
　赤村大字赤1166-2　
　0947-62-3000/ 赤村役場 政策推進室
　10：00～16：00（約30分間隔で運行）　
　50台
　大人（中学生以上）300円・小学生150円・幼児無料

　添田町添田2282　　0947-31-4040
　【工場稼働時間】
　月～金/9：00～11：45、13：15～16：30　
　【売店営業時間】9：00～ 17：00　
　年末年始　　約20台

運行予定日 （変更の場合あり）
3月12日（日）、4月9日（日）、
5月14日（日）、6月11日（日）、
7月  9日（日）、8月  6 日（日）

Point!

中央
歴史と自然に
触れる旅

エリア
香春町・田川市・川崎町

五徳のれんげ五徳のれんげ
香春町 p.9 B-2MAP 4

香春れんげ米は、道の駅 
香春にて販売しています。

Point!

■香春町高野1019-13　■0947-32-6990
■9：00～19：00　■月曜（月曜が祝日の場合はその翌日）
■5台

洋菓子のブッシュ

田川が舞台となった小説「青春の門」の織江をイ
メージして作られたチーズブッセ。ふわふわス
ポンジにチーズクリームがたっぷりサンドされ
ていて、優しくて甘酸っぱい初恋の味。
※6月から改装し、8月にリニューアルオープン
　（8月以降は、営業時間・定休日の変更有り）
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香春町 p.9 B-3MAP 12

■田川市大字弓削田関の山3782-1
■0947-44-3573
■11：30～15：00（14：00 オーダーストップ）
　17：30～ 21：00（20：00 オーダーストップ）
■木曜　■30台

ベルセゾン ナカムラ

魚料理と肉料理のどちらも楽しめるAコースは
お昼の人気メニュー。美しい盛り付けとシェフの
技が光るお料理なので、きっとご満足いただけ
ます。（Aコースはランチのみ）
また、中村美術館・四季会席 好日庵・多目的ホー
ル 美音も併設しています。

所
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田川市 p.9 C-1MAP 13

いちご園 ムノーディ

床がコンクリートのハウスなので、ヒール・ベビーカー・
車椅子でも気軽に入れます。
※予約で調整を図りますので、事前にお問い合わせください。

床がコンクリートのハウスなので、ヒール・ベビーカー・
車椅子でも気軽に入れます。
※予約で調整を図りますので、事前にお問い合わせください。

いちご狩り 体験（要予約）
持ち帰り：入園料200円+量り売り230円 /100g ※料金は時期により変動します
食べ放題（30分）：大人2,000円・小学生1,800円・3歳以上1,000円 [入園料込み ]

いちご狩り 体験（要予約）
持ち帰り：入園料200円+量り売り230円 /100g ※料金は時期により変動します
食べ放題（30分）：大人2,000円・小学生1,800円・3歳以上1,000円 [入園料込み ]

川崎町

■田川市大字伊田2734-1　■0947-44-5745
■9：30～17：30（入館は17：00まで）
■月曜（月曜が休日の場合は火曜。火曜以降も休日が続く場合は、連休終了日の翌日）
■20台

田川市石炭・歴史博物館

ユネスコ世界記憶遺産「山本作兵衛コレクション」を適切に保存・
展示するために改修工事を行っています。再オープン後は、企画
原画展の実施や各種イベントを行う予定です。
※改修期間中（平成29年4月28日まで）は、産業ふれあい館を
　無料開放
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田川市

カフェ 亀草庵
川崎町 p.8 E-2MAP 14 ■川崎町大字安真木6388

　（魚楽園内）
■0947-72-7777
■10：00～16：00
■月曜、第3火曜
　（月曜が祝日の場合はその翌日）

■50台

旬のフルーツをふんだんに使ったワッ
フルにメープルシロップと亀蜜原液の
ブレンドシロップをたっぷりかけてい
ただく一品。お肌にもよいので、女性に
喜ばれるメニューです。

所
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p.8 D-2MAP 6

p.9 C-2MAP 5

■大任町今任原付近（道の駅おおとう桜街道横）　
■大任町役場 産業経済課 /0947-63-3001
■約500台
（道の駅おおとう桜街道）

おおとう花公園

1日中遊べる道の駅おおとう桜街道に併設する
おおとう花公園では、4月上旬には菜の花が見
頃に。昨年完成した展望台からは菜の花を360
度見渡すことができます。
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大任町 p.9 C-3MAP 8

高設栽培で摘みや
すく、あまおう専門
で栽培しています。

Point!

美しい調度品に囲まれ
た空間で、旬の食材を
活かしたフレンチがい
ただけます。

Point!

■赤村大字赤6957-1　■0947-62-2499
■11：00～17：00　■不定休　■20台

お食事処 あかの駅

お店の名物で人気メニューのしょう油焼きは、白
菜・天ぷら・豚肉・うどん等が入っていて、ここ
でしか食べられない唯一無二のお好み焼き。マヨ
ネーズ・一味の有無はお好みで選べます。

所 ☎
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赤　村 p.9 C-4MAP 17

魚楽園で昔から作られ
てきたすっぽん酵素と
コラーゲン配合の酵素
蜜を使ったスイーツが
おすすめ。

Point!

お客様に満足していただ
けるよう、ボリューム満点
のメニューが多数。リピー
ターが多く、メニュー開発
にも力を入れています。

Point!

▲ オリエの恋110円

▲ しょう油焼き
525円

■添田町大字添田2141-2　■0947-31-3100
■9：30～18：30　■日曜　■4台

PANET（パネット）

毎日食べても「安心・安全・美味しい」をモットー
に焼き上げられる PANETのパン。デトックス効
果が期待できる竹炭パウダーを混ぜたバター食
パン（炭）には、北海道のよつ葉バターを使用して
います。数に限りがあるので、火・木・土曜限定
の商品です。

所 ☎
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添田町 p.8 E-3MAP 15

大人のソーセージ ▲ 
フランス　　390円

▲ ハーフサイズ
　 220円

一口サイズ ▶
1個  60円　 
3個150円　 

▲ ハーフサイズ
　 220円

一口サイズ ▶
1個  60円　 
3個150円　 

■大任町大字大行事3126-1　■090-5282-9857
■平日/11：00～14：00、土・日・祝日/11：00～
■不定休　■13台

キッチン Wapo

色とりどりの野菜と手作りカツにたっぷりと和
風出汁をかけていただくかつまぶしは、新感覚
のカツ丼。カツに味がついているので、まずは
そのままで一口。その後出汁をかけて食べると、
一品で2つの味が楽しめます。

所 ☎
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大任町 p.9 D-3MAP 16

▲ Wapo特製 かつまぶし
750円

▼ Aコース3,780円

▲ 季節の果物を使ったフルーツワッフル  720円

南
みんなで
ワイワイ旅

エリア
添田町・大任町・赤村

添田町めんべい工場

工場見学の他、売店では地域限定の「めんべい」や
明太子、町の特産品等を購入できます（試食も多
数あり）。工場見学を事前予約された方には、明
太子等の試食ができる特典がつきます。

■添田町添田2282　■0947-31-4040
■【工場稼働時間】
　月～金/9：00～11：45、13：15～16：30　
　【売店営業時間】9：00～ 17：00　
■年末年始　■約20台
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添田町 p.8 D-3MAP 7

■赤村大字赤1166-2　
■0947-62-3000/ 赤村役場 政策推進室
■10：00～16：00（約30分間隔で運行）　
■50台
■大人（中学生以上）300円・小学生150円・幼児無料

赤村トロッコ油須原線

一度も走ることなく廃線となった、旧国鉄油須
原線を走る観光トロッコ。往復約3.4ｋｍを約25
分でゆっくりと走り、終点のトンネルではコウ
モリが迎えてくれます。

一度も走ることなく廃線となった、旧国鉄油須
原線を走る観光トロッコ。往復約3.4ｋｍを約25
分でゆっくりと走り、終点のトンネルではコウ
モリが迎えてくれます。
所
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赤　村 p.9 C-3MAP 9

昨年4月に発足した女子ソ
フトボールチームは、終業
後や休日に工場横のグラウ
ンドで練習しています。
2017年度より本格始動！

Point!

夏はヒマワリ、秋はコスモ
スが一面を埋め尽くすよう
に咲き誇ります。

Point!

店長おすすめ！
大人のソーセージフランス
創業時から人気のパンで、約
40cmのソーセージを丸ごと
1本使用。辛すぎないので、
お子さまでも召し上がれます。

Point!

▼ バター食パン（炭）
365円 /1斤
1,095円 /1本

店長おすすめ！
からあげ定食  680円
カラッとあがったジューシーな
からあげは、濃い目の味付けで
食欲をそそります。（からあげ
単品は1個からでも注文可）

Point!

お食事処 あかの駅

お店の名物で人気メニューのしょう油焼きは、白
赤　村

香春れんげ米は、道の駅 
香春にて販売しています。

Point!

Point!
店長おすすめ！
シュークリーム160円
生クリームを使わない濃厚な
カスタードクリームがずっし
り入っていて、人気の一品です。

※6月から改装し、8月にリニューアルオープンニューアルオープン
　（8月以降は、営業時間・定休日の変更有り）

※予約で調整を図りますので、事前にお問い合わせください。※予約で調整を図りますので、事前にお問い合わせください。※予約で調整を図りますので、事前にお問い合わせください。※予約で調整を図りますので、事前にお問い合わせください。※予約で調整を図りますので、事前にお問い合わせください。

　川崎町大字安眞木4410-2　
　090-2713-6241
　10：00～16：00※1月～4月いっぱい（なくなり次第終了）
　月曜（月曜が祝日の場合はその翌日）※いちごの状況によります
　20台

■川崎町大字安眞木4410-2　
■090-2713-6241
■10：00～16：00※1月～4月いっぱい（なくなり次第終了）
■月曜（月曜が祝日の場合はその翌日）※いちごの状況によります
■20台
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※改修期間中（平成29年4月28日まで）は、産業ふれあい館を
　無料開放

　香春町五徳地区等
　0947-32-8406/香春町役場 産業振興課　
　なし

■香春町五徳地区等
■0947-32-8406/香春町役場 産業振興課　
■なし

所
☎
P

予定！

2017.4.29（土・祝） 再オープン！

香春町が推進している”香春れんげ米”のため
に植えられるれんげは、春になると辺り一
面に咲き誇り、香春岳のそばで春の自然を
満喫することができます。4月からの1か月
間が見頃。

香春町が推進している”香春れんげ米”のため
に植えられるれんげは、春になると辺り一
面に咲き誇り、香春岳のそばで春の自然を
満喫することができます。4月からの1か月
間が見頃。

工場見学（予約制）も
できます！
工場見学（予約制）も
できます！

事前予約された方向けの試食
（写真は1テーブル分）
事前予約された方向けの試食
（写真は1テーブル分）
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