です。

担々麺　
680円（税込）

熱々の鉄板皿にパスタとビーフ

ソテーをのせ、醤油ベースの和

風バーベキューソースをかけて

お召し上がりください。

ビーフバター焼き
Mサイズ 980円（税込）

国産豚のレバーをステーキでやわらかく焼き

上げました。バーベキューソースにマスタード

がアクセントに！癖になること間違いなし。

レバーステーキ　
880円（税込）

ひき肉のかわりに大豆ミンチを使いオーガニックのタコスシーズニング

で仕上げました。トッピングのマヨネーズも豆乳と国産菜種油で毎日手

作りしています。

マクロビタコライス　
594円（税込）

発酵食品の塩糀や甘酒を手作りし、調味料として使用。

テンペ（インドネシアの納豆）をトッピングした腸活美肌メニューです。

マクロビ発酵力弁当　
702円（税込）

週末には、お花とともに素敵なひと時を過

ごしていただくために、バイヤーおススメ

の季節のお花をご提供。

ウィークエンドフラワー　
108円（税込）

人気とこだわりの中華惣菜をタパス

形式で。お好きなお酒を組み合わせ

て、大人の時間を満喫させる中華お

つまみ9種です。

中華タパス前菜盛り合わせ　
1,296円（税込）

M3F2F

2F

2F
2F

M3F

2F

2F

10/
（水）

発売！
3
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西鉄沿線の
魅力満載
ライブラリー

駅にあるべき
ドトールコーヒーの追求。

駅と
気持ちの
トランジットスペース

隠
れ
家
的
カ
フ
ェ

今までのSHOPたちもリニューアル！

GOODくるGOODSを再発見！

RENEWAL

駅にあるべきドトールコーヒーのカタチを追求した新たなるコンセ

プトショップ。天神中心の渡辺通りの景観を２Fから見下ろせる窓

側カウンター席を完備、その他モバイルコンセント、喫煙ルーム、

デザイン性の高い空間設計で、西鉄福岡（天神）駅を利用する方々

のあらゆるニーズにお応えいたします。

商業エリアの天神、そしてその拠点の駅として、働く人のための健康をサポートする商品に

取り扱いを強化。オフィスワーカー・ダイエッターに頼れるローソンづくりを目指します。

1969年に西鉄福岡（天神）駅構内での立ち

食いうどんからはじまり、今年で49年。長

きに渡りお客さまに愛され続けてきた人気

のうどん屋。福岡オリジナルの具材である

槍に見立てたごぼう天の長さは、なんと32

㎝！度肝を抜く博多やりうどんを代表する1

杯。丁寧に作られた丸天も手作りにこだ

わっています。

■TEL ／ 092-736-1080
■営業時間／ 7:00 ～ 22:00 ※（日・祝）8:00 ～ 21:30

RENEWAL

ドトールコーヒー（カフェ）

手軽に中華をテイクアウト、お土産にしたいという

声にお答えして登場したのが大三元。モチモチとし

た皮が大人気のジューシーな肉まん、香り高い台南

産の紅茶にもちもちとしたタピオカが楽しめる当

店NO１のメニュータピオカミルクティーをぜひお楽

しみください。

■TEL ／ 092-733-7328
■営業時間／11：00 ～ 19：30

POP UP SHOP

大三元（台湾おやつテイクアウト）

知る人ぞ知るソラリアステージのM3Fにある大人を

ひとやすみできるサンマルクカフェ。コクのある

コーヒーの香りと、クロワッサンのバターの香りに

包まれて、ちょっと大人をリセットしましょう。

ブライダルや成人式はもちろん、デートやお出かけなどにもキレイに変身で

きるヘアセット・メイクアップ・ネイル専門店。好印象に仕上げる眉のお手

入れは定期的なリピーターも多数。

駆け込み15分コースからじっくり100分以上のコース

まで、癒しのひとときを提供。ノンカフェインのハー

ブティーは寝る前や妊婦さんもOK。カラダ軽やか、

肩甲骨キャンペーン開催中です。

■TEL ／ 092-737-7309
■営業時間／ 7:00 ～ 22:00

サンマルクカフェ
（カフェ）

■TEL ／ 092-791-4281
■営業時間／10:00～20:30 
※受付終了／20:00

リラクゼーションスペース
ラフィネ

（ボディケア、リフレクソロジー）

■TEL ／ 092-739-8155
■営業時間／10:00～20:30 （土・日・祝）早朝8時よりご予約可

アトリエはるか
（ヘアセット、メイクアップ、ネイル）

■TEL ／ 092-771-3570
■営業時間／ 9：00 ～ 22：00

RENEWAL

RETHINK CAFE（カフェ）

■TEL ／ 092-713-1092
■営業時間／ 8：00 ～ 20:30

RENEWAL

プラットインキューブ（雑貨）

沿線地域の店舗や商品を発掘し、発信するアンテナ

ショップとして西鉄福岡（天神）駅に２０１６年６月に

オープン。天神TOIROデビューとともに、さらにパワー

アップしてリニューアル。商品を通じ、福岡のまだ知られ

ていない魅力をお伝えするとともに、地域と消費者を

「縁」でつないで、店舗や生産者を応援します。

朝８時から
オープンの
インキューブ

ご褒美リラクゼーション

眉のお手入れは大丈夫？

コンビニにはないコスメ、ファッション雑貨

等、女性に必要なアイテムが朝イチから買える

ショップです。最新コスメも常にラインナップ。

女性の今スグ欲しい！を叶えるプラット寄れる

インキューブです。

こだわりのハンバーガー、オリジナルのコーヒー、ビー

ル、カクテル等１日を通して様々なシーンでご利用いた

だけるオールディカフェ。Ploom TECH以外は全面禁

煙でこの取り組みは日本初。周りの方を気にせずお楽

しみいただけます。

ドトールのロングセラーが今夏リ

ニューアル。ソーセージのミンチを

中挽きにしてよりジューシーになり

ました。

ジャーマンドック
220円（税込）

ミニ肉まん
（2個入り）
400円（税込）

タピオカ
ミルクティ
400円（税込）

チョコクロ　
183円（税込）

オリジナルハーブティー (10包入)
860円(税込) ～

眉カット 
1,620円(税込)

槍に見立てたごぼうと盃に見立て

たトッピング丸天。博多やりうどん

を象徴する1杯です。

博多やりうどん　
750円（税込）

20種類以上のスパイスとたっぷり

野菜で煮込んだカレーと九州産天

然だしのスープ。その上に

マッシュポテトのホイップ

を乗せました。

白カレーうどん　
690円（税込）

ビーフパストラミと生ハムの旨味を活かした

ドトールの定番作。この夏リニューアルし

た味をお楽しみください。

ミラノサンドA
～ビーフパストラミ＆生ハム～　
440円（税込）

水郷で知られる柳川市産のあまおうと東

峰村の棚田で育った激辛唐辛子ハバネロ

の運命的な出会いで誕生したチョッと癖

になるソースです。

ＪＡ柳川 ＡＭＡＮＥＲＯ　
540円（税込）

唇の水分に反応して発色する色素を採用

したリップ。かわいくてちょっと色っぽい

血色メイクにぴったりと大人気。

オペラリップティント　
1,620円（税込）

100％国産米由来成分配合の

うるおい毛穴ケアフェイス

マスクです。

お米のマスク　
702円（税込）

1個当たり糖質2.2gカロリー 70Kｇおい

しい低糖質パンです。ふすまの味わいを

抑え、しっかり生地に仕上げました。

NLブランパン　
125円（税込）

シャキっとした食感とセロリ独特の風味はそのま

まに、素材本来の持ち味を活かしたピクルスに仕

上がりました。一度食べると止まらない少しクセ

のある大人の味わいになっております。

ズッペンの「野菜ミックスピクルス」　　
756円（税込）

ビーフ100％のパティは食べごたえ満点の100g！

トマトやジューシーなリーフ野菜もたっぷり。

BASIC BURGER　
780円（税込）

1食分野菜118gを使用しました。ケール等の葉野菜

にキウイ、りんご果汁等をブレンドし、さわやかな味

わいに！

NLグリーンスムージー
200g 178円（税込）

スイーツ好きにはたまらないVERY（とって

も）BERRY（ベリー）なパンケーキ。ティー

タイムにどうぞ。

VERY BERRY PANCAKE　
600円（税込）

■TEL ／ 092-713-8798
■営業時間／ 9:30 ～ 20:30

RENEWAL

西鉄縁線駅みやげ
（アンテナショップ）

■TEL ／ 092-716-2323
■営業時間／ 7:30 ～ 21:00
※（日・祝）8:30 ～ 21:00

RENEWAL

博多やりうどん（飲食）

■TEL ／ 092-716-7075
■営業時間／ 7:30 ～ 23:00

RENEWAL

ローソン
（コンビニエンスストア）

モ
チ
モ
チ
と

も
ち
も
ち
が

人
気
で
す
。

「天神TOIRO」M3F東側ゾーン

M3F

M3F

M3F

2F

2F

2F

2F

2F
2F

2F

（　　　　　　　　）

1961年山口県周南市で焙煎工場をスタート、現在は山口県

内５つの直営店を展開するコーヒー豆専門店。人と人との間

に、いろんな世代の間にあるコーヒーを目指し、丁寧においし

いものにこだわりました。コーヒーという飲料がこの日本で、

広く、多く、長く、いろんな人に愛されるものになれることを

祈って、そのお手伝いができればと考えている企業です。

■営業時間／10：00 ～ 20：30

POP UP SHOP

徳山コーヒーボーイ（コーヒー）

朝の1杯、仕事の合間の1杯に、

あらゆるシーンで飲みたくなる

ちょっと贅沢なリッチテイストの

コーヒーです。

リッチ＆スイート　
200g 1,210円（税込）

コーヒーボーイ創業時のカフェ1番店の名前をつけたカフェオーレ。ナギサ珈琲店のメ

ニュー「船乗りのオーレ」を家庭でも味わえるように、自家焙煎豆を使用し丁寧に抽出。

牛乳が苦手な方にもこれさえあればおいしいカフェオーレを楽しんでいただけます。

ナギサ珈琲店の
カフェオーレ　
720ml 
1,404円（税込）

「TOIRO BOX」期間限定ショップ

2F

西鉄福岡（天神）駅コンコースに期間限定の

ショップを集めたスペース「POP UP SHOP」がオープン！
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新たなCOMATSUが
仲間入り

ソラリアステージB2Fに

福岡市内で7店舗展開中のCOMATSUの8号店。

メインが選べるプレートランチ、鉄鍋チーズリゾットの他、

COMATSUの人気メニューをご用意。ランチ、ちょい飲み

からディナーまで色んなシチュエーションで利用でき、ワイ

ンやスパーリングワインをカジュアルな価格でお楽しみ頂

けます。

コラーゲンたっぷりの鳥のスープを

ベースにバリエーションあるソバやご

飯類が大人気の華味鳥。今回は新メ

ニュー「鳥まぶしご膳」の紹介。もも肉

をタレに漬け込み炭火で焼きあげ、一

口目はそのまま、二口目は薬味をいれ

てスープをかけて食べる絶品メニュー。

■TEL ／ 092-791-9112
■営業時間／11:00 ～ 23:00

NEW SHOP

パーラーコマツ
（欧風食堂・酒場）

サラダ・カルパッチョ・アミューズ2品・デザート・

ライスORパン・選べるメイン（8品の中から）

メインを選べるプレートランチ　
1,000円（税込）～

赤みのステーキとフライドポテト。

ディナーにピッタリのボリュームお楽

しみください。

ステーキフリット　
2,030円（税込）

鳥まぶし御膳　
1300円（税込）

思い立ったら、すぐに美味しい朝・昼・夜のわがままな胃袋と食欲に、

もっともっと天神ど真ん中グルメ！

S TA GE  GOUR ME T
New

Re s t a u ra n t
B 2 F・B1F・1 F

B2F

■TEL ／ 092-733-6031
■営業時間／11:00 ～ 22:00

博多鶏ソバ 華味鳥
（麺・水炊き）

B2F
ひょうたんの回転寿司
（寿司）

B2F

■TEL ／ 092-733-7085
■営業時間／ 9:00 ～ 22:00

因幡うどん
（うどん）

B2F

石蔵
（和食・定食）

B2F
博多竹乃屋焼とり もも焼

（焼とり・居酒屋）
B2F

博多もつ鍋 笑楽
（もつ鍋）

B2F

博多の代表選手「ごぼう天うど

ん」に肉をプラス。最強の組み合

わせが因幡うどんから登場です。

老舗の上品なスープと博多うどん

独特の柔らか食感をお楽しみくだ

さい。

鳥の深い
味わいを
知る店

新鮮なネタをうれしい価格で楽しめるお

寿司は国内外のお客様に大人気。そん

なひょうたん寿司の中で名物のカニク

リームコロッケをご紹介。トロリととろけ

るクリームの中にたっぷりのカニ。知ら

なかったあなた！ぜひこの味を体験して。

カニクリームコロッケ　
390円（税込）

■TEL ／ 092-733-7081
■営業時間／11:00 ～ 21:00

有名店の
知る人ぞ
知る味

肉ごぼううどん　
670円（税込）

博多の老舗の
うどん屋

福岡で最も有名なスリランカカレーの店と

いえばここ「ツナパハ」をあげる人も多い。

個性的なスパイスライスに、チキン、ポテ

ト、日替わりの野菜が入った3種のカリー

はここでしか味わえない絶品。サラッとし

ているのに、深いコクを感じる独自の味わ

い、ぜひツナパハで体験してください。

スリランカカリー　　
900円（税込）

■TEL ／ 092-791-3374
■営業時間／11:00 ～ 22:30

不思議香菜
（多国籍料理）

B2F
韓国薬膳料理 麦庵
（韓国料理）

B2F

■TEL ／ 092-713-5505
■営業時間／11:00～22:00

センターリバー
（ハンバーグ・ステーキ）

B2F

JA菊池のブランド牛をつかった安

心・安全な牛肉を使用。ジューシー

なハンバーグ、ステーキが人気で多く

のお客さまが毎日並ぶセンターリ

バー。3種のオリジナルソース（にん

にく・洋わさび・梅）をお好みでかけ

て、旨味いっぱいのビーフを！

スリランカ
カレーの
名店

韓国薬膳をベースに化学調味料を使用

せずつくった旨辛ヤンニョンチキン。7種

類の具を使ったキンパ。テイクアウトで

も韓国料理を楽しめるお店です。お店で

はチゲも味わえ多くの女性に人気のコリ

アンダイニング。今日は韓国料理を・・と

いう日に、ぜひ麦庵へ。

テイクアウト　
ヤンニョンチキン・キンパ　　
500円（税込）～

■TEL ／ 092-753-8506
■営業時間／11:00 ～ 22:00

今日は韓国料理・・・
という日は

えこめ牛
ステーキ　
150g　
1,836円（税込）

ブランド牛を
リーズナブルに

ちょっと空き時間、ちょっと気分を落ち

着けたいそんな時にコスパの高いド

トールはかなり頼れるショップ。抽出

時に「蒸らす」ことで風味をアップさせ

たこだわりコーヒーはファンの方も多

いはず。

ミラノサンドB　　
480円（税込）

■TEL ／ 092-733-8288
■営業時間／ 7:30 ～ 22:00
※（土・日・祝） 8:00～22:00

ドトールコーヒー
（カフェ）

B2F
ごはんや 牛心
（定食・丼）

B2F

■TEL ／ 092-732-6425
■営業時間／11:00 ～ 22:00

博多とんかつ処 かつ心

ツナパハ+2

イタリアンの名店と知られるヒッコリーか

らは、35年の歴史の中で不動の人気NO1

のパスタを紹介！海老とホタテをアメリ

ケーヌ風味（海老風味）のクリームソース

にたっぷりあえたパスタ。ザッツイタリア

ンなメニューはもちろん、お肉料理も大人

気のヒッコリー、ぜひご来店ください。

海老とホタテのクリームスパゲティ
アメリケーヌ風味　
1,400円（税込）

■TEL ／ 092-711-0888
■営業時間／11:00 ～ 23:00
※ラストオーダー 22:00

（イタリアン）
B2F

フルーツパーラーノトキ
（パーラー）

B1F

■TEL ／ 092-771-3397
■営業時間／ 7:00 ～ 23:00

レガネット天神
スーパーマーケット

B1F

天神のど真ん中のスーパーマーケット

「レガネット天神」新鮮な生鮮三品を

中心に、お客さまの毎日を価格と品

質で応援いたします。今回レガネット

天神からは、いつものインスタントと

はちがう宮崎生まれの「枡元」の辛麺

をご紹介、そば粉をつかったコシの強

い通称コンニャク麺を唐辛子たっぷ

りのオリジナルスープでいただく絶品

メニューご家庭でお楽しみください。

お肉もパスタも
欲張りな
あなたに

カジュアルな気分で楽しめるフルーツ

パーラーノトキ。昔懐かしい雰囲気の

中でコスパ抜群で新鮮な果物をジュー

ス、ソフトクリームで楽しめます。

ミックスジュース　
280円（税込）

■TEL ／ 092-751-6348
■営業時間／10:00 ～ 21:00

コスパ最強の
ジュース
スタンド枡元辛麺 １食入り　

530円（税込）～

ちょっと変わり種の
麺はいかが

ヒッコリー

（とんかつ）
B2F

鮮度の高い豚肉を選び、口触りに

こだわったオリジナルのパン粉、そ

してサクッとあげる油。すべてにこ

だわったかつ心のとんかつ。今回

ご紹介するのは、上ロースかつ膳。

肉の旨味と脂の旨味のハーモニー

が楽しめる不動の人気商品です。

蒸すが、
味のヒケツ
でした

天神オフィスワーカーにとって頼れる店、

牛心。最高の素材をコスパの高い定食

で提供。男性、女性問わずファンも多い

店。がんばるひとにうれしい肉料理を中

心に、がっつりランチ、ディナーを楽しめ

る天神にうれしい定食屋です。

和風カットステーキ　　
1,150円（税込）

■TEL ／ 092-732-6499
■営業時間／ 9:00 ～ 22:00

こだわりの
お肉を
定食で！

上ロースかつ膳　
1,130円（税込）

１つ１つのこだわりが、
最高の
とんかつを
つくる

国内外のお客様に大人気のホルモン定

食屋の天神ホルモン。鮮度の高いホル

モンを贅沢に使いこだわりの味付けで

提供。おいしいものは国境を超えるの

ですね。ジューシーで甘い丸腸や、がっ

つりジューシーなサガリ等、いろんな部

位を定食で堪能してください。

丸腸定食　
1,680円（税込）

■TEL ／ 092-733-7080
■営業時間／11:00 ～ 22:00

天神ホルモン鉄板焼
（鉄板焼き・定食）

B2F
趙之家
（中華・麺）

B2F

■TEL ／ 092-751-2292
■営業時間／11:00 ～ 22:00

菊正宗 おみき茶屋
（定食）

B2F

天神のオフィスワーカーに人気の

理由は、豊富なメニューと、そのボ

リューム。どれも温かい家の味のよ

うな定食は昔から変わらず、天神で

働くみんなにエールを送ってくれて

いるそんな気持ちにしてくれます。

しっかり食べたいときには、ぜひお

みき茶屋へ。

国内外で
大人気の店

天神オフィス
ワーカーに
大人気

ランチでもディナーでもリーズナブルに本格

中華を楽しめる店として人気の趙之家。充

実のランチメニュー、ディナーの絶品アラカ

ルトは中華好きにはたまらないラインナッ

プ。今回は中華の王道エビチリと酢豚のお

得なスペシャルセットが登場。杏仁豆腐の

デザートまでついてうれしいプライスです。

スペシャルセット　
1,490円（税込）

■TEL ／ 092-734-4141
■営業時間／11:00 ～ 22:00

おいしい中華を
食べるなら、
ここ！

チキン南蛮　
880円（税込）

8種類のお刺身を盛り合わせにした

定食。魚吉ならではの鮮度抜群の味

をお楽しみいただけます。ごはん、み

そ汁、小鉢、漬物も付いてこの値段、

大満足の定食です。

刺身盛り合わせ定食　
1,490円（税込）

■TEL ／ 092-724-6116
■営業時間／11:00 ～ 22:00

博多海鮮食堂 魚吉
（和食・定食）

B2F
ちんめん あま太郎
（ちんめん）

B2F

■TEL ／ 092-733-7165
■営業時間／11:00 ～ 22:30

喜水丸
（丼・定食・居酒屋）

B2F

長浜直送のとれたて鮮魚を8種類

を盛り込んだ「喜水丼」。丼ぶり

からこぼれるほどの大迫力の新

鮮なお刺身をご堪能ください。

天神で
この値段、
この鮮度！

博多と言えば、ラーメン、うどんと言われ

る人も多いけれど、実はもう１つ人気の麺

があるのです。それが「ちんめん」深いコ

クなのにあっさりしているスープにもちっ

とした麺、そして様々なトッピングで大

ファンも多い博多の味です。

五目ちんめん　
780円（税込）

■TEL ／ 092-733-7088
■営業時間／11:00 ～ 22:00

博多
麺類界の
第3勢力

喜水丼　
1,382円（税込）

豪華
海鮮丼を
楽しむ

こだわりのベーカリー、スイーツが多く

の女子たちに人気のブリオッシュドー

レ。ランチやお土産にと、いつもにぎ

わっています。コーヒー、ドリンク、スー

プとともにこだわりの味をぜひお楽し

みください。

とろけるエッグタルト　
250円（税込）

■TEL ／ 092-717-5789
■営業時間／ 8:00 ～ 22:00

ブリオッシュドーレ
（ベーカリーカフェ）

B1F
タワーレコードカフェ
（カフェ）

1F

■TEL ／ 092-733-7363
■営業時間／ 7:00 ～ 22:00

ヴィト
（ジェラートカフェバール）

1F

カラダとココロにヘルシーで優

しいジェラート。本場イタリアの

製法をベースにフルーツ以上に

フルーツを満喫できるスイーツ。

大人流の選び方は、ビターとス

イートの組み合わせで自分を満

喫させることです。

本場フランスの
味を楽しむ
ベーカリー

ここにあるのは、大人が楽しめる音楽、空

間、そして料理。カジュアルに本格派の味

を楽しむならタワーレコードカフェはいか

が。お店オリジナルのビーフパテに高砂

の大人気パン屋「いとだパン」がつくった

バンズ。最強のコラボがジューシーでおい

しいバーガーを完成させました。

タワーバーガー
（ドリンク付）　
750円（税込）

■TEL ／ 092-738-8711
■営業時間／10:00 ～ 22:00

音楽と料理を楽しむ
大人カフェ

トリプルカップ　
470円（税込）～

イタリア製法の
日本の
ジェラート

上品で丁寧な和食でファンが多い石

蔵からは、土鍋鯛めし茶漬けが登場。

鯛の骨を焼いた出汁をほっくり焼い

た鯛の上からたっぷりかけてお茶漬

けで楽しむ大人ならではの絶品メ

ニューです。

土鍋たいめし茶漬け　
1,480円（税込）

■TEL ／ 092-751-1241
■営業時間／11:00 ～ 22:00

毎日仕入れる新鮮なもつは九州

産の和牛のみ使用。臭みもなく

プリプリの食感をお楽しみいただ

けます。創業31年受け継がれる

「秘伝のスープ」で「しょうゆ」「み

そ」「しお」3種類の中から絶品も

つ鍋をお楽しみください。
■TEL ／ 092-761-0510
■営業時間／11:00 ～ 23:00

天神で
人気の
和食店

竹乃屋の看板メニュー「もも焼き」。鮮度

の高い鳥をにんにくと、香りの高い炭火

でじっくりと焼く。カリっジュワー、鳥も

もならではの旨味がお口の中に一気に広

がります。鳥を楽しむならぜひ！

もも焼き　
842円（税込）

■TEL ／ 092-718-2123
■営業時間／11:00 ～ 23:00

鶏の美味しいとこ
すべてを

もつ鍋
（しょうゆorみそorしお）　
1,350円（税込）

創業31年の
もつ鍋屋



makeup Fa sh i on&
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いろんな裏ワザでキレイに楽しく、大人女子的ソラリアステージの使い方

GOODなGOODSで毎日を応援！

COSME
BE A U T Y
SOL ARIA STAGE

いま着る、楽しむアイテムが揃うソラリアステージのファッション＆アクセサリー。

明日のあなたのスタイルをちょっとスーパーにするアイテムが見つかる。

アナタ好みの香りがきっと見つかる、西日本最大級

の約1,000アイテムの品揃え！ 豊富な取扱いの化粧

品やケア商品、「N.O.U」のサプリシリーズも人気で、

女性の美や悩みを多彩にサポート。

■TEL ／ 092-751-1995
■営業時間／10:00 ～ 20:30

コスメオークマ
（コスメ）

1F

■TEL ／ 092-733-1700
■営業時間／10:00 ～ 20:30

マニキュアハウス
（ネイルサロン）

M2F

多彩に揃う
美のデパート

ついケアを怠りがちな指先、見られていますよ～。

ちょっとした空き時間や、お買い物途中などにも気

軽に即、爪＆自分磨き。続けやすいメニュー価格で、

憧れのネイルサロン通いが実現。

指先から漂う
大人の余裕

コスメ専門店ならではの知識やノウハウで、「ご

まかす」のではなく自然に美しく仕上がるメイク

やケア法を伝授。一人ひとりに合わせた丁寧な

カウンセリングやアドバイスを行っています。

■TEL ／ 092-733-7319
■営業時間／10:00 ～ 20:30

ぼたんや
（コスメ）

1F リボンや花柄など女子がときめく大好きな甘さをほど

よく、いくつになっても似合う清楚なテイストに。ディ

テールにも凝ったデザインで、今秋はフラワーニット×

フレアスカートが旬スタイル。

01.3Dフラワーニット 4,212円（税込） 02.ウ

エストスカラップスカート 4,212円（税込）※

掲載商品は売切れになる場合があります。※

小物は別売りです。

■TEL ／ 092-712-0373
■営業時間／10:00 ～ 20:30

トッコクローゼット

永遠の
上品愛されレディ

（レディスファッション）

キレイの頼れる
駆け込み寺 日常づかいできる、専門性の高いビューティ＆ヘルシー

ショップが天神ど真ん中にあるなんて。コスメにケア

用品、サプリや薬など充実したラインナップで、女性の

キラキラをバックアップ。

■TEL ／ 092-733-7231
■営業時間／10:00 ～ 20:30

大賀薬局 ライフストリーム
（薬・コスメ・サロン）

M2F

美と健康の
ライブラリー

大人になってくるとさらに意識したい肌への優しさ。そ

んな私たちに嬉しいナチュラルスキンケアショップ。定

番から季節限定まで、自然の恵みで肌本来の輝きとトー

タルなキレイを。

■TEL ／ 092-725-2606
■営業時間／10:00 ～ 20:30

ハウスオブローゼ
（コスメ）

1F

自然派コスメで
輝く素肌へ

ブルガリ 
オムニアピンクサファイアオードトワレ 
9,288円（税込） 6,156円(税込)

シンプルベースコース 
3,132円(税込)

アルビオン 
スキングレイジングファンデーション
(6色) 6,480円(税込)

ルシェリ 
グロウエッセンススティック
(美容液) 
 2,700円(税込)

クレ・ド・ポー ボーテ
ルージュアレーブル カシミア
(口紅、8色) 
6,480円(税込)

ボディソープRF
(期間限定 ローズ＆フラワーの香り)
1,404円(税込)

ボディスムーザー RF
(期間限定 ローズ＆フラワーの香り) 
1,620円(税込)

N.O.Uシリーズ 
ザ・サプリ／ 5,400円(税込)
ヘルシービネガー／162円(税込)
ヘルシーティー／1,620円(税込)
サプリ フローライザー／4,320円(税込)
サプリ ジョイナー／4,320円(税込)

1F

人気ブランドとのコラボやこだわりのオリジナル商

品、ペアウォッチなど、デザイン・機能性に優れた国

内外の腕時計がずらり。意外と見られている腕元、

シーンに合わせて腕時計も着替えましょ。

03.MIM&SPICA 各21,600円（税込）

04.DANISH DESIGN 各17,280円（税込） 

■TEL ／ 092-733-7192
■営業時間／10:00 ～ 20:30

チックタック

素敵な腕時計は
体を表す

（時計）
1F

毎月新作が出るリピート率No.1のエレガントコレク

ションは、うっとり繊細なレースに隠れた驚きの機

能性。サイズ展開も豊富で、脇寄せ効果＆デコルテ

部へ集中メイクして脇･背中スッキリ。

05.パルフェ ブラジャー 3,564円(税込)～、

06.ショーツ 1,620円(税込)～

■TEL ／ 092-771-2120
■営業時間／10:00 ～ 20:30

ノーザリープラス

ヒミツの
シルエット美人

（レディスファッション）
1F

カジュアルをベースにトレンドが絶妙にミックスされ

た、なりたい自分になれるデイリークローズ。秋カ

ラーで登場した大好評の定番カーディガンや、視線

をさらう表情豊かなスカートにも注目。

07.リブニットカーディガン 3,132円（税込） 08.

カラフルプリーツ シャイニースカート 5,292

円（税込）※掲載商品は売切れになる場合が

あります。※小物は別売りです。

■TEL ／ 092-753-7430
■営業時間／10:00 ～ 20:30

アンド ドット ノスタルジア

ワタシが今、
着たい服

（レディスファッション）
1F

履きやすさやカタチなど、年々厳しくなる大人の靴

選びでも大丈夫。日常から通勤、お出かけ用にトレ

ンド、高めヒールなのに歩きやすい美脚パンプスま

で、欲しかった一足が探せます。

15.バックリボンパンプス 6,372円（税込）

16.エレガンスパンプス 6,372円（税込）

■TEL ／ 092-751-1848
■営業時間／10:00 ～ 20:30

プレシューズ

足元だって
妥協しない

（レディスシューズ）
1F

個性とセンスが光る、自分らしい着こなしが楽しめ

るセレクトショップ。遊び心だけでなく、着心地や使

い勝手の良さも重視した、大人のお眼鏡にかなう心

ときめくアイテムに出あえます。

13.スターキラキラストーントートバッグ 11,664

円（税込） 14.バンダナ柄ブラウス 9,612円

（税込）

■TEL ／ 092-733-7188
■営業時間／10:00 ～ 20:30

ホッヂポッヂ

いつもワクワクな
おしゃれを

（レディスファッション）
1F

流行を取り入れやすく、おしゃれ上手になれる最新

アクセサリーを発信。トレンドアイテムだけでなく、

簡単キレイ見えのヘアアクセなど実用的に華やかさ

を演出するのが賢い裏技です。

11.フックポニー 1,080円（税込）

12.ロングネックレス 3,240円（税込）

■TEL ／ 092-733-7182
■営業時間／10:00 ～ 20:30

アジェデアクセサリーズ

トレンドを
賢く身につける

（アクセサリー）
1F

かぶるだけでトレンド感をプラスしたり、センスアッ

プしたり、お役立ちファッションアイテムとして年齢

を問わず人気の帽子屋さん。ころころベレーやアシ

メハットなど秋の新作も続々。

09.フェルトアシメハット 各6,804円（税込）

10.ころころベレー 各4,212円（税込）

■TEL ／ 092-733-7180
■営業時間／10:00 ～ 20:30

コモド

1アイテムで
旬モードON

（帽子）
1F
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