2022年12月14日現在

新型コロナウイルスの影響で、営業時間の変更や定休日以外の日がお休みになっている施設もございます。
お手数ですが、事前にお電話していただき、ご訪問いただきますようお願い致します。

市町村

カテゴリー

施設名

住所

TEL

定休日・営業時間

福岡エリア

福岡市

体験

Aroma&Candle School Candle Studio One天神校

福岡市中央区今泉1-17-21

092-401-2132

飲食

生け簀割烹

福岡市博多区上川端11-8

092-283-7788

体験

怡康館

福岡市博多区博多駅前3丁目18-8

092-292-8358

飲食

石蔵

天神ソラリアステージ店

福岡市中央区天神２丁目１１−３ Ｂ２Ｆ

092-751-1241

飲食

石蔵

博多デイトス店

福岡市博多区博多駅中央街１−１

092-441-7765

飲食

石蔵

福岡朝日ビル店

福岡市博多区博多駅前２丁目１−１ Ｂ２Ｆ

092-441-9710

飲食

いしくら

福岡市西区内浜１丁目１５−５

092-881-5788

飲食

糸島旬送和食

福岡市博多区博多駅東1-1-33

092-481-9282

飲食

石挽き手打ち蕎麦 地酒 木曽路

福岡市中央区荒戸１−１０−１３−１F

092-712-8253

中洲鷹勝

姪の浜店

喜友

10:00-21:00(完全予約制)
定休日:不定休

17:00-23:00 ※L.O.22:30
定休日：日、祝、お盆、年末年始（12/31～1/3）

10:30～22:00御入店分まで
定休日：不定休

11:00～22:00
定休日：元旦

10:00～22:00
定休日:無休

11:00～22:00(日祝日11:00～21:00)
定休日：年末年始

11:00～21:30(日～木)、11:00～22:00(金・土)
定休日：無休

11:30～14:00.17:00～23:00
定休日：日曜日、祝日

11:30～14:30os
17:30～21:00os
定休日：日曜日、年始（1/1～1/3）

飲食

ウルフギャング・ステーキハウス 福岡

福岡市博多区住吉1-2-82

092-292-1651

飲食

鵜来見亭

福岡市中央区西公園13-4

092-751-2308

11:30～23：30※22：30OS
定休日：無し（年中無休）

(昼)11：30-15：00(OS14:00)
(夜)17：00-22：00(OS21:00)
定休日：火曜日※火曜日が祝日の場合水曜日休み

市町村

カテゴリー

施設名

住所

TEL

定休日・営業時間
［昼の部］月～金／11:30～14:00

福岡市

飲食

うなぎ屋

鰻遊記

福岡市南区大楠2-8-31-1

092-523-6622

土・日・祝／11:30～15:00
［夜の部］月～土／17:00～23:00
日・祝／17:00～22:30

体験

黄土よもぎ蒸しサロン薫々

福岡市早良区西新5-5-14-102

080-3972-9090

観光

大濠公園

福岡市中央区大濠公園1-7

092-741-8377

9：30～21：00 定休日：水

9：00-17：00(入園は16：45まで)
日本庭園

※6～8月は9：00-18：00(入園は17：45まで)
定休日：毎週月曜日(月曜日が休日の場合はその翌日)
12/29～1/3

買物

オーストリア菓子サイラー

福岡市南区長丘２丁目１−５

092-551-7077

飲食

オールデイダイニング「グランカフェ」

福岡市中央区大名2-6-60

092-781-0435

買物

おみやげ本舗博多

福岡市博多区博多駅中央街1-1

092-437-2327

飲食

海山邸

福岡市中央区天神2丁目4-29

092-718-7717

天神店

7:00～21：00
定休日：年中無休

7：00～21：00
定休日：なし

7:00-22:00
定休日:なし

11:30～23:00
定休日：無し

月～金、祝前日: 12:00～14:00 （料理L.O. 13:30 ドリンクL.O. 13:30）
18:00～22:30 （料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00）

飲食

海鮮処 松月亭 博多中州店

福岡市博多区住吉１丁目１−９

092-281-2622

土、日、祝日: 12:00～14:00 （料理L.O. 13:30 ドリンクL.O. 13:30）
17:00～22:00 （料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30）
定休日：12/31,1/1
月～金、祝前日: 11:30～14:00 （料理L.O. 13:30 ドリンクL.O. 13:30）
18:00～22:30 （料理L.O. 22:00 ドリンクL.O. 22:00）
土、日、祝日: 11:30～14:00 （料理L.O. 13:30 ドリンクL.O. 13:30）

飲食

海鮮処 松月亭 博多本店

福岡市博多区博多駅中央街４−１０

092-434-1311

17:00～22:00 （料理L.O. 21:30 ドリンクL.O. 21:30）
※モーニング／7:00～10:00 (L.O 9：30)
ランチ／12:00～14:00(L.O 13:30)
定休日：12/31,1/1

飲食

海鮮屋はじめの一歩

福岡市博多区博多駅前3丁目7-15

092-471-1850

観光

歌劇ザ・レビューシアター

福岡市東区香椎照葉6-6-6

092-405-0350

11:30～0:00
定休日：年末年始

月・火・木・金・日：①11：30～
土：①15：00～

②15：30～

②19：00

定休日：水

体験

門田提灯店

福岡市博多区上川端町11-8

092-271-5766

飲食

カドノカシーワ

福岡市中央区西中洲11-9 小嶋ビル1F

092-717-7250

飲食

華風福寿飯店

福岡市早良区高取1丁目17-18

092-407-9191

飲食

上五島料理とか のBのB

福岡市中央区大名２−１−５０−４０５

080-3909-9954

買物

辛子めんたいこ海千

福岡市博多区博多駅中央街1番1号

092-292-6390

辛子明太の島本

福岡市博多区御供所町2-63

092-291-2771

飲食

元祖竹炭やき鳥はかた風土本店

福岡市博多区博多駅東2-4-17

092-472-0210

飲食

キッチン&チキン

福岡市中央区西中洲1-21 GIOビル1F

092-718-2220

宿泊

キャナルシティ・福岡ワシントンホテル

福岡市博多区住吉1丁目2番20号

092-282-8800

博多駅デイトス店

買物
体験

ペプチード

10:00～19:00
定休日：日曜日不定休

17：00～1：00(平日・日祝 )
17：00～2：00(金・祝前)

11:30～21:30クローズタイムあり
定休日：月(祝日の場合は翌日)＋不定休

19:00～24:00
定休日：なし

8：00-21：00

9：00～19：00
定休日：盆（8/15、8/16）正月（1/1、1/2）

17:00～24:00

月～木・日祝18：00～翌1：00
金土・祝前18：00～翌3：00
24時間※朝食は6：30～10：00まで
年中無休※2021年12月～2022年3月まで営業休止
チェックイン

14：00

チェックアウト

11：00

昼：11：00～15：00
飲食

九州恵みのこづち

福岡市博多区博多駅前2-17-11

092-260-8404

夜：17：00～21：00(1時間前LO)
定休日：土日祝日※夜の営業は店舗にお問合せください。

市町村

カテゴリー

福岡市

観光

施設名

旧福岡県公会堂貴賓館

住所

福岡市中央区西中洲6番29号

TEL

092-751-4416

定休日・営業時間

9：00-18：00
定休日：毎週月曜、12/29～1/3
ランチ

飲食

グランドキュイジーヌ「ラ・カスカドゥ」

福岡市中央区大名2-6-60

092-781-0435

11：30～15：00(OS14：00)

ディナー

17：30～19：30(ラストイン・ラストオーダー)

※完全予約制
定休日：火(年末年始を除く)
24時間

宿泊

グリーンリッチホテル西鉄大橋駅前

福岡市南区大橋1丁目7-15

092-552-4400

年中無休
チェックイン15：00
チェックアウト11：00

買物

慶光茶荘

福岡市城南区鳥飼５丁目２番４３号

092-844-2800

体験

KTP

福岡市中央区赤坂3丁目13-5

092-751-0832

10:00～18:00
定休日：日祭日

10：00～17：00
不定休
Breakfast 6：30～10：00(LO9：30)

飲食

コンテンポラリーグリル＆ラウンジ
「レッドフランマ」

Launch 11：30～15：00(LO14：30)
福岡市中央区天神2-2-43

092-761-6218

Cafe

15：00～17：30(LO17：00)

Dinner

18：00～23：00(LO21：00)

定休日：なし

飲食

こんぺい亭

原田店

飲食

酒場劇場せんべろロケット

福岡市東区原田3丁目6-22 1F

092-260-7181

福岡市博多区博多駅東2-10-18-1F

092-451-0610

11：30～21：30※OS２１：００
定休日：なし

15:00～24：00
土日祝：12：00～24：00
定休日：なし

飲食

桜坂

観山荘

飲食

Salvatore Cuomo市場

福岡市中央区谷1-3-20

092-721-5588

福岡市博多区博多駅中央街4-4

092-433-6465

11:30～21:30
定休日：年末年始

11：30～14：00
17：30～22：00
定休日：なし

体験

サンプルRiki

福岡市南区柏原4-20-30

092-567-0018

飲食

四季 海山邸 博多ARK

福岡市博多区博多駅東2丁目17-5

092-432-5833

10:00-17:00
定休日:不定休

11:30～14:00(OS)
17:00～22:00(OS)
定休日：年末年始

飲食

酒肴

買物

飲食

梨庵

福岡市博多区御供所町3-17-5

092-262-1661

ジョーキュウ醤油

福岡市中央区大名1-12-15

092-753-6766

Giardinoクルーム博多店

福岡市博多区博多駅前1丁目17-6

092-432-7612

17:00-23:00
定休日：日

10:00～18:00
定休日：日曜・祝日、年末年始（12/31～1/4）

11:30～14:00(OS)
17:00～22:00(OS)
定休日：無し
11:30～14:00(OS)
飲食

新・日本料理

海峯魯

福岡市博多区博多駅東2丁目10-16

092-433-3355

17:00～22:00(OS)
定休日：年末年始

買物

福岡市西区元岡1442
杉能舎

092-806-1186

観光

飲食

すし幸

福岡市中央区港3-1-75

092-761-1659

9:00-18:00
定休日:お正月

11：00～18：00(OS19：00)
定休日：年中無休
7：00～24：00

宿泊

スーパーホテルLohas

福岡市博多区博多駅南2-1-32

博多駅筑紫口天然温泉

092-451-9000

定休日：なし
チェックイン

15：00

チェックアウト

飲食

西洋菓子工房ＩＭＵＲＩ

福岡市中央区谷1-3-15

092-762-7100

宿泊

ソラリア西鉄ホテル福岡

福岡市中央区天神2-2-43

092-761-6500

飲食

大衆生け簀料理

福岡市早良区西新1-8-1 メゾン西新1F

092-852-8288

福岡鷹勝

西新店

10：00

11：00～19：00
定休日：不定休

チェックイン:15:00
チェックアウト:11:00

17:00-23:00 ※L.O.22:30
定休日：日・祝・お盆・年末年始

市町村

カテゴリー

福岡市

宿泊

施設名

ダイワロイネットホテル博多祇園

住所

福岡市博多区祇園町1-24

TEL

092-281-3600

定休日・営業時間

チェックイン:14:00
チェックアウト:11:00
9:00～17:00 定休日：なし

観光

筑前國一之宮 住吉神社

福岡市博多区住吉3-1-51

092-291-2670

電子パスポートのみ対応。紙用のスタンプ押印対応は出
来かねますのでご注意ください。

※「福岡の避密のレンタカー助成事業」対象外の施設です。
ランチ
飲食

福岡市中央区大名2-6-60 西鉄グランドホテル地下

中国料理「桃林」

1階

092-781-0431

11：30～15：00(OS14：30)

ディナー

17：30～20：00

※土日祝は17：00～
定休日：月

飲食

福岡市中央区天神2-2-43 ソラリア西鉄ホテル福岡

鉄板焼「浅黄」

17階

Launch 11：30～15：00(LO14：30)
092-761-6218

TK candle

福岡市博多区東那珂3-12-15ソレイユビル202

090-8224-6351

飲食

てら岡 中洲本店

福岡市博多区中洲5-2-6

092-292-6109

体験

照葉アイランドアイ整体院

買物

天津甘栗山田屋

福岡市南区桧原5丁目1番17号

092-986-3939

日帰

天然温泉「八百治の湯」

福岡市博多区博多駅前4-9-2

092-413-8881

内)

17：00～23：00(LO21：00)

定休日：水

体験

福岡市東区香椎照葉6-6-1-1F(アイランドアイ施設

Dinner

092-682-0077

10:00～18:00
不定休

10：00～22：00
定休日：不定休

10:00～20:00
定休日：年中無休

9:00-19:00
定休日なし

朝6:30～9:30 受付9：00まで
昼：12:00～24:00 受付23：30まで
定休日：なし
24時間
宿泊

東洋ホテル

福岡市博多区博多駅東1-93-36

092-474-1121

定休日:なし
チェックイン

14：00

チェックアウト

買物

DÔCOREふくおか商工会ショップ

飲食

とり酒場

福岡市博多区博多駅中央街9−1 博多マルイ２F

092-622-7708

11：00

9:00-21:00
定休日：なし
月～木／17:00～翌1:00

博多華善

春吉店

福岡市中央区春吉3-21-18 GEST25BLD.(ジェス
ト25ビル)1F

092-718-2601

金・祝前日／17:00～翌2:00
土／16:00～翌2:00
日・祝／16:00～翌1:00

飲食

とり焼肉酒場

宿泊

西鉄イン天神

鶏ん家

福岡市中央区渡辺通2-2-12

092-791-2888

福岡市中央区渡辺通4-7-1

092-713-5454

17:00～24:00

24時間(防犯上AM1:00～5:00まで施錠)
チェックイン

15:00

チェックアウト

10：00

定休日：なし
24時間
宿泊

西鉄イン福岡

福岡市中央区天神1丁目16-1

092-712-5858

チェックイン

15:00

チェックアウト

10：00

定休日：なし

宿泊

西鉄グランドホテル

福岡市中央区大名2-6-60

092-771-7171

宿泊

西鉄ホテル

福岡市博多区博多駅前1丁目17番6号

092-413-5454

クルーム博多

チェックイン

日本海庄や

福岡市博多区博多駅中央街4-32博多グリーンホテル

博多グリーンホテルアネックス内店

アネックス2F

092-473-5481

11：00

チェックイン

15:00

チェックアウト
朝

飲食

15:00

チェックアウト

11：00

6：30～10：00

ランチ(平日のみ) 11：30～14：00
夜

17：00～23：00

定休日：年中無休

飲食

日本の料理屋 IMURI

福岡市中央区谷1丁目3-15

092-762-7070

飲食

雑煮のせき亭

福岡市博多区博多駅前1-7-16

092-451-1621

飲食

日本料理「松風」

11:00～24:00
定休日：年末年始

11:00～17:00頃まで
定休日：日曜祝日他不定休有り
ランチ

福岡市中央区大名2-6-60 西鉄グランドホテル地下
1階

092-781-8587

11：30～15：00(OS14：30)

ディナー

17：30～20：00

※土日祝は17：00～
定休日：なし

買物

人形のごとう

福岡市中央区清川1丁目11-3

092-531-1510

10:00-18:00
定休日:毎週日曜日

市町村

カテゴリー

福岡市

飲食

施設名

博多

海山邸

福鈴

住所

TEL

福岡市博多区博多駅前1-17-6西鉄ホテルクルーム博
多2F

定休日・営業時間
11:30～14:00(OS)

092-432-7611

17:00～22:00(OS)
定休日：無し
チェックイン12：00

宿泊

博多グリーンホテルアネックス

福岡市博多区博多駅中央街4-32

092-451-4112

チェックアウト12：00
不定休

買物

博多茶くら

福岡市博多区博多駅前1-24-14

092-431-3272

飲食

博多三氣イオンスタイル笹丘店

福岡市中央区笹丘1-28-74イオンスタイル笹丘 B1F 092-791-4884

飲食

博多三氣板付店

福岡市博多区板付2-2-11

092-409-5363

飲食

博多三氣野間店

福岡市南区向野1-18-21

092-542-1221

飲食

博多三氣福大通り片江店

福岡市城南区神松寺2-20-10

092-407-7839

飲食

博多三氣松島原田店

福岡市東区原田4-32-44

092-409-0337

飲食

博多三氣姪浜大通り福重店

福岡市西区福重4-5-9

092-407-6278

飲食

博多三氣Wイオンモール香椎浜店

福岡市東区東区香椎浜3-12-1

092-410-6662

宿泊

博多サンヒルズホテル

福岡市博多区吉塚本町13番55号

092-631-3331

10:00-18:00
定休日:年末年始、お盆

10:00～21:00(L.O.20:30)
不定休

11:00 ~ 24:00
不定休

11:00 ~ 24:00
不定休

11:00 ~ 24:00
不定休

11:00 ~ 24:00
不定休

11:00 ~ 24:00
不定休

11:00 ~ 21:00
不定休
24時間
年中無休
チェックイン15：00
チェックアウト10：00

飲食

博多笑門

福岡市博多区博多駅中央街6番2号

092-433-4800

買物

HAKATA JAPAN

福岡市博多区川端町3-1 博多リバレインB2F

092-263-1112

観光

はかた伝統工芸館

福岡市早良区百道浜3丁目1-1 福岡市博物館2階

092-409-5450

買物

博多傳や

福岡市早良区百道浜2-3-26福岡タワー1階

092-833-8133

飲食

博多中洲屋台

交龍

福岡市博多区中洲４丁目１

清流公園遊歩道内（那

珂川下流側）

090-3195-3452

買物
博多人形会館 松月堂

福岡市博多区中洲5丁目1-22

092-291-4141

買物

博多人形美研工芸社

福岡市中央区白金2丁目4-22

092-531-8127

体験

博多の食と文化の博物館(ハクハク)

福岡市東区社領2-14-28

092-621-8989

博多はねや総本家

福岡市博多区月隈6丁目23番7号

092-576-9010

買物

博多百年蔵

福岡市博多区堅粕1丁目30-1

092-633-5100

宿泊

博多フローラルイン中洲

福岡市中央区西中洲5-10

092-735-1100

体験

買物
体験

石蔵酒造株式会社

16：00～24：00
定休日：日曜日

10：30～19：30
定休日：年末年始(12/31～1/1)

9:30～18:00
月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始(12/28～1/4)

9:30-19:00
定休日：6月最終週の月・火

18:30～翌1:00
定休日：不定休

9:00-19:30(絵付け体験は10:00-17:00)
定休日:なし

9:30~17:00
定休日：日祭日、年末年始（12/29～1/3）

10:00~16:00（最終入館15：30）

9:30-19:00
定休日:なし

11：00～17：00
定休日：お盆・正月

チェックイン:15:00
チェックアウト:10:00

市町村

カテゴリー

福岡市

買物
観光

施設名

住所

TEL

定休日・営業時間
10:00-18:00(展示棟入館は17:30まで)

「博多町家」ふるさと館

福岡市博多区冷泉町6-10

092-281-7761

体験

7月・8月は9時から開館
定休日:第4月曜日(ただし祝日の場合は翌平日※みやげ処は営業)
12月29日-31日

飲食

博多めん処峰松本家・料理蒲鉾峰松屋

福岡市博多区立花寺1-9-34

092-503-3687

日帰

博多由布院・武雄温泉 万葉の湯

福岡市博多区豊2-3-66

092-452-4126

飲食

博多料理銀河

福岡市博多区築港本町2-1 福岡サンパレス ホテル
&ホール9階

定休日：元旦

24時間営業（大浴場は深夜３時～５時まで清掃のため利用不可）
定休日：年２回メンテナンス休あり）

11：30～14：30(14:00LO)
092-272-1485

17：00～21：00(20:30LO)
定休日：なし

宿泊

博多グリーンホテル1号館

福岡市博多区博多駅中央街4-4

092-451-4110

飲食

薄利多売半兵ヱ

福岡市中央区天神2-6-28ＡＣＮビル5Ｆ

092-406-0101

体験

箱崎水族舘喫茶室

福岡市箱崎1-37-21

092-986-4134

飲食

筥崎とろろ

福岡市東区馬出5丁目12-9

092-651-2153

福岡天神店

11：00～20：00

チェックイン:13:00
チェックアウト:12:00

17:00～24:00
定休日：無

12:00-18:00イベント等により変更になる場合がございます。
定休日:火曜日、イベント等により変更になる場合がございます。
平日 11:30~14:30(os)

㈱九千部

17:30~21:30(os)
土日祝:11:30~15:30(os)
17:30~21:30(os)
平日 11:30~14:30(os)

飲食

筥崎とろろ

高宮通り店

㈱九千部

福岡市南区野間1丁目1-9

092-562-8224

17:30~21:30(os)
土日祝:11:30~15:30(os)
17:30~21:30(os)
24時間

宿泊

ビジネスホテルエルカーサ南福岡

福岡市博多区銀天町1丁目5番15号

092-575-0001

定休日：年末年始(年によって異なる)
チェックイン16:00
チェックアウト10:00

買物

ひだまりのぷりんcafe

福岡市東区箱崎３丁目１０−２

092-643-6420

飲食

PITBULL BROTHERS

福岡市博多区博多駅東1-1-29

092-483-7733

飲食

ヒルトン福岡シーホーク

福岡市中央区地行浜2-2-3

092-844-8111

観光

福岡アンパンマンこどもミュージアムinモール

福岡市博多区下川端町3-1

092-291-8855

観光

福岡県立美術館

福岡市中央区天神5-2-1

092-715-3551

10:00～18：00
定休日：水・祝

16:00～24:00※23：00OS
定休日：日、祝、月曜日

12:00~22:00
定休日:なし

10:00～17:00(最終入場16:00)
定休日：元日、他にメンテナンス休業あり

展覧会開催時間:10:00-18:00(入場は17:30まで)
美術図書室：9:00−12:00，13:00−17:30
定休日:毎週月曜日(ただし、祝休日の場合はその翌平日)

宿泊

福岡サンパレス ホテル&ホール

福岡市博多区築港本町2-1

092-272-1483

観光

福岡市埋蔵文化財センター

福岡市博多区井相田2-1-94

092-571-2921

買物

福岡生活道具店

福岡市中央区薬院4-8-30 P&R薬院ビル2F

092-688-8213

観光

福岡タワー

福岡市早良区百道浜2-3-26

092-823-0234

宿泊

福岡東映ホテル

福岡市中央区高砂1-1-23

092-524-2121

なし

9：00～17：00
定休日：月・年末年始(12/28~1/4)

10:00～19：00
定休日：月曜日(祝日の場合は営業)、年末年始(12/29～1/3)

9:30～22:00※最終入館は閉館の30分前まで
定休日：2020年の休館日はございません
24時間
定休日:なし
チェックイン

15：00

チェックアウト

宿泊

福岡リーセントホテル

福岡市東区箱崎2丁目52-1

0120-80-7741

買物

福さ屋(株) 清水工場店

福岡市南区清水2丁目15-20

092-512-2938

11：00

チェックイン:15:00
チェックアウト:11:00

9:00~17:00
定休日:祝日 隔週土曜日 お盆 年末年始

市町村

カテゴリー

施設名

福岡市

買物

福さ屋(株) 本社売店

福岡市博多区博多駅中央街5-14

092-461-2938

買物

福さ屋(株) マイング店

福岡市博多区博多駅中央街1-1

092-481-2938

飲食

ふく処 油山山荘

福岡市城南区東油山147

092-871-5034

住所

TEL

定休日・営業時間

9:00~18:00
定休日:なし

9:00~21:00
定休日:なし

11:30-22:00(完全予約制)
チェックイン:16:30
チェックアウト:10:00

買物

ふくや

天神店

福岡市中央区天神3-3-3

092-725-2981

買物

ふくや

大橋店

福岡市南区大橋3-2-1

092-553-2981

買物

ふくや

香椎千早店

福岡市東区千早5-10-12

092-683-2981

買物

ふくや

川端店

福岡市博多区上川端町2-11

092-263-5373

買物

ふくや

空港通店

福岡市博多区吉塚4-10-38

092-612-2981

買物

ふくや

小田部店

福岡市早良区小田部3-1-7

092-845-0029

買物

ふくや

天神地下街店

福岡市中央区天神2丁目地下1号134

092-738-8701

買物

ふくや

長尾店

福岡市城南区長尾1-13-26

092-874-6457

買物

ふくや

中洲本店

福岡市博多区中洲2-6-10

092-261-2981

10：00～13:30 15:00～19:00
定休日:正月のみ

10:00～13:30 15:00～18：30
定休日：正月のみ

9:30～13：30 15:00～18:30
定休日：正月のみ

10:00～13:30 15:00～18：00
定休日：なし

9：30～13：30 15:00～18:30
定休日:水曜日・正月

9：30～13：30 15:00～18:30
定休日:正月のみ

10:00～20：00
定休日:正月のみ

9：30～13：30 15:00～18:30
定休日:正月のみ

平日

12:00～22:00

土日祝

9：30～18：00

定休日：正月のみ

買物

ふくや

長住店

福岡市南区長住2-1-1

092-511-2981

買物

ふくや

西新店

福岡市早良区西新4-1-1 PRALIVA地下1Ｆ

092-851-2588

買物

ふくや

野芥店

福岡市早良区野芥4-18-19

092-872-5345

買物

ふくや

博多駅地下街店

福岡市博多区博多駅中央街地下5号

092-415-3373

買物

ふくや

博多デイトス売店

福岡市博多区博多駅中央街1-1 博多デイトス1Ｆ

092-433-2981

買物

ふくや

福岡空港店

買物

ふくや

三苫奈多店

福岡市東区塩浜1-1-16

092-605-0131

買物

ふくや

姪浜駅店

福岡市西区姪の浜4-8-1

092-883-2981

宿泊

プラザ芙蓉ホテル

福岡市中央区渡辺通２丁目３番２８号

092-761-9633

福岡市博多区下臼井767-1 福岡空港国内線ターミ
ナルビル2Ｆ

092-260-7333

10：00～13：30 15：00～19：00
定休日：正月のみ

10:00～20：00
定休日：正月のみ

9：30～13：30 15：00～18:30
定休日:正月のみ

10：00～18：30
定休日：正月のみ

8：00～21：00
定休日：なし

8:00～20:00
定休日：なし

10:00～13:30 15:00～19：00
定休日：水曜日・正月

9:30～17:30
定休日:正月のみ
フロント営業時間
チェックイン

15：00～23：00

チェックアウト
飲食
ブルーマスター
買物

福岡市城南区別府1‐19‐1

092-841-6336

7：00～23：00

定休日：無し

12:00-18:00
定休日：日・祝

11：00

市町村

カテゴリー

福岡市

宿泊

施設名

プレジデントホテル博多

住所

TEL

福岡市博多区博多駅前1-23-5

092-441-8811

定休日・営業時間

チェックイン:13:00
チェックアウト:11:00
24時間

宿泊

平和台ホテル荒戸

福岡市中央区荒戸１丁目５番２７号

092-761-1361

定休日：年末年始（12/30～1/3）
チェックイン15：00
チェックアウト10：00
24時間

宿泊

平和台ホテル大手門

福岡市中央区大手門１丁目５番４号

092-741-4422

年中無休
チェックイン15：00
チェックアウト10：00
24時間

宿泊

平和台ホテル天神

福岡市中央区舞鶴１丁目５番６号

092-737-1000

年中無休
チェックイン15：00
チェックアウト10：00
24時間

宿泊

平和台ホテル5

福岡市中央区今川１丁目４番２号

092-732-5000

年中無休
チェックイン15：00
チェックアウト10：00

宿泊

ベッセルイン博多中洲

福岡市博多区中洲5-1-12

092-271-4055

宿泊

HOTEL LA FORESTA

福岡市博多区博多駅東1-1-29

092-483-7711

宿泊

ホテルウィングインターナショナルセレクト博多駅前

福岡市博多区博多駅前3-22-19

092-476-9111

宿泊

ホテルオークラ福岡

福岡市博多区下川端町3-2

092-262-1111

宿泊

ホテルクリオコート博多

福岡市博多区博多駅中央街5番3号

092-472-1111

宿泊

ホテルグランドルチェ博多

チェックイン：14:00
チェックアウト：11:00

チェックイン:14:00
チェックアウト:11:00

チェックイン:15:00
チェックアウト:10:00

チェックイン:14:00
チェックアウト:12:00

チェックイン:14:00
チェックアウト:11:00
24時間

福岡市中央区西中洲12-18 ホテルグランドルチェ
博多

092-406-1331

定休日：無し（年末年始は未定）
チェックイン15：00
チェックアウト11：00
24時間

宿泊

ホテルJALシティ福岡 天神

福岡市中央区大名2丁目12番5号

092-718-7558

定休日：無し
チェックイン15：00
チェックアウト11：00
チェックイン:14:00

宿泊

ホテル日航福岡

福岡市博多区博多駅前2-18-25

092-482-1111

チェックアウト:12:00
定休日:無
8：00～21：00

宿泊

ホテルハルロット福岡博多

福岡市博多区博多駅東2-9-10

092-475-8533

定休日：無し
チェックイン15：00
チェックアウト10：00
8：00～21：00

宿泊

ホテルフラトン福岡博多

福岡市博多区博多駅東2-10-18

092-475-8585

定休日：無し
チェックイン17：00
チェックアウト12：00

宿泊

ホテルリソルトリニティ博多

福岡市博多区中洲4-4-10

092-282-9269

飲食

ほろ酔い酒場

福岡市博多区博多駅中央街1-1

092-783-7090

宿泊

マースガーデンホテル博多

福岡市博多区博多駅中央街４−１０

092-434-1311

インビス

チェックイン:15:00
チェックアウト:11:00

7:00～23:30
定休日:無休
24時間
チェックイン14：00
チェックアウト11：00
定休日：なし
平日 11:00~15:30(os)

飲食

三日月食堂

㈱フリーブス

福岡市東区蒲田3丁目1-3

092-410-8329

17:00~21:30(os)
土日祝:11:00~21:30(os)

飲食

水炊き料亭

博多華味鳥

祇園店

福岡市博多区祇園町3-6 ISビル

1F・2F

飲食

水炊き料亭

博多華味鳥

天神店

福岡市中央区今泉1-20-2 天神MENT B1

092-273-1219

月～土／17：00～24：00
日・祝17:00～22:00

［昼の部］土・日・祝／11:30～15:00
092-738-5583

［夜の部］月～土／17:00～24:00
日・祝／17:00～22:00

飲食

水炊き料亭

博多華味鳥

中洲本店

福岡市博多区中洲5-4-24

092-263-0322

月～土／17:00～24:00
日・祝／17:00～22:00

市町村

カテゴリー

福岡市

飲食

施設名

住所

TEL

定休日・営業時間
［昼の部］土・日・祝／11:30～15:00

水炊き料亭

博多華味鳥

天神西通り店

福岡市中央区天神2-7-9 天神27ビル2F

092-724-0502

［夜の部］月～土／17:00～23:00
日・祝／17:00～22:00

飲食

水炊き料亭

博多華味鳥

西中洲店

福岡市中央区西中洲12-11

092-737-9696

飲食

水炊き料亭

博多華味鳥

博多駅筑紫口店

福岡市博多区博多駅東1-13-31

092-432-8737

飲食

水炊き料亭

博多華味鳥

博多駅前

福岡市博多区博多駅前3-3-12

092-477-3812

飲食

水炊き料亭

博多華味鳥

博多駅前店

福岡市博多区博多駅前3-23-17 ONビル1F

092-432-1801

離れ

月～土／17:00～24:00
日・祝／17:00～22:00

［昼の部］11:30～15:00
［夜の部］17:00～24:00

月～土／17:00～24:00
日・祝／17:00～22:00

［昼の部］11:30～15:00
［夜の部］月～土／17:00～24:00
日・祝／17:00～22:00

観光

紅葉八幡宮

福岡市早良区高取1丁目26ー55

092-821-2049

宿泊

八百治博多ホテル

福岡市博多区博多駅前4-9-2

092-483-5111

飲食

八百治博多ホテルレストラン「HOLY BLUE」

福岡市博多区博多駅前4-9-2

092-483-5111

飲食

焼鳥屋 有馬

福岡市博多区冷泉町7-24

092-281-1919

飲食

焼肉すき焼き純警固店

福岡市中央区警固1丁目6-56

092-406-3707

9:00～17:00
定休日：なし

チェックイン:15:00
チェックアウト:11:00

11:30~13:30

16:30～22:00(LO)
定休日：日・祝

17:00-23:00
LO:22:30
定休日:年末年始

飲食

よかもんカフェ(福岡よかもんひろば内)

福岡市博多区東公園7-7 福岡庁11階

092-645-1835

飲食

料亭

福岡市中央区大名2丁目2-17

092-721-4624

観光

臨海3Rステーション

福岡市東区箱崎ふ頭4丁目13−42

092-642-4641

福岡市東区香椎照葉6-6-6

092-710-9729

体験

福岡市

稚加榮

福岡店

ROUTE CAFE AND TUKTUK
※2022年12月25日をもって閉店いたします。

飲食

和風創作料理 えん

福岡市中央区草香江1-2-12

092-715-1056

飲食

藁焼き炉端海風土

福岡市博多区博多駅東2-4-17

092-433-4210

飲食

ワンカルビ 九大学研都市駅前店

福岡市西区西都1-9-36

092-805-4129

飲食

ワンカルビ パピヨンガーデン店

飲食

ワンカルビ 福重店

福岡県福岡市西区福重4-3-3

飲食

ワンカルビ PREMIUM天神

福岡市中央区天神2-3-24 天神ルーチェ

飲食

ワンカルビ PREMIUM天神今泉

福岡市中央区今泉1-22-18

飲食

ワンカルビ PREMIUM中洲

福岡市博多区中洲4-6-12 プラート中洲ビル

福岡市博多区千代1-2-1 BRANCH博多パピヨン
ガーデン内

092-632-4129

092-885-1129

6階

092-752-4129

092-751-4129

4階

092-291-3329

8:30-17:15
土・日・祝日、年末年始

11：30～22：00
定休日：12月30日～1月4日

10:00-17:00
定休日:月曜日※祝日の場合は翌日

10：00～18：00
定休日：火

18:00-23:00
不定休

17:00～24:00

17：00～24：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日

17：00～24：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日
17：00～24：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日
17：00～23：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日

17：00～23：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日

17：00～23：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日

市町村

カテゴリー

糸島市

観光

施設名

住所

TEL

定休日・営業時間
9:00-17:00(最終入館16:30)

糸島市立伊都国歴史博物館

糸島市井原916

092-322-7083

定休日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は開館し、翌日が休館)
年末年始
10:00-17:00(最終入館16:30)

観光

糸島市立志摩歴史資料館

糸島市志摩初1番地

092-327-4422

定休日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は開館し、翌日が休館)
年末年始

買物
糸島のおもろい酒屋

ちきゅう屋

糸島市志摩小金丸2105-1

092-330-5630

糸島市篠原283-1

092-332-2345

タビノキセキ

糸島市志摩小金丸1870-11

092-327-1115

翼宿

糸島市加布里5丁目13-6

080-4771-9022

観光

買物

伊都物語

直売所

買物
体験

10:00～19:00
定休日：第2,4火（祝日の場合は変更します）

9:00～16:00
定休日：土日祝日

10:00～17:00
定休日：毎月第３火曜日、年末年始

03:00 PM～翌日10:00 AM
宿泊

チェックイン：03:00 PM - 08:00 PM
チェックアウト：07:00 AM - 10:00 AM

飲食

南風茶屋

糸島市南風台８−１−８

092-321-2328

飲食

日進丸

糸島市志摩岐志705

092-328-1503

買物

ふくや

糸島市前原東2-11-28

092-322-6550

前原店

9：00～21：00
定休日：元旦のみ

10:00-17:00
定休日:火曜日

10:00～13:30 15:00～19:00
定休日:正月のみ
11:30～

飲食
民宿・食事処なぎさ

糸島市志摩芥屋865

092-328-2047

宿泊

定休日：不定休
チェックイン

15：30

チェックアウト

観光

雷山千如寺大悲王院

糸島市雷山626

092-323-3547

宿泊

魚屋別館

宗像市神湊643

0940-62-3355

10：00

9:00～17:00
定休日：無し
11:30-21:00

宗像市

チェックイン:16:00
チェックアウト:10:00
定休日:水曜日
9:00-18:00

観光

海の道むなかた館

宗像市深田588

0940-62-2600

ショップ:10:00-16:00(土日祝9:30~16:30)
定休日:月曜日(月曜日が祝日の場合は翌平日)12/29~1/3
10：00～16：00

観光

大島交流館

宗像市大島901番地4

0940-72-2797

定休日：毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌平日)、
12月29日～1月3日まで
また、大島渡船が欠航の日は休館

買物
街道の駅 赤馬館

宗像市赤間4丁目1-8

0940-35-4128

海洋体験施設 うみんぐ大島

宗像市大島1822-4

0940-72-2361

体験

10:00-17:00
定休日:月曜日(月曜祝日の場合は火曜日)

8：00-17：00
体験

(11月～3月)16：00
定休日：毎週火曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始、

買物

辛子めんたいこ海千本店

宗像市王丸770-4

0940-36-5356

体験

九州オルレ

宗像市大島

0940-36-0037

飲食

ＪＡむなかた米粉パン工房姫の穂

宗像市江口1172

0940-34-6200

粋工房株式会社

宗像市田野2331

0940-62-0272

宗像・大島コース

買物
体験

10：00-19：00

9：00-17：00
定休日：第4月曜日・盆・年末年始

09:00-18:00
定休日：お盆、正月
9:00~21:00

宿泊

Tarou's House

宗像市田熊４−４−１０

080-5264-7600

定休日：無し
チェックイン

15：00

チェックアウト
飲食
農家レストランまねき猫
体験

宗像市吉田８２２−１

0940-38-7007

11：00

11:00-14:30(L.O)
定休日：月、水、木、金

市町村

カテゴリー

施設名

宗像市

飲食

博多三氣 国道3号宗像店

宗像市武丸2328-1

0940-62-6707

買物

ふくや

宗像市日の里7-11-3

0940-37-2819

買物

道の駅むなかた

宗像市江口1172

0940-62-2715

飲食

宗像かのこゆり

宗像市東郷2-2-21

0940-36-7701

住所

宗像店

TEL

定休日・営業時間

11:00 ~ 23:00
不定休

9:00～13：30 15:00～18:00
定休日:正月のみ

9:00-17:00
定休日:毎月第4月曜、8/15~17、12/31~1/5

11:30-LO14:00
17:30-LO21:00
不定休

観光

宗像観光情報コーナー

宗像市江口1172道の駅むなかた内

0940-62-3811

観光

宗像大社

宗像市田島2331

:0940-62-1311

9：00-17：00
定休日：第４月曜日

無休
7:30~18:30
【日～木・祝】10:00～23:00(最終受付22:00)
【金土・祝前】10:00～24:00(最終受付23:00)

宿泊

やまつばさ別邸・全室かけ流し温泉宿

白兎

宗像市王丸474

0940-37-4126

定休日：第三水曜日(3月・8月は定休日無し)
チェックイン

15:00～22:00

チェックアウト

10:00

チェックイン:15:00
宿泊

ロイヤルホテル宗像

宗像市田野1303

0940-62-4111

チェックアウト:11:00
定休日・休館日：不定休

福津市

飲食

ワンカルビ 宗像店

宗像市田久2-4-40

0940-35-4129

買物

菓子舗さゝ舟・津屋崎店

福津市津屋崎1丁目1-19

0940-52-1729

観光

カメリアステージ歴史資料館

福津市津屋崎1-7-2

0940-72-1207

体験

時代屋

福津市津屋崎4-38-17

0940-52-4678

17：00～24：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日

10:00-19:00
定休日:なし

10：00～20：00
定休日：毎週火曜日(毎月最終水曜日)

10：00～17：00
定休日：水
11:00-21:30

宿泊

正直亭

福津市津屋崎4-3-1

0940-52-1045

チェックイン:16:00
チェックアウト:10:00
不定休

観光

0940-62-5093

新原・奴山古墳群

福津市奴山1382

津屋崎千軒民俗館 藍の家

福津市津屋崎4-14-20

0940-52-0605

農園野菜と大地の恵み となりのグリル

福津市花見が浜2丁目7-13

0940-72-4200

華杏（はなあんず）弥太楼

福津市勝浦530-2

0940-62-3282

(教育部 文化財課)

土・日・祝日

9：30～16：30

買物
観光

10:00-16:00(日曜~17:00)
定休日：8/13-8/15 12/29-1/4

体験

飲食

11:00~23:00 定休日:木曜日

食事のみ11:30-19:00(O.S)

宿泊
飲食

チェックイン

16:00

チェックアウト

10:00

不定休
総合案内所 9:00~17:00

観光

宮地嶽神社

福津市宮司元町7-1

0940-52-0016

12月31日の夜～1月3日は24時間参拝可能
無休

体験

ホースプラン

福津市生家1851

0940-51-1292

買物

青柳醤油

古賀市青柳町1047

092-942-2315

九州自動車道古賀SA下り線 株式会社ユニコン

古賀市薦野1100番地

092-946-3124

定休日：月曜日(祝日の場合は翌日)

9:00-18:00
定休日:日・祝祭日

売店・スナックコーナー(24H)・レストラン7:00-22:00・テイクアウ

飲食
買物

09:00-16：00

トコーナー8:00-18:00
定休日:なし 年中無休

市町村

カテゴリー

古賀市

飲食

施設名

住所

TEL

古賀サービスエリア上り線 ロイヤル古賀店

古賀市筵内一丁目1番5号

092-946-3039

買物

古賀市観光案内所

古賀市天神1丁目1番1号(JR古賀駅構内)

092-943-1515

買物

左衛門製菓センター 直売店

古賀市鹿部335-19

092-944-1311

飲食

鶏家

古賀市駅東1-1-11

092-410-9774

飲食

十割お蕎麦カフェ古民家こんさい館

古賀市薬王寺1054

092-948-9090

買物

定休日・営業時間
24時間
定休日:なし

10:30-18:30
定休日:月曜日・年末年始・お盆

9:00-17:00
定休日:1/1~1/2

17:00～24:00
定休日：火

11:30-16:00
定休日
11:00~22:00

宿泊

旅館 鬼王荘

古賀市薬王寺81

092-946-3017

定休日:月曜日
チェックイン16:00
チェックアウト10:00

飲食

博多三氣国道3号新宮店

糟屋郡新宮町殿上1776-3

092-719-0069

飲食

ワンカルビ新宮中央駅前店

糟屋郡新宮町中央駅前1-1-12

092-962-4129

粕屋町

飲食

こんぺい亭

篠栗町

宿泊

愛屋旅館

イオンモール福岡店

糟屋郡粕屋町酒殿字老ノ木192-2 イオンモール福
岡レストラン街１F

092-710-8108

11:00～24:00(L.O.23:45)
不定休、元旦

17：00～24：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日

11：00～22：00※21：30 OS
定休日：なし

チェックイン15:00
粕屋郡篠栗町大字篠栗3172-99

092-947-7391

チェックアウト10:00
定休日:不定休

観光

一般社団法人篠栗町観光協会

粕屋郡篠栗町大字篠栗4789-20

092-947-1880

宿泊

恵比須屋

糟屋郡篠栗町篠栗4782

092-947-0124

9：00-17：00（土日祝は15：00まで）
定休日：1/3-1/3

チェックイン:15:00
チェックアウト:10:00
不定休
チェックイン:16:00
宿泊

栄屋旅館

糟屋郡篠栗町大字篠栗2146

092-947-0408

チェックアウト:10:00
不定休

飲食

地蔵とうふ篠栗店

糟屋郡篠栗町篠栗3765

092-948-1225

宿泊

明治屋旅館

糟屋郡篠栗町大字笹栗2712

092-947-1254

ランチ

11 : 30～14 : 30

チェックイン:16:00
チェックアウト:10:00
不定休

志免町

宇美町

春日市

飲食

博多三氣イオン福岡東店

糟屋郡志免町別府北2-14-1

092-409-3977

買物

ふくや

志免店

粕屋郡志免町志免中央3-1-6

092-936-2200

飲食

ワンカルビ 福岡空港東店

糟屋郡志免町別府北2-1-15

092-621-1129

買物

株式会社 小林酒造本店

粕屋郡宇美町宇美2丁目11-1

092-932-0001

買物

菓房野乃香

糟屋郡宇美町宇美5-13-6

092-692-4550

観光

春日市奴国の丘歴史資料館

春日市岡本3-57

092-501-1144

買物

ふくや

春日市光町3-2-3

092-592-2981

春日店

11:00 ~ 21:00
不定休

9:30～13:30 15:00～18:30
定休日:正月のみ

17：00～24：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日

10:00~17:00
定休日:毎週水曜日

11:00~17:00(完売次第閉店)
定休日：土日祝日

9:00-17:00(入館は16:30)
第3火曜日(祭日の時はその翌日)、12月28日~1月4日

9:30～13：30 15：00～18：30
定休日:正月のみ

市町村

カテゴリー

施設名

春日市

飲食

ワンカルビ 春日店

春日市星見ヶ丘5-5

092-589-1129

太宰府市

飲食

かさの家

太宰府市宰府2丁目7番24号

092-922-7110

観光

九州国立博物館

太宰府市石坂4ー7ー2

092-918-2807

住所

TEL

定休日・営業時間

17：00～24：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日

10:00~18:00

営業時間 9:30~17:00(入館は16:30まで)
夜間開館の実施についてはHPをご覧ください。
休館日：月(祝日の場合は翌日)、年末

飲食

照星館

飲食

そば処

太宰府市宰府4-7-41

092-922-4068

太宰府市吉松3-21-11

092-918-5568

10:00～15:30
定休日：不定休

11:00～14：00(OS14:00)
五萬石

福岡店

17：00～21：00(OS20:30)
定休日：毎週水曜日

観光

太宰府天満宮

太宰府市宰府4-7-1

092-922-8225

飲食

博多三氣水城本店

太宰府市水城1-16-1

092-928-3308

買物

ふくや

太宰府市宰府3-2-47

092-929-2981

観光

宝満宮竈門神社

太宰府市内山883

092-922-4106

飲食

イタリアンレストラン

大野城市南大利2-1-23

092-596-7754

太宰府店

休日なし
6:30~19:00(季節・建物により異なる)

11:00 ~ 24:00
不定休

9:30～17：30
定休日：なし

9：00-17：00

ランチ
大野城市

アンテェナアト

11：00～13：30(OS)

ディナー

17：00～20：30(OS)

定休日：なし
飲食
大野城心のふるさと館

大野城市曙町３丁目８番３号

092-558-5000

靴工房てくてく

大野城市筒井3-2-14

090-8491-0840

グランドエンパイアホテル

大野城市南大利2-1-23

092-596-6361

観光
買物
体験

9：00～19：00
定休日：月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始(12/29~1/3)

10:00-17:00
定休日：月曜日、不定休

24時間
宿泊

チェックイン14：00
チェックアウト11：00

買物

グランドエンパイアホテル

飲食

鉄板焼

ショップ

大野城市南大利2-1-23

092-596-6361

大野城市南大利2-1-23

092-596-7754

9：00～17：00
定休日：なし

ランチ
縁亭

11：00～13：30(OS)

ディナー

17：00～20：30(OS)

定休日：なし

買物

ふくや

大野城店

大野城市御笠川6-1-12

092-504-2981

9：00～13：30 15：00～18：00
定休日:正月のみ
1Fベーカリー

飲食

ベーカリー＆カフェ

ルコネッサン

大野城市上大利5-18-18

092-595-8628

2Fカフェ

9：30～17：00

10：00～14：30(OS14:00)(ランチタイム)

14：30～17：00(OS16:00)(カフェタイム)
定休日：5/3,8/13～8/15、11/3、12/29～1/4

筑紫野市

飲食

ワンカルビ 大野城店

飲食

こんぺい亭

観光

THE RAIL KITCHEN CHIKUGO

飲食

新鮮ほるもん弐日市亭

イオンモール筑紫野店

大野城市乙金3-21-15

092-504-1129

筑紫野市立明寺434-1 イオンモール筑紫野レスト
ラン街

筑紫野市下見673-3 西鉄筑紫車両基地
キッチン チクゴ事務所

ザレール

092-710-3425

092-734-1207

17：00～24：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日

11：00～22：00※21：15 OS
定休日：なし

金・土・日・祝日運行

17:00-23:00
筑紫野市二日市中央6-2-8

092-923-7990

土曜日:16:00-22:00
定休日:日曜日、祝日(不定休)
チェックイン

宿泊

大丸別荘

筑紫野市湯町1丁目20-1

092-924-3939

15：00

チェックアウト
定休日：不定休

11：00

市町村

カテゴリー

筑紫野市

飲食

博多三氣筑紫野店

筑紫野市塔原西1丁目1-6

092-408-6766

日帰

博多湯

筑紫野市湯町1-14-5

092-922-2119

買物

ふくや

二日市店

筑紫野市二日市中央3-3-3

092-928-2981

買物

ふくや

那珂川店

筑紫郡那珂川市五郎丸1-8

092-951-1778

買物

mina pann

那珂川市成竹419-4

092-8662-1728

飲食

うどん・そばの味由

朝倉郡筑前町依井394-1マイチェリー横

0946-22-5118

那珂川市

施設名

住所

TEL

定休日・営業時間

11:00 ~ 24:00
不定休

10：00～21：30（最終受付21：00）
定休日：なし

9:00～13:30 15:00～18:00
定休日:正月のみ

9:30～13:30 15:00～18:30
定休日:正月のみ

11：00～15：00(時短中)
金・土・日のみ営業

昼の部:11:00-15:30
筑前町

夜の部:17:00-20:30
定休日:火

飲食

欧風Kitchen Bistro Ruban

朝倉郡筑前町栗田2659-1

0946-22-8451

体験

観光農園 花立山ふぁーむ

朝倉郡筑前町大久保795-3

0946-23-8184

飲食

久留米ラーメン 丸八

朝倉郡筑前町高田2555-1

0946-21-1508

観光

筑前町立大刀洗平和記念館

朝倉郡筑前町高田2561-1

0946-23-1227

買物

筑前町ファーマーズマーケットみなみの里

朝倉郡筑前町三並866

0946-42-8115

飲食

ハンバーグの店 K’s Kitchen

朝倉郡筑前町久光938-3

0946-24-8019

11:30-21:00
定休日:木曜日

10:00-15:00(最終入園)
定休日:毎週月曜日、第2・第4水曜日

11:00-21:00(OS20:30)
定休日:不定休

9:00-17:00(入館は16:30まで)
定休日：年末のみ(12/26～12/31)

09:00-18:00(3-11月) 09:00-17:00(12-2月)
定休日:第3水曜日(祝日の場合翌日)、年末年始

11:00-15:00(OS14:30)
17:00-21:00(OS20:30)
定休日:毎週火曜日

買物

みわせんべい

朝倉郡筑前町依井947-4

0946-24-0008

飲食

やきとりカースケ

朝倉郡筑前町三並866

080-2716-9303

観光

秋月城黒門

朝倉市秋月野鳥667

9:30-18:00
定休日:毎週日曜日

9:00-18:00
定休日:第3水曜日

電子パスポートのみ対応。紙用のスタンプ押印対応は出
朝倉市

来かねますのでご注意ください。

※「福岡の避密のレンタカー助成事業」対象外の施設です。

日帰

あきづきの湯

朝倉市美奈宜の杜３丁目１−６

0946-21-3222

平日

10:00 - 21:30

土日祝

10:00 - 21:30

最終受付

20:45

年中無休

観光

あさくら観光協会

朝倉市甘木1320

0946-24-6758

観光

甘木歴史資料館

朝倉市甘木216-2

0946-22-7515

定休日：火曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始（12/29-1/3）

9：30～16：30(入館は16時まで)
定休日：月曜日(祝日の場合は翌平日)
【ショッピングコーナー、フードコート】7:00-22:00

飲食
大分自動車道 山田サービスエリア下り線

朝倉市山田字平川1427-1

0946-52-3103

買物

体験

9：00-18：00

【ベーカリーコーナー】7:00-19:00
【テイクアウトコーナー】8:00-18:00
定休日:なし

共星の里黒川INN美術館

朝倉市黒川1546-1

0946-29-0590

合資会社川茸元祖 遠藤金川堂

朝倉市屋永2949

0946-22-2715

11：00～17：00
定休日：毎週月~金・冬期休館(１２月～２月)

買物
観光
体験

09:00-17:00
定休日:日、祝祭日

市町村

カテゴリー

施設名

朝倉市

買物

三連水車の里あさくら

朝倉市山田2192-1

0946-52-9300

宿泊

泰泉閣

朝倉市杷木志波20

0946-62-1140

住所

TEL

定休日・営業時間

8:00～17:30
定休日：1月～2月第3木曜日/年末年始

チェックイン:15:00
チェックアウト:10:00
不定休

宿泊

邸宅ギャラリー

飲食

豆腐工房

井村家別邸

月の離なれ

朝倉市秋月518番地

090-3327-7281

朝倉市堤６１２番地

0946-24-7148

ワ―ケーション利用の企業様への貸し出しの為、要相談

売店
ぬくもり畑

10：00～17：00

ランチ

11：00～15：00(OS14:30)

定休日：水
チェックイン:15:00
宿泊

原鶴温泉原鶴の舞

朝倉市杷木志波１−３

0946-28-7227

チェックアウト:10:00
不定休
14:00～翌10:00

宿泊

原鶴グランドスカイホテル

朝倉市把木久喜宮1820番1

0946-62-1951

定休日：なし
チェックイン

15：30

チェックアウト

10：00

7:00-22:00(売店・フードコート)8:00-18:00/平日7:00-19:00/

飲食
風月フーズ山田サービスエリア(上り線)店

朝倉市山田字平川967

0946-52-3100

土日祝(ベーカリー)10:00-18:00/平日9:00-19:00/土日祝(専門店)
定休日:なし

買物

買物

ふくや

宿泊

宿泊

甘木店

朝倉市甘木2069-7

0946-24-0121

ホテルTOPMEGA伊藤園

朝倉市杷木久喜宮1858-1

0946-26-2760

ホテルパーレンス小野屋

朝倉市杷木久喜宮1841-1

0946-62-1120

9:30～13：30 15：00～18:00
定休日:正月のみ

チェックイン:15:00
チェックアウト:10:00

チェックイン:15:00
チェックアウト:10:00
定休日：不定休
チェックイン:15:00
宿泊

やぐるま荘

朝倉市杷木久喜宮1890-1

0946-62-0700

チェックアウト:10:00
10：00～20：00（風呂のみ）
定休日：不定休

宿泊

六峰舘

朝倉市杷木久喜宮1840

0946-62-1047

宿泊

岩屋キャンプ場

朝倉郡東峰村大字宝珠山4171

0946-23-8423

チェックイン15:00 チェックアウト10:00

9:00～17:00（電話受付12:00～）
東峰村

不定休・年末年始(コテージ12/29～・テント1/1～ 1/5）
チェックイン

テント 12:00、コテージ 15:00

チェックアウト
観光

9:00-17:00

小石原焼伝統産業会館

朝倉郡東峰村小石原730-9

0946-74-2266

体験

手仕事工房

朝倉郡東峰村小石原鼓3492-1

080-5275-1040

9：00～17：00

買物

陶ギャラリー鼓(ふれあい広場つづみの里内)

朝倉郡東峰村小石原鼓3492-1

0946-74-2278

10：00～17：00

体験

東峰木人

11：00

定休日:火曜日(祝日の場合は翌日)

定休日:木曜日

4月～10月 9：00～18：00
（土日祝 9：00～19：00）
買物

道の駅小石原

朝倉郡東峰村大字小石原941-3

0946-74-2300

11月～3月 9：00～17：00
レストラン

9：00～17：00

年中無休

北九州エリア

北九州市

宿泊

アートホテル小倉 ニュータガワ

北九州市小倉北区古船場町3-46

093-521-7000

飲食

AgrizmCafe(響灘緑地(グリーンパーク)内)

北九州市若松区竹並1006

093-701-5633

飲食

板前厨房わざわざ

北九州市八幡西区熊手2-4-19

093-621-1138

買物

おみやげ街道ビエラ小倉

北九州市小倉北区浅野1丁目1-1

093-512-8017

チェックイン:15:00
チェックアウト:11:00

10:00~16:00
定休日:火曜日(祝日の場合は翌日)、12月~2月

17:00-24:00
定休日:不定休

9:00-21:00
定休日:不定休

市町村
北九州市

カテゴリー

施設名

住所

TEL

飲食
かねやす本店

北九州市若松区有毛2710番地１

093-741-1131

宿泊

チェックイン:16:00
チェックアウト:10:00
不定休

093-582-2922
観光

定休日・営業時間
11:00-21:30

官営八幡製鐵所旧本事務所眺望スペース

北九州市八幡東区東田５丁目

9:30～17:00（入場は16:30まで）

(北九州市企画調整 定休日：毎週月曜日（月曜日が祝日・休日の場合はその翌日）
局世界遺産課)

年末年始（12月29日～1月3日）
11:00-21:30(OS21:00)

飲食
観山荘 本館

北九州市小倉北区片野2丁目19-18

093-921-5877

宿泊

チェックイン:16:00
チェックアウト:10:00
定休日:12月29日-1月3日

飲食

観山荘

観光

買物

別館

北九州市小倉北区三郎丸3-10-41

093-941-5151

関門海峡ミュージアム

北九州市門司区西海岸1-3-3

093-331-6700

北九州おみやげ館

北九州市門司区東港町6-72

093-321-6399

11:;30～21:30
定休日：不定休

10:00-17:00
定休日：不定休（年5日）

10：00～18：00
不定休
※新型コロナ感染状況等により変更有
10:00～17:00
観光

北九州銀行レトロライン「潮風号」

北九州市門司区西海岸1丁目7番1号

093-331-1065

定休日：年末年始（12/30～1/3を除く）土・日・祝日に運行しま
す。

観光
北九州市エコタウンセンター

北九州市若松区向洋町10-20

093-752-2881

観光

北九州市響灘緑地(グリーンパーク)

北九州市若松区竹並1006

093-741-5545

観光

北九州市立いのちのたび博物館

北九州市八幡東区東田二丁目4番1号

093-681-1011

体験

9:00-17:00
定休日：日・祝・年末年始（HPをご確認ください。）

9:00~17:00
定休日:火曜日(祝日の場合は翌日)

9:00-17:00
(最終入館16:30まで)
定休日:年末年始、毎年6月下旬頃(約1週間)
4月～10月：9:00-20:00
観光

北九州市立小倉城庭園

北九州市小倉北区城内1-2

093-582-2747

11月～3月：9:00-19:00
※定休日なし

9：00-17：30(入館は17：00まで)

観光

北九州市立長崎街道木屋瀬宿記念館

北九州市八幡西区木屋瀬3丁目16番26号

観光

北九州市立美術館分館

北九州市小倉北区室町1-1-1

093-562-3215

観光

北九州市立美術館本館

北九州市戸畑区西鞘ヶ谷町21番1号

093-882-7777

定休日：月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日)・年末年始

10:00~18:00(入館は17:30まで)
定休日:年末年始および館内整理日

9:30～17：30(入館は17：00まで)
定休日：月曜日(月曜日が祝日・振り替え休日の場合は開館し、
翌日休館・年末年始)

観光

北九州市立文学館

北九州市小倉北区城内4-1

093-571-1505

観光

北九州市立 松本清張記念館

北九州市小倉北区城内2-3

093-582-2761

観光

旧大阪商船

北九州市門司区港町7-18

093-321-4151

観光

九州鉄道記念館

北九州市門司区清滝2丁目3-29

093-322-1006

9:30-18:00(入館は17:30まで)
定休日:月曜日(月曜日祝日の場合は翌日)

9:30-18:00(入館は17:30まで)
定休日:HPをご確認ください

10:00～17:00
無休(ギャラリーのみ年2回)

9:00~17:00 (最終入館は16：30まで)
定休日:毎月第2水曜日
(7月第2水曜日・木曜日 8月は休みなし)
4月～10月：9:00-20:00
観光

小倉城

北九州市小倉北区城内2-1

093-561-1210

11月～3月：9:00-19:00
※日によって、営業時間が異なります。
※定休日なし

飲食

魚酒蔵 朝菜夕魚

北九州市八幡西区黒崎2丁目10-15

093-621-1132

飲食

シートレビアン

北九州市門司区白野江546-1

093-341-3322

宿泊

JR九州ステーションホテル小倉

北九州市小倉北区浅野一丁目1-1

093-541-7111

17:00-2:00
定休日:第3日曜日

10：00～17：00(最終受付15：00)
定休日：なし

チェックイン:15:00
チェックアウト:11:00

市町村

カテゴリー

施設名

北九州市

飲食

JR九州ステーションホテル小倉 鉄板・串やき「八くら」 北九州市小倉北区浅野一丁目1-1

093-512-0377

観光

白野江植物公園

093-341-8111

住所

北九州市門司区白野江2丁目

TEL

定休日・営業時間

昼:11:30-14:30
夜:18:00-22:00(土・日・祝17:30-)

9:00-17:00
定休日:火曜日、年末年始(2-6月、9月-11月無休)

7:30～24:00
宿泊

スーパーホテル小倉駅南口人工炭酸泉「湧金の湯」

北九州市小倉北区京町１−６−３４

093-541-9000

定休日：なし
チェックイン

15：00～24：00

チェックアウト

宿泊

ダイワロイネットホテル小倉駅前

北九州市小倉北区魚町1-5-14

093-513-7580

飲食

CHEESE

北九州市門司区港町6-5-2F

093-332-7033

観光

TOTOミュージアム

北九州市小倉北区中島２丁目１−１

093-951-2534

宿泊

西鉄イン黒崎

北九州市八幡西区黒崎3-15-3

093-645-5454

宿泊

西鉄イン小倉

北九州市小倉北区米町1-4-11

093-511-5454

10：00

チェックイン:14:00
チェックアウト:11:00

11:00-20:00
定休日:不定休

10:00～17:00(入館は16:30まで)
定休日：月曜・夏季休暇・年末年始

チェックイン

15:00

チェックアウト

10：00

24時間
チェックイン

15:00

チェックアウト

10：00

定休日：なし
9:00～17:00（季節により異なる）

観光

平尾台自然の郷

北九州市小倉南区平尾台1-1-1

093-452-2715

体験

【各種体験教室】平尾台自然の郷

北九州市小倉南区平尾台1-1-1

093-452-2715

買物

福さ屋(株) 小倉駅アミュプラザ店

北九州市小倉北区浅野1丁目1-1

093-512-1063

9:00~20:00 定休日:なし

買物

福さ屋(株) 旦過店

北九州市小倉北区魚町4丁目2-19

093-551-0691

9:30~18:00 定休日:元旦のみ

買物

ふくや

北九州市小倉北区魚町2-4-3

093-511-2981

飲食

プリンセスピピ門司港本店

北九州市門司区西海岸1-4-7

093-321-0303

小倉魚町店

定休日：火曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始

9:00～17:00（季節により異なる）
定休日：火曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始

9:00～13:30 15:00～18:00
定休日:正月のみ

11:00-15:00
18:00-22:00
定休日:火曜日
7:00-24:00
宿泊

ホテル1-2-3小倉

北九州市小倉北区古船場町1-1

093-513-0018

チェックイン:15:00-24:00
チェックアウト:10:00
定休日:なし

宿泊

ホテルクラウンヒルズ小倉

北九州市小倉北区紺屋町8-5

宿泊

ホテル千望荘

北九州市戸畑区牧山2丁目5-9

宿泊

ホテルポート門司

北九州市門司区栄町11-29

093-331-0112

北九州市門司区大字門司3491 関門自動車道

093-332-2655

飲食
買物

めかりパーキングエリア上り線
ロイヤル和布刈店

093-521-0109

チェックイン:15:00
チェックアウト:10:00

093-871-6991

チェックイン16:00

0120-871-699

チェックアウト10:00

チェックイン14:00
チェックアウト11:00

24時間営業
定休日:なし
10:00-17:00(最終入館16：30)

観光

門司港レトロ展望室

北九州市門司区東港町1-32

093-321-4151

※金土日祝は21:00まで(最終入館20:30)
※カフェ11:00～16:30(OS16:00)
定休日:不定休(年4日)
9:00～17:00

観光

門司電気通信レトロ館（NTT西日本）

北九州市門司区浜町4番1号

093-321-1199

定休日：月曜日（月曜日が祝日の場合は翌平日）、年末年始
(12/29~1/3)

市町村

カテゴリー

施設名

北九州市

飲食

レストランMOJISHO

北九州市門司区港町5-1

093-331-4129

飲食

和洋レストラン三井倶楽部

北九州市門司区港町7-1

093-332-1000

住所

TEL

定休日・営業時間

11：00～15：00(LO14:30)

昼：11：00～15：00
夜：17：00～21：00(1時間前LO)
定休日：不定休

岡垣町

飲食

ワンカルビ ハローパーク大手町店

北九州市小倉北区大手町13-34

093-583-1929

飲食

ワンカルビ 八幡桃園公園前店

北九州市八幡東区桃園1-4-39

093-661-3929

17：00～24：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日

17：00～24：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日
11:00-20:00

飲食
海辺の料理旅館 はつしろ

遠賀郡岡垣町原670-14

093-283-0001

宿泊

チェックイン:16:00
チェックアウト:10:00
定休日:木曜日
4月~9月9:00-18:00

観光

岡垣町観光ステーション 北斗七星

遠賀郡岡垣町原670-34

093-281-5050

10月~3月8:30-17:30
定休日:水曜日

芦屋町

観光

芦屋海浜公園レジャープール”アクアシアン”

遠賀郡芦屋町大字芦屋1455-284

093-223-3481

観光

芦屋釜の里

遠賀郡芦屋町大字山鹿1558-3

093-223-5881

9:30～18:30（入場は18:00）
平成30年7月12日～9月2日

期間中定休日なし

9:00~17:00(入園は16:40まで)
定休日:月曜日(祝日の場合は開園、翌日休み)
9月~10月16日、11月7日~3月 9:00~17:00

観光

観光レンタサイクル(芦屋町観光協会)

遠賀郡芦屋町大字芦屋1455-284

093-221-1001

定休日:月曜日(祝日の場合は翌平日)
※イベントにより休園する場合がございます。詳細はHPをご覧くだ
さい
7:00-21:00

宿泊

国民宿舎マリンテラスあしや

遠賀郡芦屋町山鹿1588

093-223-1081

チェックイン:14:00
チェックアウト:10:00
不定休

買物

中西商店

遠賀郡芦屋町西浜町16-14

093-223-0084

水巻町

飲食

ワンカルビ 水巻店

遠賀郡水巻町樋口3-3

093-202-4129

遠賀町

飲食

こめのはな

遠賀郡遠賀町上別府1401番地

093-293-9678

7：00～19：00
定休日：無し

17：00～24：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日

11:30～15：00
糀

17：30～22：00
不定休

中間市

苅田町

観光

世界遺産 遠賀川水源地ポンプ室インフォメーションセン
ター(中間市地域交流センター)

買物

ふくや

宿泊

ホテルルートイン苅田駅前

9:00-18:00
中間市大字垣生660番地1

093-245-4665

定休日:火曜日、年末年始
(火曜日が祝日の場合はその翌日)

苅田店

京都郡苅田町富久町1-5-11

093-434-2981

京都郡苅田町神田町1-8-1

093-435-3711

9:30～13:30 15:00～18:00
定休日:正月のみ
24時間
年中無休
チェックイン15：00
チェックアウト11：00

行橋市

観光

旧百三十銀行行橋支店（行橋赤レンガ館）

行橋市大橋三丁目7番14号

0930-23-7724

10：00～18：00
定休日：火(祝日の場合は翌日)8/15・12/28~1/4
24時間

宿泊

ホテルルートイン行橋

行橋市中央３丁目５番８号

0930-26-8711

年中無休
チェックイン15：00
チェックアウト11：00

行橋市

宿泊

みやこホテル

行橋市宮市町9-18

0930-23-1800

観光

守田蓑洲旧居

行橋市大字沓尾１８１番地

0930-23-5559

買物

行橋市観光情報物産コーナー

行橋市西宮2-1-1

0930-25-0086

観光

行橋市歴史資料館

行橋市中央1-9-3

0930-25-3133

観光

みやこ観光まちづくり協会

京都郡みやこ町豊津80番地

0930-33-5771

行橋マルシェ

チェックイン15:00
チェックアウト10:00

10：00～17：00
定休日：平日・8/13~15、12/28~1/4(土日祝のみ開館)

9:00-18:00
定休日:年末年始

10：00～18：00
定休日：火曜日(祝日の場合は翌日)

9：30-16：30
月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日）

市町村

カテゴリー

施設名

みやこ町

買物

みやこ町豊津物産直売所

観光

築上町

豊前市

国府の郷

住所

TEL

京都郡みやこ町国作464-1

0930-33-6620

みやこ町歴史民俗博物館

京都郡みやこ町豊津1122-13

0930-33-4666

観光

NPO法人築上町観光協会

築上郡築上町築城255-1 ついき＠市場2F

0930-31-0306

買物

うみてらす豊前 豊築漁協直売所「四季旬海」

豊前市宇島76-31

0979-64-6717

宿泊

語らいの森 求菩提キャンプ場

豊前市大字鳥井畑247-3

0979-88-3063

観光

求菩提資料館

豊前市大字鳥井畑247

0979-88-3203

飲食

鮨処永しん

豊前市荒堀663-3

0979-83-2241

買物

豊前市観光協会観光案内所

豊前市大字八屋 2553JR宇島駅構内

0979-53-6660

買物

道の駅豊前おこしかけ

豊前市四郎丸1041-1

0979-84-0544

定休日・営業時間

8：00～18：00
定休日：1/1～1/4

09:30-17:00(入館16:30まで)
定休日:月曜日・祝日の翌日・12/29-1/3

9：00～17：00
定休日：土・日・祝

09:00-17:00
定休日:火・お盆・年末年始

9:00~17:00(宿泊者がいない場合)
定休日:年末年始

9：30-16：30(入館は16：00まで)
定休日：月曜日(祝祭日の場合は翌日)

11:00~14:00、17::00~21:00
定休日：月曜日(祝日の場合は翌平日)

09:00-17:00
定休日:12月29日~1月3日

8:00-19:00(4月~10月)
8:00-18:00(11月~3月)
定休日:なし

飲食

上毛町

漁師食堂うのしま豊築丸

豊前市宇島76-31

0979-82-2620

西友枝体験交流センター ゆいきらら

築上郡上毛町西友枝1520

0979-72-3939

飲食
体験

11：00-14：30(OS14:00)
定休日：火曜日、お盆、年末年始

09:00-17:00
定休日:毎週火曜日
9:30～23:00

日帰

湯の迫温泉

大平樂

築上郡上毛町大字下唐原1625

0979-84-7654

チェックイン：15：00
チェックアウト：11：00
定休日：年中無休

筑豊エリア

宮若市

買物

ドリームホープ若宮

宮若市脇田224-1

0949-54-0141

買物

ふくや

宮若市沼口839-2

0949-52-3511

宮若追い出し猫本舗

宮若市福丸181-8

0949-52-3666

観光

宮若市石炭記念館

宮若市上大隈573番地

0949-32-0404

観光

宮若文化村 河童福祉の里

宮若市本城1698-9

0949-33-3838

宿泊

湯めぐりの宿 楠水閣

宮若市脇田507

0949-54-0123

買物

アメリカン雑貨 LAX

直方市感田2803-4

0949-26-7001

観光

国指定史跡直方市石炭記念館

直方市直方692-4

0949-25-2243

観光

福智山ろく花公園

直方市大字永満寺1498番地

0949-23-4187

若宮店

9：00-17：00
定休日：年末年始12/31-1/5

10:00～13:30 15:00～18:00
定休日:火・正月

買物
10:00~17:00 定休日:月曜日(祝祭日の場合は営業)

体験

直方市

直方市

9:00~17:00
定休日:月曜日(祝日の場合は翌日)木曜日午後、年末年始、祝日

9:30-17:30
定休日:水曜日(祝祭日の場合は木曜日)

チェックイン:15:00
チェックアウト:10:00

11:00～17:00
定休日：火(祝日の場合は翌平日)

9:00-17:00
月曜日(祝日は開館)

9:00-17:00
定休日:7-9月半ば/12月-2月 月曜日

市町村

カテゴリー

施設名

小竹町

飲食

お料理nakano

鞍手郡小竹町勝野3765−56

09496-2-0145

飯塚市

買物

アートギャラリー紅椿

飯塚市本町16-8

0948-22-1660

観光

飯塚市歴史資料館

飯塚市柏の森959番地1

0948-25-2930

観光

一般社団法人飯塚観光協会

飯塚市吉原町6番1号

0948-22-3511

宿泊

一般財団法人サンビレッジ茜

飯塚市山口845-38

0948-72-3331

観光

嘉穂劇場

飯塚市飯塚5-23

0948-22-0266

住所

あいタウン2階

TEL

定休日・営業時間

11時30～14時

18時～21時

定休日：水曜日

ディナー

日曜日

10:00-18:00
定休日:不定休

9:30-17:00(入館は16:30まで)
定休日:水曜日(祝日除く)、年末年始(12月29日~1月3日)

9：00-17：00
定休日:日曜日、年末年始

09:00-17:00

嘉穂劇場は令和３年５月１８日より当分の間休館いたします。
開館の時期が決まりましたら改めてお知らせいたします。
9：00-17：00
定休日：公演日、水曜日、年末年始

観光

旧伊藤伝右衛門邸

飯塚市幸袋300番地

0948-22-9700

買物

玉翠堂

飯塚市片島2丁目1-15

0948-24-7406

飲食

ゴリラロッジ

飯塚市川島624-1

0948-25-2021

飲食

ザ・リトリート

飯塚市仁保8-37

0948-82-3178

9:30-17:00(入館は16:30まで)
定休日:水曜日(祝日の場合は開館)、年末年始(12月29日~1月3日)

１０：００

～

１８：００（売出期間は19：00まで)

定休日：日曜・祝日（売出期間は日曜のみ休み)

11:00-21:00
定休日:火曜日
24時間
定休日：不定休
チェックイン15：00（プランにより異なります)
チェックアウト11：00（プランにより異なります)

買物

地蔵とうふ八木山店

飯塚市大字八木山字和田860

0948-28-5613

体験

蒼林窯

飯塚市勢田119-12

090-2096-8560

SORADOMARI

飯塚市高田161-1

090-1365-5025

9:00-17:30売店のみ

10:00-17:00
定休日：火曜日
10:00～18:00

宿泊
体験

定休日：不定休
チェックイン

14：00

チェックアウト

飲食

ダイニングルームあんど

飯塚市飯塚4-17

0948-23-9220

買物

筑豊製菓直売店

飯塚市津島408-1

0948-22-7349

買物

ひよ子飯塚本店

飯塚市本町15−1

0948-22-0145

買物

ふくや

飯塚市吉原町11-2 佐藤ビル

0948-29-2989

飲食

街屋cafeつむぎ

飯塚市本町16-8

0948-22-1660

飯塚店

10：00

18:00-4:00
定休日:水曜日

10:00-17:00
定休日:日曜、祭日

9:00～18:00
定休日：元旦休業

9:00～13:30 15:00～18:00
定休日:正月のみ
9:00～18:00 夜は完全予約制1日1組
お子様連れの方に個室完備
（事前にお問い合わせ下さい）
定休日：不定休
9:30-17:00

飯塚市

買物

ミュージアムショップ白蓮

飯塚市幸袋300番地旧伊藤伝右衛門邸内

0948-22-4466

定休日:水曜(祝日は開館)
年末年始

飲食

ワンカルビ 飯塚店

飯塚市柏の森56-16

0948-22-1129

糸田町

買物

道の駅いとだ

田川郡糸田町162番地4

0947-26-2115

田川市

買物
今村茶舗

田川市本町8-1

0947-42-0074

体験

17：00～24：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日

9：00～18：00
定休日：1/1、1/2

9:30-19:00
定休日:1月1,2,3日のみ

市町村

カテゴリー

施設名

田川市

買物

来てみんねかながわ

田川市大字夏吉1770-3

0947-46-1273

飲食

幸楽園

田川市大字伊田5194

0947-42-6265

飲食

四季会席 好日庵

田川市大字弓削田関の山3782-1 池のおく園

0947-44-5689

買物

篠原茶舗(お茶屋さんの焼きもち)

田川市魚町1-5

0947-46-2400

観光

田川市石炭・歴史博物館

田川市大字伊田2734番地1 石炭記念公園内

0947-44-5745

住所

TEL

定休日・営業時間

09:00-18:00
定休日:1月1、2、3日

11:00~22:00 定休日:毎週火曜日

11:30~15:00 17:30~21:00
定休日:毎週木曜日及び年末年始

09:30-18:30
定休日:日曜日、祝日

9:30~17:30(入館は17:00まで)
定休日：毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は翌日以降)、年末年始(12
月29日~1月3日)

観光

一般社団法人田川広域観光協会

田川市魚町8-27三愛ビル1階

0947-45-0700

観光

中村美術館

田川市大字弓削田関の山3782-1 池のおく園

0947-42-1018

飲食

PURE・CAFÉ

田川市魚町8-25

0947-85-8435

飲食

ベルセゾン ナカムラ

田川市大字弓削田関の山3782-1 池のおく園

0947-44-3573

料亭あおぎり

田川市新町21-28

0947-42-1251

鞍手町

体験

香春町

観光

赤村

10:00~16:00 (入館は15:30まで)
定休日:毎週木曜日・年末年始

10:00~19:00 不定休

11:30~15:00 17:30~21:00
定休日:毎週木曜日及び年末年始

17：00-22：00
定休日：月曜日

観光

観光

定休日：土・日・祝日・年末年始

11：00-14：00

飲食

桂川町

9：00-17：30

王塚装飾古墳館

嘉穂郡桂川町寿命376番地

0948-65-2900

鞍手郡鞍手町小牧1339-2

090-9791-1339

香春町観光協会

田川郡香春町大字高野1008番地

0947-85-8035

買物

道の駅香春

田川郡香春町大字鏡山１８７０番地１

0947-32-8727

買物

赤村特産物センター

田川郡赤村赤5951-1

0947-62-2990

レッツフラノヘアスタジオ(レッツフラノヘア・ウクレレ
ホヌオハナ)

9:00~16:30
月曜日(祝日の場合は、翌平日)・年末年始(12月29日~1月3日)

10:00~21:00

9:00-17:00
定休日：土・日・祝日・年末年始

9:00～18:00
定休日：年始１/１～１/３

8：30～18：00
定休日：12月31日～1月5日
24時間

嘉麻市

宿泊

足白農泊施設

カホアルペ

嘉麻市馬見587番地

0948-57-3511

定休日：なし
チェックイン15：00
チェックアウト10：00

添田町

買物

道の駅うすい

嘉麻市上臼井328番地1

0948-62-4400

買物

山田饅頭本舗

嘉麻市上山田1405-1

0948-52-0059

飲食

鯉・やまめ

田川郡添田町落合804

0947-85-0745

観光

添田公園

田川郡添田町大字添田1788

0947-82-1236

駒どり

9:00-18:30
定休日:第3水曜日、1月1日-3日

10:00-18:00
定休日:日曜日

11：00～19：00
定休日:水曜日

電子パスポートのみ対応。紙用のスタンプ押印対応は出
来かねますのでご注意ください。

※「福岡の避密のレンタカー助成事業」対象外の施設です。
11：00～18：00(OS)
飲食

ひこさん旬菜坊キッチン農家

田川郡添田町添田2143-4

0947-82-4866

バイキングは14:00受付終了
定休日：毎月

第4金曜日、年末年始12/31～1/4

9:00~17:00 定休日:なし
観光

英彦山神宮

田川郡添田町大字英彦山1

0947-85-0001

電子パスポートのみ対応。紙用のスタンプ押印対応は出
来かねますのでご注意ください。

※「福岡の避密のレンタカー助成事業」対象外の施設です。

市町村

カテゴリー

添田町

観光

施設名

英彦山スロープカー・英彦山花園

住所

田川郡添田町英彦山1487番地

TEL

0947-85-0375

定休日・営業時間

8：40～17：10
定休日：不定休
【英彦山0合目食堂】月・水～金(10:30～16:00)、土日(10:30～
17:00)
※火曜日定休
【本場韓国家庭料理

買物

道の駅歓遊舎ひこさん

田川郡添田町野田1113-1

0947-47-7039

【パン工房

宗家】10:00～17:00

麦の里】4月～11月(9:00～17:30)、12月～3月(9:00～

17:00) ※第3水曜日定休
【もち工房】月～土(9:00～14:00)、日・祝(9:00～17:00)※不定休
【中華

味菜】11:00～14:00※水・木曜日定休(祝日は営業)

【こどもわくわくパーク（乗り物）】9:00～17:00
福智町
体験

上野焼 陶芸体験

田川郡福智町上野2811

0947-28-5864

日帰

ふるさと交流館 日王の湯

田川郡福智町神崎1056-30

0947-48-3333

不定(2~3週間前までに事前予約必要)
不定休(ふれあい交流会館は火曜日)

10:00~22:00(最終受付21:30)
11：30～20：30（レストラン）
定休日:12月31日のみ

飲食

麺処弁天

田川郡福智町弁城3503

0947-22-2280

11:00-20:00

10:00-17:00

筑後エリア

筑後市

体験

藍華田中絣工房

筑後市高江442-7

0942-52-4423

買物

牛島製茶 筑後けやき通り店

筑後市徳久180-6

0942-52-5288

定休日:特になし

販売9：30～18：00
Café 11：00～17:30 L.O. 17:00
定休日:元旦
10：00-21：00(最終受付20：30)
日帰

川の駅船小屋恋ぼたる

筑後市尾島298-2

0942-52-8866

土曜日のみ10：00～22：30(最終受付22：00)
定休日：毎週火曜

観光

九州芸文館

筑後市大字津島1131

0942-52-6435

山梔窩・山梔窩歴史交流館

筑後市水田115-5

0942-53-4229

宗教法人

筑後市大字溝口字辻1553-1

9:00-21:00
定休日:毎週月曜、年末年始※月曜が祝日の場合はその翌日

買物
観光

10:00～17:00
定休日：月曜日(祝日の場合は翌平日)、年末年始（不定）

体験

観光

竈門神社

9：00~16：00
年中無休

買物
筑後船小屋観光案内所

筑後市津島1079-8

0942-27-5717

筑後船小屋 公園の宿

筑後市津島2108-1

0942-42-1126

和みの器

筑後市山ノ井410-18

0942-54-0617

観光

宿泊

買物
定窯

体験

筑後市

買物

NEW YORK BAGELS

筑後市常用865-6

0942-80-2456

飲食

ひょっとこ筑後店

筑後市熊野1413-8

0942-52-5577

宿泊

ホテルエルモント

筑後市山ノ井138-22

0942-53-2008

10:00～17:00
定休日：平日（タマスタ筑後でのウエスタンリーグ開催日を除く）

チェックイン:15:00
チェックアウト:10:00

9:30~18:00
定休日:水曜日・第4日曜日

11:00-19:00
定休日:月・木

17:00~25:00
定休日:火曜日

チェックイン:15:00
チェックアウト:10:00
電話受付:8:00-22:00
チェックイン:15:00

宿泊

ホテル樋口軒

筑後市尾島805-1

0942-52-2101

チェックアウト:10:00
定休日:なし
平日ランチ：11：30～13：00（月～金のみ）
※レストラン蔵

小郡市

観光
九州歴史資料館
体験

小郡市三沢5208-3

0942-75-9575

9:30-16:30(入館は16:00まで)
定休日:毎週月曜日(休日の場合翌日)年末年始12/28~1/4

市町村

カテゴリー

施設名

小郡市

飲食

げんき亭

小郡市三国が丘7-15

0942-75-8240

飲食

料亭 さとう別荘

小郡市小郡1281

0942-72-3057

観光

有馬記念館

久留米市篠山町444番地

0942-39-8485

住所

TEL

定休日・営業時間

11:00～22:00
定休日：木

12:00-22:00
不定休

10:00～17:00(入館は16:30まで)
久留米市

休館日:毎週火曜日(祝祭日の場合は翌平日)年末年始、
展示入替期間※要問合せ

観光

いのうえ農園

久留米市本山1-15-15

0942-21-7770

買物

井上らんたい漆器 ［井上籃胎漆器］

久留米市小頭町6-23

0942-39-5454

体験

九州オルレ

久留米市御井朝妻1-8-1

0942-30-9137

巨峰ワイナリー

久留米市田主丸町益生田246-1

0943-72-2382

久留米市立草野歴史資料館

久留米市草野町草野411-1

0942-47-4410

久留米・高良山コース

買物
観光

事前に連絡をお願いいたします。
定休日：不定休

10:00-18:00(土日祝は17:00まで)
定休日:不定期(年3日程度行事の時お休み)

お問い合わせください
定休日：不定休

9:00-17:00
定休日:年末年始

10:00-17:00
観光

月曜日(月曜日が休日の場合は翌平日)
年末年始(12月28日~1月4日)

観光

久留米市世界のつばき館

久留米市草野町矢作490番地2

0942-47-1821

観光

久留米市鳥類センター

久留米市東櫛原町中央公園内

0942-33-2895

買物

くるめ緑花センター

久留米市善導寺町木塚302-1

0942-47-2581

飲食

幸鮨新館

久留米市通町7-12

0942-38-8600

地場産くるめ 東合川店

久留米市東合川5-8-5

0942-44-3700

買物

地場産くるめJR久留米駅店

久留米市京町87-12

0942-27-5510

観光

坂本繁二郎生家

久留米市京町224-1

0942-35-8260

宿泊

萃香園ホテル

久留米市櫛原町８７

0942-35-5351

買物
観光

9:00~17:00 定休日:第3木曜日(祝日の場合は翌日)

9:00-17:00(最終入園時間16:30)
定休日:毎月第2月曜日(祝日の場合翌日)

9:00-17:00
定休日:年末年始※店舗により定休日あり

12:00~14:00
17:00~22:00

10:00-17:00
定休日:年末年始

7:00-19:00
定休日:なし

10:00~17:00
休館日:月曜日(祝祭日の場合は翌平日)
24時間
年中無休
チェックイン14：00
チェックアウト11：00

飲食
天然温泉かけ流しゆのそ献上の湯

久留米市上津町2228-1668

0942-22-2681

日帰

10:00～23:00
定休日：第1,3,5火曜日(祝日の場合は営業)1/1
15：00～22：00

宿泊

天然田園温泉 ふかほり邸

久留米市三潴町西牟田6552

0942-54-6681

定休日:なし
チェックイン

15：00

チェックアウト

買物

ふくや

上津バイパス店

久留米市上津1-14-11

0942-21-2983

買物

ふくや

西鉄久留米バスセンター店

久留米市東町上天神316-2

0942-30-2981

買物

ふくや

東櫛原店

久留米市東櫛原町牛島2639-1

0942-38-2981

久留米市田主丸町益生田270-2

0943-72-1050

買物
紅乙女 耳納蒸留所
観光

11：00

10:00～13:30 15:00～19:00
定休日:正月のみ

10:00～19:00
定休日:正月のみ

9:00～13:30 15:00～18:00
定休日:正月のみ

9：00～17:00
定休日：金、年末年始

市町村

カテゴリー

施設名

久留米市

買物

道の駅くるめ

久留米市善導寺町木塚221-33

0942-47-4111

買物

みづまの駅

久留米市三潴町高三潴534-1

0942-65-2039

飲食

森のレストラン・ホイリゲ

久留米市田主丸町益生田246-1

0943-72-2877

住所

TEL

定休日・営業時間

9:00-18:00
定休日:第3水曜日、12月31日から1月3日

10：00-18：00
定休日：1/1～1/4

ランチ11:00～15:00 (OS)
カフェ15：00～16：00 (OS)
定休日：火曜・第2、第4水曜(祝日の場合翌日)・年末年始
10:00-17:00
買物

山辺道文化館

久留米市草野町草野487-1

0942-47-3015

月曜日(月曜日が休日の場合は翌平日)
年末年始(12月28日~1月4日)

飲食
宿泊

料亭旅館 山水荘

久留米市野中町1316番地

0942-34-4387

チェックイン:16:00
チェックアウト:10:00

体験

うきは市

久留米市本山1-10-10

飲食

ワンカルビ 久留米上津店

体験

一の瀬焼 丸田窯

うきは市浮羽町朝田1133-2

0943-77-2749

買物

観光会館「土蔵」

うきは市吉井町1043-2

0943-76-3980

宿泊

清乃屋

うきは市浮羽町古川1099-3

0943-77-2188

フェスティバルガーデン上津

2階

0942-22-1129

17：00～24：00（土日祝16：00～）
定休日：1月1日

9:30-18:00
定休日:なし

09:00-17:00
定休日:毎週月曜日

チェックイン:15:00
チェックアウト:10:00
定休日：不定休
9:00-22:00
宿泊

筑後川温泉 つるき荘

うきは市浮羽町古川1096-1

0943-77-3181

チェックイン:15:00
チェックアウト:10:00
9:00-23:00
チェックイン:15:00

宿泊

虹の宿ホテル花景色

うきは市浮羽町古川1097番地

0943-77-2110

チェックアウト:10:00
別館

虹の湯11：00～21：00

定休日:無

買物

広川町

道の駅うきは

うきは市浮羽町山北729-2

0943-74-3939

株式会社 鹿田産業

八女郡広川町太田428

0943-32-1141

九州自動車道広川サービスエリア上り線

八女郡広川町大字新代1315-2

0943-32-3181

体験

(有)久留米絣 山藍

八女郡広川町長延250-1

0943-32-0150

買物

茶の葉堂

八女郡広川町水原2019-4

0943-32-1776

買物

ひろかわ藍彩市場

八女郡広川町日吉1164-6

0943-32-5555

風月フーズ広川サービスエリア(下り線)店

八女郡広川町新代字鈴化山1315-1

0943 -32 -2100

森山絣工房

八女郡広川町大字新代109番地

0943-32-0023

買物
観光

9：00～18：00
定休日：毎月第二火曜日(祝祭日の場合は)翌日の水曜日

9:00-17:00
定休日:土・日

飲食
24時間営業

買物

飲食
買物

10:00-17:00
不定休(要予約)

9：00-18：00
定休日：1月1日

9:00-17:00
定休日:火

24時間
完全年中無休

9:00-16:00
体験

定休日:日曜日、祝日
見学と体験は事前要予約

大木町

買物

道の駅おおき

三潴郡大木町大字横溝1331-1

0944-75-2150

大川市

買物

いぐさブティック草

大川市中木室23-1

0944-87-7432

09:00-18:00
定休日：第1水曜日

10:00-18:00
定休日:毎月1日・毎週水曜日

市町村

カテゴリー

大川市

体験

施設名

住所

TEL

定休日・営業時間
10:00～17:00

大川観光ガイドの会(大川組子づくり体験)

大川市大字向島2525-2 大川TERRAZZA内

0944-87-0923

定休日：月曜日（祝日の場合は火曜日休み）、年末年始
要予約：1週間前迄

買物

大川市観光・インテリア情報ステーション
大川テラッツァ

大川市大字向島2525-2

0944-87-0923

宿泊

大川リバーサイドホテル

大川市榎津218-1

0944-86-2200

観光

古賀政男記念館

大川市三丸844番地

0944-86-4133

観光

旧吉原家住宅

大川市小保136-17

0944-86-8333

庄分酢

大川市榎津548

0944-88-1535

柳川市辻町24-6

0944-72-2057

10：00-17：00
定休日：月曜日(祝日の場合は火曜日)、年末年始

チェックイン:15:00
チェックアウト:10:00

9:30-17:00
定休日:毎週月曜日(祝日の場合は翌日)

9：00～17：00(入館は午後16：30まで)
定休日：月(祝日の場合はその翌日)

飲食
買物

9:00-17:00
定休日:お盆、年末年始、レストランは日曜、第一、第三月曜日定休

観光

柳川市

飲食

うなぎ

日本料理

菊水

飲食

うなぎの富貴

柳川市沖端町108

0944-74-3147

飲食

お食事処 SUZU

柳川市新町16

0944-73-1188

（株）大東エンタープライズ

柳川市城隅町18-9

0944-742-7900

かんぽの宿 柳川

柳川市弥四郎町10-1

0944-72-6295

観光
体験

11：00～20：30
定休日：不定休

11:00-18:00(LO)
定休日:不定休

11:30-14:30
17:30-22:00

9：00～17：00（最終乗船受付16：30）
定休日：なし
8:30-22:00(受付)

宿泊

チェックイン:15:00
チェックアウト:10:00
定休日:不定休（年１回）

観光

北原白秋生家・記念館

柳川市沖端町55-1

0944-72-6773

水郷柳川観光株式会社

柳川市三橋町下百町1-6

0944-73-4343

高橋總本舗

柳川市三橋町垂見1897-1

0944-73-6272

松葉屋

柳川市大和町中島673

0944-76-3212

観光
体験
買物
体験

9：00-17：00
定休日：年末年始

9:00-17:00(乗船受付16:30)
定休日なし

9:00-17:30
定休日:1月1日
7:00~20:00

宿泊

チェックイン:17:0
チェックアウト:10:00
定休日:なし

観光
柳川観光開発株式会社「松月乗船場」

柳川市三橋町高畑３２９

0944-72-6177

柳川 白柳荘

柳川市新町16

0944-73-1188

体験

9:30～16:00
定休日：なし（無休）

チェックイン:15:00
宿泊

チェックアウト:10:00
定休日:なし

観光

柳川古文書館

柳川市隅町71-2

0944-72-1037

飲食

柳川肉匠職人 (有)清柳食産

柳川市沖端町82

0944-72-9834

宿泊

柳川藩主立花邸 御花

柳川市新外町1

0944-73-2189

9：30-16：30
定休日：毎週月曜、年末年始（12月26日～1月4日）

11:30-18:30※但しお食事は、11:30-14:30まで
定休日:水曜日、日曜日

9:00~18:00(史料館)
チェックイン15:00
チェックアウト10:00

飲食

(有)うなぎの大東

柳川市城隅町18-9

0944-742-7900

11：00～18：00
定休日：なし

市町村

カテゴリー

柳川市

飲食

(有)古蓮

買物

和こもの

飲食

買物

みやま市

施設名

住所

TEL

柳川市三橋町下百町31-6

0944-72-0026

柳川市沖端町46-1

0944-74-0954

和洋食処 福泉操

柳川市三橋町下百町31-1

0944-73-5760

江の浦海苔本舗

みやま市高田町徳島320-4

0944-22-2252

椿や

定休日・営業時間

10:00-21:00
定休日:水曜日

11:00～17:00
不定休

11:00-23:00
定休日:なし

10:00-18:00
定休日:日曜日
【御座敷梅林 観梅会】
期間2月上旬~3月中旬
09:30-17:00
観梅会期間中は無休

観光

御座敷梅林青輝園

みやま市山川町尾野1403-2

0944-67-0525

【御座敷ゆり展】
期間6月中旬~7月上旬
9:30-16:00
ゆり展期間中は無休
その他の時期は不定休

体験

九州オルレみやま・清水山コース

みやま市瀬高町

0944-614-1523

観光

清水山荘

みやま市瀬高町本吉1130-9

0944-63-3388

観光

清水寺本坊庭園

みやま市瀬高町本吉1117-4

0944-62-2001

飲食

串屋せん

みやま市瀬高町下庄2144-4

0944-63-6969

飲食

そば茶寮 桃乃香

みやま市瀬高町1823-1

0944-62-5500

9：00～22：00
水曜定休

9:00～17:00
定休日：月、毎月18日、8/7～8/10、12/30～1/3

17:00~24:00 定休日:火曜日

11:00-15:00
17:30-21:00
定休日:水曜日

飲食

TAKeyA

みやま市瀬高町本吉954

0944-62-5028

買物

田中羊羹本舗

みやま市瀬高町長田2624-2

0942-52-3224

体験

八楽奥之院

みやま市瀬高町大草1086

0944-62-2979

10:00～18:00

10:00-18:00
定休日:1月1日

10:00-16:00
定休日:なし※教団行事がある場合は対応できませんので必ず事前に
予約の上お越しください。

大牟田市

買物

道の駅みやま

みやま市瀬高町大江2328

0944-67-6477

買物

八女茶本舗樹徳庵

みやま市瀬高町小川1665-4

0944-63-6711

観光

一般社団法人大牟田観光協会

大牟田市不知火町1丁目144-4
(大牟田観光プラザ内)

9:00-18:00
定休日:正月休み(1~4)のみ

10:00-17:00
定休日:日曜、祝日、第二第四土曜

3月から10月：9：30-18：00
0944-52-2212

11月から2月：9：30-17：00
定休日：なし、年中無休
9:30~17:00

観光

大牟田市石炭産業科学館

大牟田市岬町6-23

0944-53-2377

定休日:毎週月曜日(月曜祝日の時は翌日)、
年末年始(12/29～1/3)

観光

大牟田市立三池カルタ・歴史資料館

大牟田市宝坂町2丁目2-3

0944-53-8780

飲食

お好み焼げんちゃん

大牟田市上官町2丁目13-3

0944-53-7781

飲食

株式会社 新みなと

大牟田市本町3-2-9

0944-54-3710

買物

城屋 市役所前店

大牟田市不知火町1-1-13

0944-52-4659

10：00-17：00
毎週月曜日・毎月最終木曜日(祝日の場合翌日)

10:00-19:00
定休日:第2,4水曜日

11:00-23:00
定休日:不定休

8:00~19:00 定休日:なし

市町村

カテゴリー

大牟田市

飲食

施設名

住所

TEL

定休日・営業時間
11:30-14:00

そば切り 杜鶴

大牟田市本町3-2-1

0944-54-3737

17:00-22:00
定休日:毎週火曜日

買物

長崎屋

飲食

ハンバーグの店

宿泊

ビジネスホテル

大牟田市大正町4-6-1

0944-55-1313

志摩

大牟田市不知火町１−１−１１

0944-55-3572

まゆみ

大牟田市本町2-1-9

0944-52-5989

09:00-19:00

11:00～19:30(13:00～17:00準備中)
定休日：日、祝
16：00～21：0０
定休日：不定休
チェックイン

16：00

チェックアウト

買物

ふくや

大牟田駅前店

観光

三池炭鉱 宮原坑

大牟田市不知火町1-1-10

0944-54-2981

0944-41-2750
大牟田市宮原町1丁目86-3

(大牟田市観光おも
てなし課)

買物

四ツ山漬大牟田駅前店

大牟田市不知火町1-1-8

体験

九州オルレ八女コース

八女市吉田1562-1

0944-55-3216

10：00

9:30～13:.30 15:00～18:00
定休日:水・正月

9:30-17:00
定休日:月(祝日の場合は翌日)

9：00-18：00
定休日：元旦

0943-23-1192
八女市

(八女市観光振興
課)
チェックイン:15:00

日帰

くつろぎの森グリーンピア八女

八女郡黒木町木屋10905

0943-42-2400

チェックアウト:10:00
営業時間：10：00～22：00
定休日：なし

買物
立花ワイン株式会社

八女市立花町兼松726番地

0943-37-1081

茶の文化館(八女茶工房)

八女市星野村10816-5

0943-52-3003

買物

ほたると石橋の館

八女市上陽町北川内589-2

0943-54-2150

宿泊

八女グリーンホテル

八女市本町字東紺屋町29番地の6

0943-22-2156

買物

八女美緑園製茶

八女市豊福269-2

0943-24-2000

観光
観光
体験

8:30-17:00
定休日:火曜日・年末年始

【観光】10：00～17：00
定休日：火

10：00～18：00
定休日：水（水曜日が祝祭日の場合はその翌日）

チェックイン:16:00
チェックアウト:10:00

9:00～18:00
定休日

カフェ：水、売店：無休

