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天神ビジネスセンター

地下 2 階商業ゾーン

新たな食の名所「天神イナチカ」4 月 29 日（金祝）開業
注目の飲食店のメニューを一部ご紹介
福岡地所株式会社（本社：福岡市博多区住吉 代表取締役：榎本一郎）が開発した『天神ビジネスセンター』
（以
下、本ビル）の地下２階・1 階に新たな商業ゾーンが誕生します。
地下２階には、バラエティー豊かなメニューを取り扱う飲食店 12 店舗が集結した「天神イナチカ」が誕生、また
１階には注目のイタリアンが 1 店舗、2022 年 4 月 29 日（金祝）にオープンいたします。今回は、各店舗の絶品メ
ニューの一部をご紹介いたします。

■地下２階飲食ゾーン「天神イナチカ」

4 月 29 日（金祝）開業

地下２階に開業する飲食ゾーンは「因幡町通り」の地下に位置することから、
「天神イナチカ」と名付けました。
東京の星付きレストランの系列店や、福岡の新鮮な食材を使用した料理が楽しめる地元の人気店など、
飲食店 12 店舗が集結します。うち 7 店舗が新業態、4 店
舗が九州初出店です。
イタリアンや和食、中華などバラエティー豊かなメニュー
を取り扱う店舗が並び、ランチから宴会まで幅広いシーン
での利用が可能です。
◇各店舗紹介

：

店名／業態、商品イメージ写真、おすすめ商品紹介

おいしいパスタ ／ パスタ

九州初

侑久上海 THE BUND ／ 中華

新業態

新業態

おすすめ：無限パスタ２

おすすめ：スペアリブの柔らか煮込み

もちもち食感の生パスタに、卵×チーズ×バターの鉄板の組

侑久上海開業からの名物料理。玉葱と人参を共にじっくり煮

み合わせ。仕上げにたっぷりかけた黒胡椒がアクセントにな

込んだ骨付きのスペアリブはお箸でも切れる柔らかさ。発酵

り、やみつきの味わいです。

調味料の「豆鼓」と「豆板醤」ニンニクなどの薬味で少しピ
リ辛の味付けがお酒にも白ご飯にも最高に合う一品です。
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o/sio FUKUOKA ／ 肉イタリアン

九州初

ISOKAJI ／鮮魚おでん炉端

新業態

おすすめ：炉端おでん
おすすめ：牛 グラスフェッド

玄界灘の新鮮な海の幸、自然豊かな大地に育てられた肉や野

しっかりと旨味のあるグラスフェッド牛を、塊のまましっと

菜などの畜産物。それに加え全国の産地に赴き直接五感で感

り焼き上げました。こだわりのナチュラルワインと合わせて

じて仕入れた食材の数々。この最高の食材達を様々な旨味を

お楽しみください。

含んだ極上の「おでんだし」で炊きあげます。

勝手場ごった ／ 肉炉端・ビストロ・ワインバル

天ぷらと肴 うみの ／ 天ぷらと酒の肴

新業態

九州初
新業態

おすすめ：色々お肉ごった盛り

おすすめ：季節素材の天ぷら／本日の旬野菜、魚介天ぷら

炉端で豪快に焼き上げるお肉やお野菜

普段よく目にする食材をより美味しく。季節で彩られた糸島

牛、豚、鶏、、、、部位に一番適した調理法で職人がじっく

野菜やその日仕入れた新鮮な魚介の素材を活かしながら、

りと丁寧に焼き上げる。

熱々の天ぷらにして、気の利いた酒の肴にしてご提供いたし

自家製のタレやお味噌で味わいます。

ます。

鶏串煮込み しみる ／ 鶏串煮込みと鶏だしおでん

因幡町 一慶 ／ 博多郷土料理店

新業態

おすすめ：鶏串煮込み各種
鶏串煮込みは新鮮な鶏肉を串に刺して丹念に煮込みます。煮

おすすめ：鯛茶漬け

込みの基となる鶏だしは、親ガラ、若ガラ、手羽元やお野菜

博多名物の鯛茶漬け。新鮮な鯛に、こくのある旨味たっぷり

を 10 時間以上かけ抽出し、博多味噌とあご出汁を加えコ

のごまだれ。さらに、あたたかいお出汁をかけると、ごま、

ラーゲンたっぷりの濃厚な鶏だしに仕上げています。仕上げ

海苔、わさびの香りがたち美味しさをひきたてます。

に鶏串を特製みそだれに絡めてご提供致します。
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Pinseria Disco ／ 生ハム・ピザ・イタリア料理

二〇加屋長介 ／ うどん居酒屋

九州初
新業態

おすすめ：Pizza”Aria”
イタリア、ローマの伝統的な手法を Disco 風にアレンジした

おすすめ：肉豆腐

オリジナルのおつまみ Pizza です。独自の粉の配合で、一般

うどん屋ならではのお出汁が効いた肉豆腐。

的な Pizza よりも小麦粉の割合が 40%も少なく、高加水の

本店でも大人気の一品です。

生地に仕上げています。それにより、さっくり軽い空気のよ
うな仕上がりの Pizza になっています。

NUMBER SHOT

天然とんこつラーメン専門店 一蘭 ／ とんこつラーメン

／ 九州食材を用いたジャンルレスな大衆酒場

おすすめ：天然とんこつラーメン（創業以来）
おすすめ：鯖の棒寿司

余分なクセを完璧に取り除きとんこつの美味しさを最大限に

福岡県魚市場仲卸直営店ならではの毎朝競り落とした天然の

引き出した天然とんこつスープ。一蘭特製生麺はスープとの

鯖を浅めに〆て棒寿司にてご用意。シャリの中には九州醤油

相性を第一に考え、特別な小麦を独自にブレンド。更に唐辛

で仕上げた甘めの椎茸の佃煮を使用。ご提供直前にさっと

子をベースに 30 数種類の材料を調合・熟成させた元祖「赤い

炙って、お酒のアテ、〆にも召し上がって頂ける逸品です。

秘伝のたれ」が、味に更なる深みを加えます。

1階
DA BOCCIANO ／ イタリアン

※店舗情報は天神ビジネスセンターホームページにて
九州初

ご確認いただけます。
天神ビジネスセンター ショップ&レストラン
URL：https://tenjinbc-shops.jp/

おすすめ：カンピオーネ 2012
2012 年にイタリアローマで開催されたピッツアワールド
カップで有光総料理長が優勝した世界一のピッツア。
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■「天神イナチカ」について
◇営業時間：11：00～23：00
※営業時間は店舗により異なります。詳細は天神ビジネスセンターホームページにてご確認ください。
（天神ビジネスセンター ショップ&レストラン URL：https://tenjinbc-shops.jp/）
◇内装デザインコンセプト：曖昧模糊(あいまいもこ)
古代よりアジアの玄関口である港町として、多種多様なものを受け入れ発信する器としての機能を担ってきた博多。
様々な文化が入り混じり、あらゆる分野において明確な境界線はなく、曖昧に交わりながら形成されたこの都市の良
さを、インテリア・建築デザイン会社の FHAMS による内装デザインで表現しています。

「天神イナチカ」エントランスイメージ

「天神イナチカ」内観イメージ

◇「天神イナチカ」MAP
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■天神ビジネスセンター商業ゾーンについて
天神ビジネスセンター地下２階・１階には、飲食店に加えアパレルブランドなど３店舗がオープン。
◇店舗紹介
ALETTA by サンエー ／ レディース、メンズ、雑貨（運営：株式会社サンエー）
〈2021 年 11 月 13 日（土）オープン〉

・営業時間：11：00～19：00

あなたの欲しいをイタリアからお取り寄せ！ALETTA で体験するプレミアムショッピング。
ALETTA by サンエーはイタリア有数のセレクトショップと提携し、海外最新のファッションブランドをお届けして
います。店頭商品に加え、日本未入荷品や国内完売モデルなど、イタリア最新情報から欲しい商品が見つかる！プレ
ミアムなショッピング体験を実現するショップです。
patagonia ／ アウトドア用品、食品（運営：パタゴニア日本支社）〈2022 年 3 月 15 日（火）オープン〉
・営業時間：（月～金）12：00～19：00（土日祝）11：00～18：00（定休日）年末年始、毎月第三水曜日
テクニカルウェアからライフスタイルウェアまで幅広い製品を取り揃えています。また、地域とのネットワークを
生かした環境保護活動と情報発信を積極的に行っています。街の中心部に位置しながらも、山や海にアクセスしやす
い福岡ストアで、山、川、海、旅行好きで知識が豊富なスタッフが皆様のお越しをお待ちしています。
ローソン ／ コンビニエンスストア（運営：株式会社ローソン）〈2022 年 4 月 2１日（木）オープン予定〉
・営業時間：7：00～23：00
”マチのほっとステーション”ローソンです。お弁当やおにぎり、デザートはもちろん、健康に配慮した
ブランパンやナチュラルローソンブランドの商品を豊富に品揃えしております。

■『天神ビジネスセンター』概要
施設名
所在地
敷地面積
建築面積
延床面積
階数
用途
建物高さ
構造
耐震性能
着工
竣工
設計者
建築デザイン
インテリアデ
ザイン

天神ビジネスセンター
福岡市中央区天神1丁目10番20号
3,917.18㎡（約1,185坪）
3,234.55㎡（約978坪）
61,100.34㎡（約18,483坪）
地上19階、塔屋2階、地下2階
事務所、店舗、駐車場等
約89m
Ｓ造、一部 RC 造
免震構造
2019年1月
2021年9月
基本設計：株式会社日本設計
実施設計・施工：前田建設工業株式会社
重松 象平／OMA
グエナエル・ニコラ／株式会社キュリオ
シティ

<天神ビジネスセンター 商業ゾーンに関する報道関係者お問い合わせ>
株式会社エフ・ジェイエンターテインメントワークス 商業運営本部 運営部
広報担当：井本（090-1872-8411）
・二島 TEL：092-292-7006 FAX：092-292-7106
<天神ビジネスセンター オフィスその他に関する報道関係者お問い合わせ>
福岡地所株式会社 経営管理部
広報担当：安田 TEL:092-272-2787 FAX:092-272-5553
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