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1P15B1

珈琲 Chiba

2092-929-1333

●こーひー  ちば

店主が1粒1粒丁寧に手作業で選別
し、焙煎した豆が自慢の珈琲豆専門
店。新鮮さと香りにこだわるため、粉
での販売はせず、豆のままでのみ販売
する。K筑紫野市二日市中央6-6-
20k西鉄二日市駅から徒歩3分J12
～19時i毎月1、11、21、31日pあり

oさまざまな国の珈琲豆が並ぶ

1P14F3

筑紫野松庵

2092-925-0135

●ちくしのしょうあん

一番人気の「麩まんじゅう」は、そのツ
ルッとした皮の食感とやわらかなこし
あんのバランスが絶妙。史実に基づき
再現された、素朴な味わいの「はらふと
餅」を買えるのはこの店だけ。K筑紫
野市針摺西2-7-5k西鉄朝倉街道駅
から徒歩1分J9～19時（日曜、祝日～
15時）i不定休pなし

n（左）はらふと餅158円、
（右）麩まんじゅう126円

1P15B2

御菓子司 梅家

2092-922-7940

●おかしつかさ  うめや

昭和44年創業の和洋菓子店。人気の
レモンケーキ1個140円は、昔から
変わらぬ製法で作られている。フワ
フワの生地をレモンチョコでコー
ティングしてあり美味 ! K筑紫野市
二日市中央4-9-25k西鉄二日市駅
から徒歩3分J8時～19時30分
i不定休pあり

oレモンが香る爽やかな味

1P14E4

梅薫酢醸造元

2092-922-8800

●ばいくんすじょうぞうもと

o60種類以上の商品が並ぶ

地元の米と水を原料に、静置発酵、熟
成と、約1年かけて作られる醸造酢は
まろやかでコクがある。食べるお酢
420円、玉葱黒酢540円なども好評。
店内で試飲もできる。K筑紫野市山
口1927-1kJR二日市駅から山口行き
バスで20分、山口バス停下車、徒歩5
分J11～17時i無休p7台

1P14F4

博多名水本舗天水

2092-922-4132

●はかためいすいほんぽてんすい

天拝山の麓から湧き出る水「天水」10
ℓ100円の給水場。超軟水でクセがな
いと、地元の菓子店や飲食店にも使わ
れている。天水を使った漬物100円～
や無農薬野菜の無人販売スペースも
ある。K筑紫野市古賀888k九州自
動車道筑紫野ICから車で1分J24時
間i無休p7台

o給水場の裏山で天然水が湧く

1P15D4

●はかたおりけんじょうかんにしむら

博多織献上館
にしむら

2092-922-7128

150年以上の歴史を持つ博多織の織
元「織屋にしむら」の直営店。店内では
博多織の帯や着尺を中心に、小物も
展開。上品でモダンな博多織の世界に
ふれることができる。草木染のオリジ

m種類豊富に美
しい織物が並ぶ

ナル絹ストー
ルも評判だ。
K筑紫野市紫
7-3-5kJR二
日市駅から徒
歩10分G入場
無料J10～17
時i日曜、祝日
p15台

1P15C4

●ちくしのしれきしはくぶつかん（ふるさとかんちくしの）

筑紫野市歴史博物館
（ふるさと館ちくしの）

2092-922-1911

o九州国立博物館との連携企画も開催

弥生時代の銅鏡や鉄剣など国指定重
要文化財や江戸時代の宿場資料を展
示。筑紫野の深い歴史にふれてみよ
う。K筑紫野市二日市南1-9-1kJR
二日市駅から徒歩5分G入館無料（特
別展は有料の場合あり）J9～18時
（入館～17時30分）i月曜（祝日の
場合は翌日）、資料整理期間pあり

1P14G4

●じぇいえいちくし  ゆめばたけちくしのてん

JA筑紫 
ゆめ畑筑紫野店

2092-919-7117

JA筑紫が厳選した地元の農産物や、
味噌、菓子など加工品が揃った直売
所。広い店内に鮮魚店や食堂も併設
している。昼には売り切れる商品も多
いので、朝から行くのがオススメだ。
K筑紫野市筑紫613-1k西鉄筑紫駅
から徒歩3分J9～18時（日曜、祝日は
～17時）i無休p70台

o新鮮な食材がズラリ!

1P14F3

●えたーなるたいずちくしのてん

eternal ties 
筑紫野店

2092-408-6210

トレンド&定番アイテムをリーズナ
ブルに楽しめるレディースファッ
ションの店。バッグや靴、小物まで
クオリティの高いものが揃う。キッ
ズルームもあり、子連れママに人気。
K筑紫野市石崎1-7-2k西鉄朝倉
街道駅から徒歩7分J10～20時（日
曜、祝日は～19時）i木曜p4台

o1年中30～50％オフコーナーがある

1P14F4

●すとろべりーふぃーるずちくしのいちご・いちじくのうえん

ストロベリーフィールズ
筑紫野いちご・いちじく農園

2092-400-3239

数種類のイチゴが楽な姿勢で摘みと
れる。イチゴ狩り12月1日～5月6日
（1800円）、5月7～26日（1300円）。別予
約でジャム作り体験も可。9～10月は
イチジク狩りもあり。K筑紫野市筑
紫1278k九州自動車道筑紫野ICか
ら車で5分J9～17時（要予約）i月
曜（祝日の場合は翌日）p70台

oハウス内はベビーカーでもOK

1P14F5

●あでぃだすふっとさるぱーくふくおか

アディダス
フットサルパーク福岡

2080-4099-1992

アディダスが手がける九州では唯一
のフットサル施設。チームはもちろん、
個人で参加できるプログラムもある。
照明付きなので、ナイター利用でも楽
しめる。K筑紫野市美しが丘南1-12-
1kJR原田駅から徒歩7分G1面1時
間3500円～（要予約）J10～22時
i無休p1200台

oJFA公認の人工芝で膝への負担が少ない

1P14F5

●ごろうやまこふん（くにしていしせき）

五郎山古墳
（国指定史跡）

2092-927-3655

o五郎山古墳壁画（CG補色）

昭和22年（1947）に発見された装飾壁
画を持つ古墳。すぐそばの五郎山古墳
館では石室の実寸大レプリカも見学
できる。K筑紫野市原田3-9-5kJR
原田駅から徒歩8分G入館無料J9
～17時（入館～16時30分）※石室見
学は５日前までに要予約i月曜（祝日
の場合は翌日）pなし

1P15B22092-925-5487

昔ながらの豚骨ラーメンを味わえる
店。麺の固さだけでなく、脂の量やタ
レの量も自分好みに注文できる。定食
に付いてくる焼き飯はボリュームたっ
ぷり。K筑紫野市二日市中央4-10-
10k西鉄二日市駅から徒歩2分J11
時～13時40分LO、18時～24時15
分LOi日曜pなし

o1番人気の焼き飯定食750円

みっちゃんラーメン
●みっちゃんらーめん

1P15C32092-923-1888

二日市発、全国展開中の豚骨ラーメン
店の本店。約10時間かけて、じっくり
煮込んだスープとツルツルのストレ
ート細麺が相性抜群! チャーシュー
高菜丼250円も人気。深夜まで営業し
ているのも嬉しい。K筑紫野市二日
市中央1-9-7kJR二日市駅から徒歩2
分J11時～午前2時i無休pあり

o味わい深いらーめん600円

らーめん暖暮
●らーめんだんぼ

1P15B22092-922-9420

名物の鳥皮105円は、甘辛タレにカレ
ー味が絶妙なアクセントになり、やみ
つきになりそう! 豊富な串ものが揃
い、山芋鉄板500円、とん足300円な
どの一品メニューや女性に人気の果
実酒も充実。K筑紫野市二日市中央
4-7-13k西鉄二日市駅から徒歩3分
J17～24時i無休pなし

o創業33年の焼き鳥店

やきとり名島
●やきとりなじま

1P15C22092-928-0180

タマネギと果物をベースにしたカレ
ー（少400円～）の有名店。辛さは子ど
ももOKな甘口から激辛まで7段階で
調整できる。2つのカレーを味わえる
ハーフ&ハーフもある。K筑紫野市
二日市中央4-12-5k西鉄二日市駅
から徒歩3分J11時30分～14時45
分LO、17～21時LOi木曜p3台

oエビフライトッピングはプラス150円

ころしのカレー
●ころしのかれー

1P14E42092-928-3018

古民家を改築した隠れ家的な雰囲気
のレストラン。秋月の古処鶏を使った
炭火焼き会席コース山里の便り1980
円（約15品、ランチのみ）はボリューム
満点。夜のコースは2100円～。K筑
紫野市古賀931k九州自動車道筑紫
野ICから車ですぐJ11～15時、17時
～21時30分i不定休pあり

o囲炉裏を囲む掘りごたつ式の席

山灯家
●さんとうか

1P15A42092-928-7692

「当たり前のことを当たり前にするこ
と」が信条の店主のそばが評判。二八
と十割から選ぶことができ、細打ち
の麺によく絡むツユはキリッと辛口
で通好みだ。K筑紫野市塔原南2-6-
10k九州自動車道筑紫野ICから車
で7分J11時30分～15時、18～20
時（土・日曜のみ）i火曜p6台

o大盛り天ぷらが付く天せいろ1850円

手打そば一作
●てうちそばいっさく

mあご入兵四郎だ
し30袋入1890円

1P14F570120-849-888

長崎県平戸沖で獲れるうまみたっぷ
りのあご（飛魚）のダシが看板商品。ほ
かにも、料理のレパートリーが広がる
万能だれ「割烹がえし」や「兵四郎のよ
ね酢」など、便利でおいしい商品が多

数揃う。K筑
紫野市美しが
丘北3-1-3k
九州自動車道
筑紫野ICから
車で12分J9
時30分～17時
30分i日曜、
祝日p10台

味の兵四郎
●あじのひょうしろう

1P14F52092-927-3705

豆の鮮度・抽出からカップにまでこだ
わった珈琲をゆったりと楽しめるカ
フェ。オススメは3種のオリジナルブ
レンド各520円。1日限定20食の週替
わりランチ980円は予約がベター。
K筑紫野市原田6-5-5kJR原田駅か
ら徒歩2分J10～20時（日曜、祝日は
～19時）i不定休p8台

o不定期でライブも開催する

R's Cafe
●あーるず  かふぇ

1P14G52090-8353-1964

デザインから縫製まで一貫して行い、
オリジナルの帽子を制作するアトリ
エ兼ショップ。誰でもおしゃれを楽
しめるようにとフリーサイズの帽子
が多い。キュートなものからシック
なものまでバリエーション豊富に揃
う。帽子2900円～。K筑紫野市西小

田258k西鉄津
古駅から徒歩15
分J10～17時
※要事前連絡
i不定休p3台

●てづくりぼうしこうぼう くろき

手づくり帽子工房
くろき

m新作を心待ちに
するファンも多い

五郎山古墳館
1P15C2

●どんたくからしめんたい いけだや

どんたくからし
めんたい いけだ屋

2092-922-5920

北海道産タラコを秘伝のタレに漬け
込んだ辛子明太子の店。「良い商品を
リーズナブルに」をモットーに、お手
頃価格で販売する。いわし博多漬け
550g1260円もある。K筑紫野市二日
市中央3-6-3kJR二日市駅から徒歩3
分J9時30分～19時i日曜p40台
（二日市中央通り商店街駐車場利用）

nめんたい150g
贈答用1050円～

1P14E42092-925-4052

国産の麦や米、大豆などを原料に、昔
ながらの技法で作られた天拝みそが
評判の作業場兼店舗。自作の生姜で
作られ、秋冬に登場する甘生姜230円
も好評だ。K筑紫野市山口1912-
4k西鉄二日市駅から西鉄バス山口行
きで20分、山口バス停下車すぐJ8
～17時i日曜、祝日p5台

m天拝みそ
450g250円
～など

●のうじくみあいほうじん  やまぐちのうさん

農事組合法人
山口農産


