
九州産黒毛和牛の
小腸を厳選。秘伝の
タレで仕上げる逸品！

道の駅いとだ  　
駅長 真鍋 直嗣さん

駅長のオススメ

「筑豊 極ホルモン」
（濃みそホルモン鍋／旨塩もつ鍋）

九州産黒毛和牛の
小腸を厳選。秘伝の

さん

香春が発祥の地の筑
豊ラーメン。焼豚ブ
ロックが入った３食入！

道の駅 香春    　
駅長 久田 泰之さん

駅長のオススメ

「筑豊ラーメン」
1,890円

（焼豚ブロック入り）香春が発祥の地の筑
豊ラーメン。焼豚ブ
ロックが入った３食入！

さん

「筑豊ラーメン」 霊峰・英彦山の源流
水で作った自慢のオ
リジナル商品です！

道の駅 歓遊舎ひこさん
支配人 陣矢 栄司さん　

駅長のオススメ

霊峰・英彦山の源流
水で作った自慢のオ
リジナル商品です！

道の駅 歓遊舎ひこさん
さん

「英彦山もめん豆腐・豆乳」
（国産「ふくゆたか」使用）

しじみの旨みがたっ
ぷりな味噌。五臓六
腑にしみ渡る味です！

道の駅おおとう桜街道
支配人 梅林 英三さん　

駅長のオススメ

「大ちゃん味噌」（しじみエキス入り）しじみの旨みがたっ
ぷりな味噌。五臓六

道の駅おおとう桜街道
さん

「大ちゃん味噌」
1,000円

カナダふれあい朝市

地元で直売する新鮮さが
自慢！ 町おこしの一環と
して開催されてきた朝市
には、安心・安全・安価な
旬の新鮮野菜や加工品な
どこだわりの品が並ぶ。

☎ なし
営業▶毎週 水 土のみ営業
MAP▶P15.B-1／7:00―12:00
福智町 金田 841-6

正の館

生花・米・野菜・その他加
工品など、質の高い商品
を直売。筑豊地区でも美
味しいと評判の「上野産
夢つくし」や、手作り味噌、
天然酵母パンなどが人気。

☎ 0947-28-2141
8:00―17:00（10月は17:30まで）
MAP▶P15.A-1／毎週 月 定休
福智町 上野 367-1

物産館 拾伍

田川直方バイパス沿いで
交通の便が良く、分かりや
すい立地。産直新鮮野菜
が並べられた店の隣には
手作り焼き立てパンが人
気の「パン工房拾伍」も。

☎ 0947-22-5522
定休▶毎週 木
MAP▶P15.B-2／8:00―18:00
福智町 伊方 4449-1

ふくちの郷

朝採れ新鮮野菜や加工品
がおススメ。ふくちのおば
ちゃんの手作りみそ、イチ
ゴ農家の手作りあまおう
ジャム、お米農家のピリ辛
高菜漬け等をご賞味あれ。

☎ 0947-22-7474
定休▶第３月
MAP▶P15.A-2／9:00―18:00
福智町 弁城 1320

上野の里ふれあい市

伝統的工芸品・上野焼の窯
元が点在する県道62 号
線沿いにある直売所。お
すすめは「赤池梨」に「梨
ワイン」、「生花」や「上野
の里米」、「お弁当」も人気。

☎ 0947-28-2017
定休▶お盆・年末年始
MAP▶P15.A-2／8:30―17:00
福智町上野 2811-1

赤村特産物センター

「安い・新鮮・うまい・安心」
がモットーの赤村の特産
物が並ぶ。村で採れた有
機栽培・無農薬・減農薬栽
培による新鮮野菜、果物・
米・加工品の格安直売所。

☎ 0947-62-2990
定休▶年末年始
MAP▶P15.D-4／8:30―17:00
赤村 赤 5951-1

川崎町農産物直売所Ｄｅ・愛

安心・安全・新鮮な地元農
家の野菜や加工品に自信
あり。歳末の感謝祭では
地元加工部によるこだわ
りの一品など、１年の感
謝を込めた商品がそろう。

☎ 0947-72-8249
定休▶年末年始
MAP▶P14.D-2／9:00―17:30
川崎町 安真木 5308-1

糸田ふれあい市

毎週日曜日にオープンす
る「ふれあい市」は田川農
協の婦人部が中心となっ
て運営する朝市。糸田で
作られた新鮮な野菜や生
花などが販売される。

☎ 0947-26-4025
営業▶日曜日のみ営業
MAP▶P15.C-2／9:00―14:00
糸田町 2142-1

来てみんね かながわ

会員により運営される「JA
たがわ金川支所」内のお店。
地元特産の「金川牛」や四
季それぞれの旬野菜、いち
じく、イチゴなど安くて新
鮮な地元の特産品を販売。

☎ 0947-46-1273
定休▶年末年始
MAP▶P15.B-2／9:00―18:00
田川市 夏吉 1770-3

たがわ炭都物語

「地元産で環境にやさし
く、健康によく、美味しい
もの」がコンセプト。加工
品や雑貨を中心に、山本
作兵衛氏の書籍とともに
販売。24 年４月オープン。

☎ 0947-45-9630
定休▶毎週 月（㊗の場合翌日）
MAP▶P15.C-2／10:00―17:30
田川市 伊田 2734-1

道の駅 香
か

春
わら

新鮮な地元特産がそろう拠点施設
国道201号線沿いにある
香春町の新たな拠点。軽
食やコンビニも併設したドラ
イバーにうれしい道の駅で、
店内は地域の特産がずらり。

JR・平成筑豊鉄道「田川伊田駅」から車で約15分
営業▶9:00―18:00︱定休▶第３水︱駐車場▶88台︱路線▶国道201号
香春町大字鏡山1870-1︱MAP▶P15.B-3︱☎ 0947-32-8727

10月28日日に農産物の特売をはじ
め、餅つき後につきたてお餅を即売。
そのほか楽しいイベント盛りだくさん！

特売とつきたてお餅を即売
３周年記念イベント

10月28日日に農産物の特売をはじ
催し

道の駅
香春の

道の駅おおとう桜街道

一日楽しめる日本最大規模の道の駅
驚きの敷地面積を誇る日
本最大級の道の駅。入口
の陶壁や総工費 1億円の

「優美トイレ」など癒やしの
空間を演出。温泉施設「さ
くら館」と農産物直売所や飲食店が入った

「もみじ館」に分かれ、敷地内には子ども
が楽しめる大型遊具や電動カートも充実！

駐車場▶約500台︱JR・平成筑豊鉄道「田川伊田駅」から車で約10分
営業▶9:00― 直売所18:30・食事19:00・温泉22:00まで︱路線▶八女香春線
大任町今任原1339︱MAP▶P15.C-3︱☎ 0947-63-4430︱定休▶年末年始

12月上旬から１月末まで、平成の年度数と同
じ段数で制作し、高さ約20ｍもある門松を
設置。世界一を誇る門松をぜひご覧ください！

世界一の巨大門松
平成石炭門松

12月上旬から１月末まで、平成の年度数と同
名物
おおと

う桜街
道の

道の駅歓
かん

遊
ゆう

舎
しゃ

ひこさん

霊峰英彦山の麓で育った逸品が揃う
自然豊かな添田で育まれた
安全で新鮮な農林産物や
郷土色豊かな品を展示即
売。旬の野菜をふんだんに
使ったバイキングも人気。

JR・平成筑豊鉄道「田川後藤寺駅」から車で約30分
営業▶9:00―18:00︱定休▶12/31︱駐車場▶120台︱路線▶県道52号
添田町野田1113 -1︱MAP▶P14.E-3︱☎ 0947-47-7039

１年間の感謝を込めた周年祭を11月18
日日に開催。商品の安売をはじめ、大
人気の「空くじなしの抽選会」を実施。

一年の感謝を込めた周年祭
13周年祭

１年間の感謝を込めた周年祭を11月18
催し

歓遊舎
ひこさ

んの

道の駅いとだ

福岡方面からの玄関口で迎える新施設
かつての豊前と筑前の国
境の要衝に位置する道の
駅いとだ。旬の味覚を取
りそろえる物産直売所「お
じゅごんち市場からすお」
では、毎月第３日曜日に「おじゅごんち市」
を開催。フードコートでは、名物の「石炭
ソフト」をはじめ多彩なメニューをご用意。

JR・平成筑豊鉄道「田川後藤寺駅」から車で約10分
営業▶9:00―18:00︱定休▶なし︱駐車場▶110台︱路線▶国道201号
糸田町162-4︱MAP▶P15.C-1︱☎ 0947-26-2115

毎月第３日曜日に開かれる「おじゅごん
ち市」。10月は「秋の大収穫祭」、12月
は「クリスマスイベント」を盛大に開催！

旬野菜や話題の品が店頭にずらり
10・12月の「おじゅごんち市」

旬野菜や話題の品が店頭にずらり

毎月第３日曜日に開かれる「おじゅごん
催し

道の駅
いとだ

の

一年の感謝を込めた周年祭特売とつきたてお餅を即売

設置。世界一を誇る門松をぜひご覧ください！

各 2,100円

300円
（1ℓ） 120円

「しんかい（糸田町）」より出荷

道の駅＆物産
館

もっと「寄り道
」したくなる！

魅力と味力に
出会う新鮮市

1213




