明治から昭和のはじめにかけ、
海外との貿易港として栄えた門
司港には数多くの洋食店が建ち
並び、それと同時に西洋と東洋の良さが混在したハ
イカラなメニューが生まれました。
諸説はいろいろとありますが、
「 焼きカレー」を始め
たのは昭和30年代の門司港にあった喫茶店といわ
れています。当時、余ったカレーをグラタン風にオー
ブンで焼いたところ、実に香ばしく、美味しく仕上
がったので、のちにお店のメニューとして出し、お客
さんから好評を得たという逸話が残っています。ま
た庶民の味、家庭料理としても広く浸透しました。
現在では、
ご飯の上にカレーとチーズや玉子などを
のせ、オーブンで焼いた「焼きカレー」が、門司港発
祥のご当地メニューとして親しまれています。

＜門司港レトロ観光物産館「港ハウス」にて発売＞

門司港発祥 焼きカレー 648円（税込）
丸ふじ
0120-39-1948

2014.7

＜昔の味をそのままに・
・
・＞

伽 厘本舗の焼きカレー 480円（税込）
伽 厘本舗門司港レトロ店
TEL：093-331-8839

＜マイルド感がUP!!ホワイトソース付き＞

門司港ホテル 焼きカレー 572円（税込）
TEL：093-321-1111

★今回記事で紹介したお店
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不定休
門司区港町7-1

21

旧大連航路上屋

②

焼きカレーといえば！
一番の人気店★

1 展望レストラン 海峡ふくステージ

④

景色良好

4 REST&PUB 陽のあたる場所

TEL（093 ）321 -8829

TEL（093 ）321 -6363

不定休
門司区西海岸1-3-3
関門海峡ミュージアム5F

（土・日・祝）11：00 〜23：00
（OS 1時間前）
休 不定休
門司区西海岸1-4-3 日産船舶ビル7F

営
休

関門海峡ミュージアムの最
上階にあるレストラン。関門
海峡を高い位置から眺めら
れるとあってファミリーやデ
ートに最適。焼きカレーはカ
ラッと揚がった「ふく」がトッ
ピングされている。
ふく焼カレー（海鮮入） ……… 1, 404 円
（サラダ・デザート付）

́ DINNING
2 CAFE

TEL（093 ）321 -3729
営

TEL（093 ）331 -8839

11：00〜23：00（OS22: 30）

営

スーパー焼カレー
（単品）…………………………… 850 円
（お得なセット）
……………… 1, 050 円〜

第1回焼カレー倶楽部のコ
ンテストで第１位を獲得！数
種類の野菜、果物、スパイス
で2日間かけて作った自慢の
スーパー焼きカレー！各テー
ブルには、あっ！
！と驚く自家
製スパイス。やみつきになる
事まちがいなし！

11：00〜15：00(OS 14：00)
18：00〜22：00(OS 21：00)

月曜日・火曜日
門司区西海岸1-4-7
門司港センタービル B 1F

王様焼カレ−（サラダ付） …… 1, 000 円
幸せの生春巻セット ………… 1, 250 円
門司港レトロセット ………… 1. 500 円

駅前ビル２F

辛さ（１〜５倍）やサイズ(レ
ギュ ラ ー 、レ ディス ）、具 材
（肉、野菜、シーフード等）をあ
なた好みに選べる「焼きカレ
ー専門店」
！ ※３００℃の特
注オーブンで焼き上げるグツ
グツ感は絶品です。自家製の
や「福神漬」で面白
シーフードの焼きカレー ………1, 050円 「香味油」
（レギュラー） い食べ方も提案中！
昔の焼きカレー ……………… 850円

6 王様のたまご

完全
禁煙

世界 27ヵ国を廻った野菜
ソムリエが腕を奮う。地産地
消を大事に、
カラダ思いに手
作りした料理に身も心もあ
たたまる。
「王様焼カレー」は
地元の野菜や自家製ハーブ
をたっぷり使った一品。全国
発送も可能だ。

TEL（093 ）321 -6739

シーフード入り焼きカレー …… 1, 150 円
ポレポレ本格焼きカレー ……… 900 円
ランチ定食 850 円（平日は100 円引き）

手作りの本格カレーで作
る自慢の焼きカレーは絶品！
化学調味料に頼らず、
ドレッ
シング・ソースも手作りのラ
ンチ定食も人気です。店内か
らの眺めは最高で、夜は美し
い夜景と共に居酒屋メニュー
も楽しめます。

12 手作りケーキとカレーの店 ドルチェ

焼きカレー ……… 850 円（セット1, 100 円）
焼きカレードック… 500 円 （セット750 円）

16 ビアレストラン 門司港地ビール工房

TEL（093 ）321 -6885

門司港焼きカレー … 1, 240 円（セット1, 960 円）

17 門司港茶寮

別館

無休
門司区東港町2-17

無休
門司区港町7-8（郵船ビル1F）

3 日間じっくりと煮込み、
野菜の旨味が限界まで引き
出された自慢のカレー。和牛
ホホ肉、宮崎県産のお芋豚な
ど様々なトッピングも楽しめ
る 。対 岸 を見 渡 せる テ ラス
席、お子様連れでも安心なキ
ッズルームも完備。
焼きカレー（サラダ付）
…………… 993 円
大人の黒焼きカレー（サラダ付）1, 112 円

ドルチェの焼きカレーは、
ごはんのうえに野菜と卵、10
種類以上のスパイスを入れ、
3日間以上かけて煮込んだ自
家製カレーにチーズをのせ
た。
カレーがなくなり次第オ
ーダーストップ。
野菜の焼きカレー …………… 1, 080 円
シーフード焼きカレー ………… 1, 120 円
ハンバーグ焼きカレー ……… 1, 080 円

TEL（093 ）322 -1173

TEL（093 ）322 -5522

無休
門司区港町4-1（海峡プラザ東館2F）

水曜日／その他不定休
門司区港町3-3 2F

バターライスの上に、深い
コクのあるカレーをかけ、玉
子・チーズをのせてふんわり
と焼きました。
昭和の味を再現して、シン
プルに仕上げているので、老
若男女に大人気！！
昭和レトロの風味漂う焼
きカレーを召し上がれ！！！
海の幸焼カレー（サラダ付） … 1, 426 円

じっくり煮込んで作った特
製カレールゥ。卵とチーズを
たっぷりのせて焼き上げまし
た。さらに、ホタテ、エビ、イ
カ、
ムール貝をトッピングした
海の幸焼きカレーも大人気
です。跳ね橋、関門海峡も見
渡せる、ゆったりと落ち着い
た店内でごゆっくりお召し上
がりください。

卵とチーズのまろやかさ
と深いコクのあるカレーが
人気。焼き鉄板で香ばしく仕
上がっているうえに、ルーの
なかには彩りよくコーンが入
っている。50 年前の開店当
初から通う常連さんが多い。

焼カレー ……………………… 730 円

21 門司笑

TEL（093 ）331 -5171

ミシュランガイド福岡・佐
賀 2014 で「ビブグルマン 」
（良質な料理を手頃な価格で
楽しめる店）として紹介され
た門司笑が、満を持して焼き
カレーを作りました。さらに
九州ご当地グルメコンテスト
3 年連続優勝、殿堂入りした
伊万里牛黒焼きカレー ………990 円〜
「伊万里牛ハンバーグ」のトッ
トッピング75ｇハンバーグ＋400 円
ピングもできます！！
トッピング150 gハンバーグ＋800 円

22 こがねむし

11：45〜15：00(OS 14：45)
17：00〜21：00(OS 20：20)

金曜日（祝日の場合は前日）
門司区東本町1-1-24
味の決め手は、3 日間の時
間をかけて10 数種類の野菜
と数種類の牛肉を煮込んだ
フォンドボー。開店から30 数
年間、つぎ足して煮込み続け
たカレーは自慢の一品。
カレ
ーのうえに卵とチーズ、さら
にオニオンフライをのせて
焼き上げている。

バターライスの上に、深い
コクのあるカレーをかけ、玉
子・チーズをのせてふんわり
と焼きました。
昭和の味を再現して、シン
プルに仕上げているので、老
若男女に大人気！！
昭和レトロの風味漂う焼
きカレーを召し上がれ！！！
焼きカレー ……………………… 650 円

18 海鮮処 海人

11：30〜14：30
17：30〜22：00

11：00〜20：00

不定休
門司区栄町8-9
休

TEL（093 ）332 -2585

10：00〜20：00

13 ご昼食処 海 門

門司港茶寮

営

日曜日・祝日
門司区栄町9-10

激熱★鉄板焼カレー …………… 993 円
激熱★鉄板焼カレー（withふぐの唐揚げ）1, 296 円
激熱★ヴァイツェン焼カレー………………1, 296 円

休

焼カレー ………………………… 850 円

TEL（093 ）332 -5061

11：30〜14：00
(売切れ次第終了)

関門・北九州地区で唯一ビ
ール醸造所をもつビアレスト
ラン。全国規模のビール品評
会で、2 年連続金賞受賞中の
本格派な味わい。
「どこよりも
もっと焼き上げたカレーを！」
をモットーにした「激熱焼カ
レー」はボリュームも満点。

TEL（093 ）331 -9595

9：00〜18：00
火曜日（祝日は営業）
門司区港町6-12

……… 980 円
焼きカレー（ミニサラダ付）

濃厚な味わいカレーに卵
とチ ーズ をのせてパリパリ
に焼き上げた絶品焼きカレ
ー 。門 司 港で唯 一 の 大 評 判
「焼きカレードック」はリピー
ター続出。ブルーウィングを
眺めながら、お召し上がり頂
けます。

TEL（093 ）331 -1373

こだわりは、野菜や牛すじ
など厳選素材を2 日間かけて
じっくり煮込み、旨味を凝縮し
た柔らかでコクのあるカレー
ソース。まずはスパイシーな
ソースのみで、次は中に隠さ
れたとろける半熟卵を絡めて
まろやかな味を楽しめる。

不定休
門司区港町9-4

季節のいろいろ地野菜焼きカレー … 880 円
…………………… 980 円
（レディースセット）

cheese4種のこだわり焼カレー… 860 円
本格グリーンカレー …………… 970 円
ランチセット
（ワンドリンク＋サラダ）+160 円

営

10：30〜21：00

バルク館1F

TEL（093 ）342 -9711

11：00〜22：00（OS 21：15）
5〜12月無休
1〜4月第2・4月曜日
※1月に10 日間の休業予定あり
門司区東港町6-9
門司港唯一、モッツァレラ、
パルメザン、チェダー、ゴーダ
トマ
4種類のチーズを使用し、
トソースをベースに作ったカ
レーとの調和された1品。赤ワ
インで煮込んだ牛タンなどの
厳選された素材をトッピング
でき、本格グリーン焼きカレ
ーも楽しめるのも人気の1つ。

栄町銀天街にある老舗の
洋食屋。鶏がらスープとデミ
グラスソースをベースに数種
類の香辛料でつくり上げたオ
リジナルカレー。あっさりし
た味付けで比較的甘いのが
特徴。添えられたさつまいも
チップスも味のアクセントに
なっている。

20 ランチハウス ベル

上がり頂けます。
門司区港町9-11

9

11：00〜LAST

11：00〜翌2：00

不定休
門司区港町6-5-2F
休

8 門司港ホテル ポルトーネ

TEL（093 ）332 -7122

休

営

TEL（093 ）321 -6662

TEL（093 ）321 -0120
営

TEL（093 ）332 -7033

11：30〜OS 14：30
18：00 〜OS 23：00
夜は9Fバー「テンポ」にてお召し

（レディース）

3 野菜とハーブを食べる プリンセスピピ

TEL（093 ）-321 -0303

11：00〜20：00（夏期21: 00）

不定休
門司区港町9−2
休

年中無休
門司区西海岸1-4-7
門司港センタービル１F
休

海外での修行経験を持つ
シェフが、10 年以上守り続け
る本格派焼きカレー！！野菜
ソムリエの資格も持つシェ
フ自ら厳選した食材を使用
した自慢の一品。あえて卵は
使用せず、
カレーの味を最大
限に生かした焼きカレーを、
最高のロケーションと共に
鉄板焼きカレードリア ………… 1, 080 円
どうぞ。
（セット1, 550 円）

海鮮焼カレ− …………………………………………… 1, 350 円
セット
（スープ・サラダ・香物・デザート・コーヒー付）
…… 1, 490 円

11 cafe&restaurant CHEESE

月曜日（祝日は営業）、不定休あり
門司区港町9-7 ＜全席禁煙＞

5 伽 厘（カリイ）本舗 門司港レトロ店

BEAR FRUITS

キッチン ポレポレ

8：30 〜16：00（OS 15：00）
17：30〜21：30（OS 20：30・
ドリンクOS 21：00 ）

営（平日）
11：00〜13：00、17：00〜23：00

11：00〜21：00（OS 20：00）

※表示価格は消費税込みの金額です。

7

15 Ant Bee（アントビー）

国の重要文化財に指定さ
れている由緒ある建物を活
用した格調高いレストラン。
ドライカレーの上に、ふぐの
唐揚げ、えび、イカなど海の
幸がふんだんに入った海鮮
焼カレーはまろやかで評判
の一品。

20

1

焼きカレーとナンのセット……… 950 円
（プラス162 円でドリンクが付きます）

（平日・土）11：00 〜18：00
※季節により変更あり
（日・祝）10：30〜18：00（OS 17：00）
不定休
門司区東港町6-72 港ハウス1F

11：00〜15：00（クローズ）
17：00〜21：00（クローズ）

11

大

レトロな雰囲気

10 和洋レストラン 三井倶楽部

12

インドから「インド式焼きカレ
ー」をご紹介！！シーフードピラフ
の上に、インドカレーとチーズを
のせて焼き上げました。門司港
焼きカレーとはひと味違う本場
の味をご賞味下さい。その他、16
種類のスパイスを使った種類豊
富なカレーや、ナン、タンドリー
チキン、サモサなど「味」と「ボリ
ュームたっぷりなランチセット」
で皆様にご満足頂いております。

関門トンネル入口

⑩
18

木曜日
門司区栄町2-19

門司港
I.C

甲宗
八幡神社

22

13

11：30〜14：30
17：00〜20：00

11：00〜22：00（OS21：00）

無休
門司区港町4−１
（海峡プラザ東館１F）

門
自
動
車
23
道
ノーフォーク広場

トロッコ列車
（やまぎんレトロライン）

8

19 レストラン ニューラッキー

休

和布刈公園

関

4

営

1F 男性客に人気！

TEL（093 ）321 -2191

TEL（093 ）332 -5533

和布刈神社

関門海峡

家族連れにもおすすめ

14 インド料理 ナンダン

関

下

3F

23 港屋 千兵衛

TEL（093 ）322 -5888

11：00〜15：00（OS 14：00）
17：00〜22：00（OS 21：00）

（月・火・水）11：30 〜15：00
（金・土・日・祝）11：00 〜16：00・
17：00〜21：00（OS20：30）
木曜日
門司区旧門司2-5-1
焼きカレーをうどんで楽し
めるのはここだけ！ルーは河
豚の骨と鶏ガラで取ったス
ープにうどんの出汁を加え
て、野菜の形がなくなるまで
煮込む。うどんはのびないよ
うに工夫して調理をしてい
る。
カレーの濃さが調節でき
るようにうどんの出汁付き。

仲卸直営店の回転寿司と
本場ふく料理が味わえる海
鮮処。海老・いか・たこ・帆立
とチーズをふんだんに使い、
卵をのせたシーフードカレー
に仕上げている。

海鮮 陶板焼カレー …………… 1, 382 円

焼きカレーうどん ……………… 918 円

