
P 休
ホームページ・SNS情報
駐車場 定休日

創作旬彩 玄杏
福津市勝浦１６４５-３
0940-72-5595
11：00～17：00（オーダーストップ16：00）
　金曜、第2木曜　　20台
   《インスタ》fukutsu_genan

P休

21

津屋崎千軒 なごみ
福津市津屋崎3-17-3
0940-52-2122
10：00～16：00
　 第2・第4火曜　　30台
    《インスタ》tsuyazaki_nagomi

P休

29

P

Café MALIBU
福津市西福間3-30-18
0940-25-9859
11：00～18：00（※sunsetまで）
　月曜、不定休　　3台
   《インスタ》cafemalibufukutsu

　　　　  

P休

14

ケーキハウス RITZ
福津市西福間1-14-15
0940-43-2372
9：30～19：00
　火曜、第2・第4水曜　　4台
   《インスタ》ritz_cakehouse

P休

15
Pâtisserie & Café Anju
福津市西福間5-33-4
0940-55-5885
11：00～18：00（土日祝10：00～18：00）
　不定休　　5台
   《インスタ》patisserie_cafe_anju

P休

16

アラペイザンヌ 福津店
福津市勝浦4631-1
0940-62-5245
9：00～18：00
　水曜、第２火曜　　5台
   《インスタ》alapaysanne  

P休

3
アトリエ 夢工房
福津市津屋崎3-716-1
0940-52-3777
8：30～16：30
　土曜、日曜、祝日　　３台
   《フェイスブック》アトリエ夢工房

P休

4
あんずの里市利用組合
福津市勝浦１６67-1
0940-52-5995
8：30～17：00　  第2木曜　 105台
    http://www.anzu-sato.jp
   《インスタ》anzu_satoichi2020

P休

CAFE ALOHA
福津市西福間4-15-20
0940-72-4050
11：30～18：00（os.17：30）
　水曜
　12台 　《インスタ》 cafe_aloha_fukutsuP
休

13

パティスリー
アンド カフェ
アンジュ

リッツ

カフェ マリブカフェ アロハ

桜のキャトル
福津市東福間1-3-2桜通りビル1F
0940-42-0880
8：30～19：30
　不定休　　4台
　　《インスタ》 sakuranokyatoru

P休

19
Pâtisserie Citron
福津市花見が丘1-1-39（移転しました）
0940-26-2902
10：00～18：00　　火曜、不定休　　4台
　　https://www.patisserie-citron.jp
《インスタ》patisserie_citron

休

20
森のカフェ 燦燦
福津市宮司3-13-7
0940-62-6545
11：30～17：00
　 水曜（祝日の場合は次の木曜）　　2台
    《インスタ》 mori_sansan2017
P 休

17
カフェ  時季の音
福津市宮司5-2-1
0940-51-3142
11：30～16：30　　月～水曜
　3台　　《インスタ》tokino_ne

フクツリー  アンドネオラ店
福津市宮司浜2-35-25
080-4140-1742
11：00～17：00（パンが売切れ次第閉店）
　 日曜、月曜　　9台
    《インスタ》and_neora

23 　お魚センターうみがめ
福津市津屋崎4-47-18
0940-52-1939
10：00－17：00　　火曜日　　40台
 　https://fukutsuiizai.or.jp

P休

24

P休

P
休

18
さんさん

パティスリー シトロン

casa-and-garden
福津市津屋崎4-4-1-103
0940-39-3693
10：00～18：00　　なし　　6台
 　《インスタ》casa_and_garden

P休

25
CANADA KITCHEN
福津市津屋崎5-22-3
0940-52-2080
水～金 11：00～14：00  土日祝 11：00～16：00
　月曜、火曜　　5台
　《インスタ》canada_kitchen

P休

26
TEA STAND
福津市中央3-1-1
070-8482-7497
10：00～20：00
　 なし　近隣にコインパーキングあり
     https://www.instagram.com/tea_stand_/

P休

27 なちゅらる まんぷくや
福津市中央6-10-1-1F
0940-55-5321
10：00－17：00　　日・月・火曜     なし
    《インスタ》natural_manpukuya

P休

28
カーサ アンド 
ガーデン ティースタンドカナダキッチン

Hawaiian Cafe MAHALO
福津市西福間4-11-11
11：00～17：00
　木曜、第1金曜　　10台
　《インスタ》hawaiiancafemahalo

P休

9
cafe BEACH COMBER
福津市西福間4-11-16
0940-42-0661
11：00～18：00
　　水曜　　10台
     《インスタ》cafe_beachcomber

P休

10
Cafe Lanai
福津市西福間4-11-20
0940-72-5527
11：30～18：00(OS)、19：00（Clo）
　金曜（祝日の場合は営業）　10台
　  《インスタ》cafe.lanai

P休

11
BOCCO VILLA
福津市西福間4-15-37
0940-34-3050
11：30～18：00 　
　月曜（祝日の場合は翌日） 　13台
　 bocco.love/ 《インスタ》bocco___villa

P休

12
ボッコヴィラカフェ ラナイ

と き

カフェ ビーチ
コンバー

ハワイアン カフェ
マハロ

パティスリー エトワール
福津市津屋崎3-11-17
0940-52-5292
10：00～18：00
　火曜　　2台
   《インスタ》patisserieetoiles

P休

5
津屋崎テラス
福津市津屋崎3-15-22
0940-55-5561
11：00～16：30
　日曜、第1月曜　　10台
　　《インスタ》 tsuyazaki_terrace

P休

6
honu.cafe
福津市宮司浜4-5-1
0940-51-4210
11：30～17：30（os.17：00）
　火曜（祝日などにより変更あり）　  10台
   《インスタ》honu.2021

P休

7

ぶどうの樹福津海岸通り  ニコビーチ
福津市西福間4-10-10
0940-43-1414
11：00～17：00
　火曜　　20台
    《インスタ》budounoki__fukutsu

P休

8

ホヌカフェ

Cafe ours cache-cache
福津市日蒔野1-11-18
0940-22-8301
10：30～18：00（ＯＳ17：30）
　 木曜、不定休　　3台
    《インスタ》ours_cache_cache

　　　　  

P休

21
OCEANS
福津市手光南1-6-5
070-2177-1228
10：00－16：00　　不定休（インスタ
グラムで月毎の営業カレンダーを配信）  30台
    《インスタ》oceans.2022

P
休

22
カフェ ウルス 
カシュ カシュ

オーシャンズ

★新型コロナウイルス感染症拡大などにより、
　提供時間・定休日が通常と異なる場合がござ
　います。ご来店時は事前に店舗にご確認ください。
★撮影時のみマスクを外しています
★価格は税込。2022年9月時点の情報です。
　メニュー、価格等は予告なく変更となる場合
　があります。

シナモン、バター、きび糖で
ほっくり焼きあげた焼りんごに

ホイップとバニラアイスをトッピング。
最後はお客様がはちみつをタラリと
かけて、「光の道」の完成です♪

抹茶プリンに
栗、白玉、小豆に
濃厚なバニラソフト
クリームをのせた
贅沢な和の開運
スイーツです。

参道が光り輝く「光の道」を忠実に
再現した、当店自慢のグルテンフリーの

パンケーキを使用したスイーツメニューです！！
　　　全体的に煌びやかな印象で、金運UPの

願いも込めています！

クロワッサン生地を
ワッフルの様にカリッと焼き上げた

スイーツ“クロッフル”を光の道バージョンで。
外はサクサク、中はもっちり！バターの
豊かな風味に爽やかなマンゴーソースと

            ひんやりアイスが
               ベストマッチ！

パンケーキ専門店です。
「光の道パンケーキ」は時間をかけて焼き

あげるふわふわのパンケーキ。
美しい福津の夕日をマンゴーやベリーの

ソースを用いて表現。
もりもりのホイップ添え。

鮮やかなブルーと
オレンジ色のフローズンです。
可愛らしいデザート風ドリンクを

お楽しみください。
鳥居型のチョコクッキーも

キュート！

チョコレート好きには
たまらないガナッシュたっぷりの
チョコレートケーキです。

ちょこんと可愛い夕日のマカロンで光の道を
イメージ。濃厚チョコにオレンジの爽やかさが

相まった大人味の
一品です。

サクサクモチモチのチャバタ（パ
ン）につぶあんとかぼちゃの白玉をサンド

し、仕上げにコクのあるバターをはさみました。
秋を感じる優しいスイーツ

パニーニです。
光の道をオレンジ

ジュース、福津の夕暮れを
ピーチティーで、二層で表現した
さわやかなドリンクです。
輪切りレモンを添えて
さらにすっきり！

紫芋とよつば発酵バター
を折り込んだクロワッサンに、

紫芋クリームとさつまいもをサンド。
光の道から眺める太陽をクロワッサンで
サンドするイメージで作りました。
ぜひご賞味ください。

光の道に差し込む
夕日のオレンジ色の太陽を
イメージしました。

トロピカルフルーツのムースに真っ赤な
ブラッドオレンジのゼリーを入れました。

アンジュで
一番人気のカヌレに、

3周年を記念して、新しい味が仲間入り！！
光の道に沈む夕日を見ながら

いかがですか？

食べる？ 飲む？
ミルクプリンが入ったいちごオーレ。

まぜるとピンク色に。
甘ずっぱいいちごシロップとミルクの相性が最高。
別添えのいちごソースをかけて　　　　　　

　光の道を作ったら運気UPかも♡　　　　　　　

秋の味覚「さつまいも」
で作る自家製なめらかクリームと
ホイップにミニミニ大学芋を

トッピングしたモンブランサンドです。
テイクアウトして光の道を見ながら
                     食べるのもGood!

地元特産品の甘夏のジュレと
ソフトクリーム、シリアルとの相性が
クセになる爽やかな　　　　　

スイーツです。　

トロピカルな
マンゴー、パイナップルの
パンケーキです。

　宮地嶽神社からの光の道、
かがみの海をスイーツで表現。
シフォンケーキ、杏仁豆腐など

　　　　　　　　　　　　　いろいろ楽しめる　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　お菓子の箱庭です。　　　　　　　　

お店から眺めた景色をそのままに！
目の前の“あいのしま”をシフォンケーキ、
キラキラ輝く海をレモン味ゼリー、
そして♡型の夕陽と光の道。
波乗りウサギちゃんが
キュートです。

マンゴーで
光の道の夕陽をイメージ。

宮崎県産マンゴーと宗像産の卵を使って、
しっとり柔らかな食感です。ふんわりとマンゴーの
　　　　　　　　　　香りが口いっぱいに

　　　　　　　　　広がります。

サンセットの海と夕日を
グラデーションで仕上げた
濃厚なチーズケーキ。

チーズの深みにレモンの爽やかさを
バランス良くまとめたグルテンフリー

の一品です。

川崎学舎さんで作られた
無農薬・有機栽培のかぼちゃを使用し、

ヘルシーで食べ歩きしても
罪悪感のないベジサンデーを

作りました。

みかんジャム入りの
スイートチョコムースです。

　　鳥居と太陽をチョコで作り、
　光の道を金箔で表現して

います。

国産小麦と味宝卵を使った
食べるのがもったいないと思うような

かわいいクッキーです。

    夕日に見立てたりんご飴
と下にはパイ、桃のピューレ、
りんご、マスカルポーネホイップを
あわせました。恋愛運の桃、

金運の金粉・りんご、健康運の牛乳
（ミルクジェラート）で開運を詰め込んだ

パフェに仕上げました。
これを食べて開運を目指しましょう！

最高級の
ベルギー産のチョコを使い、

しっとりと焼き上げたチョコタルトです。
小麦粉不使用なので、口どけがなめらかで
チョコレート本来の味がしっかり

楽しめます。
　

1日限定
10食

生地から全部手作りの
チュロスは当店で一番人気の

スイーツです。
カスタードとホイップクリームを
ディップして食べてみてね。

1日限定
20食

1日限定
10食

1日限定
20食

1日限定
10食

1日限定
10食

1日限定
6食

1日限定
20食

1日限定
30食

1日限定
6食

創作旬彩 玄杏
光の道 ミニチュアガーデン
1,000円

2

あんずの里市利用組合
光の道 さんでい
350円

1

アラペイザンヌ 福津店
光の道 マンゴーバウムクーヘン
680円

3 アトリエ 夢工房
光の道 クッキー 150円4

津屋崎テラス
光の道 ベジサンデー
600円

6 honu.cafe
ヒカリノミチーズ
700円

7

ぶどうの樹福津海岸通り  ニコビーチ
光の道 　550円8 cafe BEACH COMBER

光の道 シフォン 1,100円10

Cafe Lanai
黄金の光の道パンケーキ  880円11

BOCCO VILLA
光の道 開運Sunsetパフェ
1,200円

12

ケーキハウス RITZ
光の道　442円15 Pâtisserie & Café Anju

光の道 クレヨンカヌレセット
950円

16
桜のキャトル
光の道 ガナッシュ
410円

19
Pâtisserie Citron
光の道 サンセット 480円20

Café ours cache-cache
光の道 
ミルクプリンいちごオーレ
680円

21 OCEANS
光の道 さつまいもモンブラン
600円

22

　お魚センターうみがめ
光の道 ハニーピーチ
パンナコッタ　300円

24 casa-and-garden
光の道 黄金パニーニ 580円25

CANADA KITCHEN
光の道 ポップチュロス
500円

26

TEA STAND
光の道 
オレンジフローズン
650円

27

なちゅらる まんぷくや
光の道 万福玄米おはぎ  350円28

津屋崎千軒 なごみ
光の道
シトラスピーチティー
400円

29

1日限定
10食

パティスリー エトワール
光の道 
チョコムース
450円

5

1日限定
10食

森のカフェ燦燦
光の道 焼りんご
1,000円

17

カフェ 時季の音
光の道 開運和パフェ
1,300円

18

フクツリー  アンドネオラ店
光の道 クロワッサンサンド
280円　

23
1日限定
10食

Hawaiian Cafe MAHALO
光の道 パンケーキ
1,700円

9

1日限定
5食

Café MALIBU
光の道 クロッフル 1,200円14

1日限定
10食

1日限定
5食

無農薬古代米の緑米
（もち米）を

使って作る黒ゴマの玄米おはぎ
です。おはぎの中は自家製
こしあんです。シナモンが香る
かぼちゃあんと栗で光の道と
沈む夕陽を表現して

います。

CAFE ALOHA
光の道 パンケーキ 1,410円13

福津産のはちみつと桃を
使って、光の道をイメージし、

パンナコッタと合わせる事でなめらかな
　　　　　　　口溶けに仕上げました。

ピンクグレープフルーツの
シロップ、マスカット風味の
ゼリーで夕日をイメージした
光の道シーズンにぴったりな

ドリンクです。


