
古民家Dr. ムラが「捨てればゴミ、
活かせば資源」をテーマに、古民
家の解体、再生から出た「古材」
を活かし、家具・照明・雑貨等を作
り展示します。

http://www.facebook.com/kozaiichiba

扉（ポルタ）を開けば、お酒や料理、イ
ベントを通じて、色々な人達が愉しく
交流できる場所がある。友達の部屋に
遊びに来た感覚で、ゆっくりくつろげ
る空間です。ライブイベントやワーク
ショップ等も開催。通称「玉ポ」。

仕事帰りにふらっと気軽に立ち寄り、
料理をつまみながらワインを2、3杯。
大人数やデートにも使えるお店です。
食事はタパス（350円～）やピザにパ
スタにメイン料理、ドリンクはワイン

中心で色々な地域のボトルワイン（2,100円～）グラ
スワイン（380円～）を赤白各5種類とり揃えています。

かもめ食堂

福岡市南区大楠 3-7-26 あさだ荘 3 号 (1 階)
☎080-2720-6096
【営業時間】火・金・土・日 12：00 ～ 20：00 
　　　　　　  水曜日 12：00 ～ 17：00
　　　　　 ※木曜日は完全予約制（コース料理）
【定休日】月曜日
http://ameblo. jp/kamone0316

筑前秋月の野菜をたくさん
使った、土・日・祝日限定
定食「かもめごはん」と辛
口スパイシーなカレーのお
店です。

河野 夢以

『夢ミル Tシャツ展
THE DREAMING T-SHIRTS EXHIBIT』

大好きだよ！って伝えたい
Tシャツと原画を展示・販
売します。

gallery QUONA

福岡市南区大楠 3-14-34-106
☎092-406-3147
【営業時間】12：00 ～ 17：00
【定休日】不定休
http://www.gal lery-quona.com

南区大楠のマンションの一室にある
ギャラリー。クリエーターやアーティ
ストの作品への思いを受け止め、心躍
る作品との出会いを橋渡ししたいと考
えています。新しい何かと出会い、作品

を通じて感じるドキドキ・ワクワクをお楽しみ下さい。

OBJECT WORK HOBO 大山求

『OBJECT WORK HOBO 26 EXHIBITION』

鉄の造形OBJECT WORK HOBO
大山求 26作品の個展。26とは鉄
の原子番号を意味し、その表現は
ソリッドでミニマルなもの。灯、フレー
ム、什器等のアンヴィエントな鉄の作
品が設えられます。

レンタルスペース カシマス 1+2

福岡市南区大楠 3-17-10

【営業時間】利用時間により異なる
【定休日】不定休
http://www.kashimasu1-2.net/

『カシマス わくわく ＡＲＴ 市』

彫紙・パステル・書などの様々なアート展示や、
ワークショップなどの参加型アート展を開催
します。別棟歩いて 1分の『ツキカシマス』（※
MAP №①）でもイベント開催中です。
詳しくはＨＰをご覧下さい。
http://www.kashimasu1-2.net/

Market Cafe ALKU

福岡市南区大楠 3-17-10 カシマス 1+2 内
☎090-2716-6045
【営業時間】月・木・金・土・日 10：00 ～ 17：00 
　　　　　　水曜日 お昼頃～夕方
【定休日】火曜日
http://www.facebook.com/marketcafeALKU

ALKU はフィンランド語で「は
じまり」。まちの茶の間として、
ダッチ（水出し）珈琲、手ごねパン、
手作りの衣雑貨「TEWAZA」自
然育ちの野菜マーケットや古材

家具等、暮らしを楽しむキッカケを提案します。

岡村 修

『「古材を活かす !」手づくり家具･照明展』

コウブツ

福岡市南区大楠 3-8-16 大和荘 1 階
☎092-524-1139
【営業時間】7：00 ～ 17：00
　　　　　※定休日前日は 7：00 ～ 15：00
【定休日】月・第 1 日曜日

みなさまの大好物になるよ
うなパンを焼いてお待ちし
ております。

La:mmin（ラエミン）

『カミカルマ』

日本独特の紙文化を考え
ながら、「縁」にまつわる
紙の表現をいたします。

slowタイマッサージ＆ルーシーダットン＆ヨガ

福岡市南区大楠 3-7-26 あさだ荘 17号 (2 階)
☎092-522-6221
【営業時間】12：00－20：00（最終受付 18：00）
【定休日】不定休
http://s lowthai . j imdo.com/

『slow（スロウ）』をコンセ
プトにした雑貨とタイマッ
サージとルーシーダットン
とヨガのお店です。

『アジアの雑貨展』

アジアのアクセサリー、衣類、ポストカードや
山岳民族の布を使った小物等を展示販売します。

焼き菓子 cafe クリコット

福岡市南区大楠 3-7-26 あさだ荘 23号 (2 階)
☎090-7163-1940
【営業時間】お昼ごろ～ 19：00
【定休日】月曜日（祝日の場合は火曜）
http://cqt0515.blog28.fc2.com/

ガトーショコラやタルトな
どの焼き菓子とコーヒーの
お店。ゆっくりした時間を
楽しみに来てください。

kuroyagi

『パリから届いたもの』

パリ在住の kuroyagi さんから届いた普段使いの
雑貨が並びます。いつもの生活に、ちょこっと
パリを。

PecoRI

福岡市南区大楠 1-31-10-104 号
☎092-524-3621
【営業時間】月～金 18：00 ～ 24：00 
　　　　　　土曜日（雑貨カフェ）12：00 ～ 16：00
　　　　　　　　　  （夜） 18：00 ～ 24：00
【定休日】日曜日・祝日
http://pecori .org/

アートのある立ち呑み屋。雑
貨販売・作品展・シングルパー
ティなどのイベントなども開
催♪スタッフは女性ですので、
お一人でも気軽にどうぞ！　

工房まる　Oshow

『はなまる』
工房まるのメンバーのみなら
ず、スタッフの作品展示も♪
そして、元工房まるに在籍し
ていたOshowさんの展示も !
縁でつながった作品が集まり、

大きな円（まる）に！！

ニノカタ・バル高宮

福岡市南区玉川町 11-11-1F
☎092-555-4101
【営業時間】ランチ（月･水･木･金）12：00 ～ 14：00
　　ディナー 18：00 ～ 25：00（金･土は 26：00 まで）
【定休日】火曜日

ハナウタ研究所

『夜な夜なNOTEBOOK』

鉛筆の線、消しゴムの跡、淡い色。
ゆるゆるで、ちょっと切なく暖
かいイラストの世界。ポストカー
ドなどの販売も行います。

Lounge&hair+grants

福岡市南区玉川町 6-16-102 号
☎092-551-0296
【営業時間】10：00 ～ 20：00 
【定休日】月曜日
https://www.facebook.com/loungehairgrants

気楽にゆるりと美容室を楽し
んで頂きたい、そんな想いで
オープンしました。無邪気な
心で自由な時間をお過ごし下
さい。

Pnd＋93

『lounge art hair+... 』

一日から利用できるレンタ
ルスペース。お稽古教室・
勉強会・施術系から作品展
まで、様々な用途に貸出中
です。
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アンジェ

ペコリ

ラウンジアンドヘアプラスグランツ

スロウ

10/26（土）～ 11/4（月）  
＊11/28（月）のみ休み  

趣味で描いている絵を見て心で
何か感じて頂けたら幸いです。

玉川ポルタ

福岡市南区向野 1-4-29
☎092-562-8111
【営業時間】ランチ（月･水･金･土）11：30 ～ 15：00（OS14：30）
　　　　　　 ディナー 18：00 ～ 24：00（OS23：00）
【定休日】日曜日・祝日（金曜日の祝日は営業）
http://tamagawaporta.blogspot. jp/

野中富貴子・本間直子・諸江和美

『すてきな 3にん展 その 2』
絵・織・布の展示販売。いつも一緒で
はないけれど、いつだってすてきな 3
にんぐみ。絵と織と布　それぞれがそ
れぞれの場所で続けてきたもの。玉川
ポルタでつながります。

MAP

 No.⑫

国籍や年代にこだわらず、
日々の生活を心地よくしてく
れる道具、お洋服を取り扱っ
ています。

anges

福岡市南区向野 1-4-29-103 号
☎092-400-8883
【営業時間】11：00 ～ 16：00
【定休日】日・祝・水
http://www.anges.cc

toile blanche~ トワルブランシュ ~

『り～す展』
繊細な色使い、花の持つ美しさを大
切にしたプリザーブドフラワーやド
ライフラワーを使ったリース、花雑
貨を展示販売。( 岩田屋、博多阪急に
て定期的に教室を開催中 )

MAP

 No.⑬

chouette

福岡市南区向野 1-4-29-102 号
☎092-555-9668
【営業時間】水･木･金 10：00~17：00（CUT 最終受付） 
　　　　　　土･日･月 10：00~20：00
【定休日】基本火曜日 ※不定休
http://chouettehair .petit .cc

南区向野の小さな美容室。オーナー
スタイリスト伊福あゆみの福、福岡
の福、そしてゲストの方が綺麗にな
りながら、心地よい時間を過ごし、
幸福になって頂けたら…の思いを込

めて『ふくろう：chouette（仏語）』と名づけました。

zakka  mon

『mon の世界』

MAP

 No.⑭

シュエット

mon の小さい世界をお楽しみ
下さい。

運営管理 /OTA まっぷ　 otamap2013@gmail.com　　　　  ※詳細については各店舗にお問い合わせ下さい。

イベント期間中は、参加店舗の営業スケジュールが
一部通常と異なりますのでご注意下さい。
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アートサークル参加店舗・企画展一覧

12:00~16:00
18:00~24:00

12:00~16:00

15:00~25:00

15:00~25:00

15:00~24:00

10:00~18:00
※展示のみ

10:00~18:00
※展示のみ

7:00~15:00 休

休

＝OPEN
※営業時間が通常と異なる場合は赤字で記載。

10:00~20:00

10:00~20:00

10:00~20:00

11:00~16:00
11:30~15:00
18:00~24:00

10:00~20:00

10:00~20:00

10:00~20:00

12:00~16:00
18:00~24:00

昼頃 ~19:00

昼頃 ~19:00

昼頃 ~19:00

12:00~20:00

12:00~20:00

12:00~20:00

12:00~20:00

12:00~20:00

12:00~20:00

7:00~17:00

7:00~17:00

12:00~17:00

12:00~17:00

12:00~17:00

10:00~17:00

10:00~17:00

10:00~17:00

部屋ごとに
異なるため
詳細はHPで


