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※新型コロナウイルス感染症の影響などにより、営業時間の短縮・変更または休業となる場合がありますので、事前に問合せ先にご確認ください。

四季で表情を変える自然に包まれた安らぎの温
泉。内湯と露天風呂、ジャグジー、大型サウナがあ
り、2つの浴場を日替わりで楽しむことができます。

所 赤村大字赤5251-3　☎ 0947-62-2851/温
泉 0947-62-2911/宿　P 約150台
営 10：00～21：00（受付20：00まで）
休 第3木曜（3・7・８月を除く）・年末
年始　¥ 大人（中学生以上）600円・
子ども（5歳以上）400円、家族風呂
1時間：1,500円（入館料別）　

赤村ふるさとセンター 源じいの森温泉

のんびり、ゆったり、癒やしの時間

赤　村

施設DATA

日本最大級の道の駅にある温泉施設。大浴場や
露天風呂の他、県内では珍しい薬石浴など充実
した施設で日々の疲れを癒やすことができます。

所 大任町今任原1339　☎ 0947-63-4126
P 約140台　営 10：00～22：00
休 不定休　¥ 大人600円・小学生500円、薬石
浴（大浴場・露天入浴可）入浴料・大人1,100
円・小学生1,000円、家族風呂1時間：1,100円
（入館料別）

道の駅おおとう桜街道 天然温泉さくら館

大任町

施設DATA

ゆとりある空間づくりをテーマにした天然温泉。
すべての人に優しいユニバーサルデザインとバ
リアフリーが充実した施設です。

所 福智町神崎1056-30　☎ 0947-48-3333
P 約140台 営 10：00～22：00（受付21：00まで）
休 第3水曜（祝日の場合翌日休）  ¥ 一般（中学
生以上）650円・小学生400円・幼児（3歳以上）
300円、家族風呂1時間：平日1,600円（入館料
別）、土日祝1,900円（入館料別）

ふるさと交流館 日王の湯

福智町

施設DATA

源泉はヌメリのある良質なアルカリ鉱泉。香春
岳や福智連峰を見渡せる、源泉掛け流しの露
天風呂が好評です。

所 田川市伊田5030-1　☎ 0947-42-1168
P 約40台　営 10：30～23：00
休 第3水曜　¥ 大人680円・子ども（4歳～小学
生）350円、貸切風呂1時間半：700円（入浴料
別）、岩盤浴セット900円（入浴料含、女性専用）

天然温泉 松原温泉

田川市

施設DATA

源泉掛け流しの良好な泉質が人気。大浴場、足
湯の他、景色を楽しめる広 と々した露天風呂が
あり、夜は満天の星空が広がります。

所 福智町弁城1300-1　☎ 0947-22-6667
P 約260台 営 10：00～22：00（受付21：30まで）
休 第3月曜（祝日の場合翌日休） ¥ 大人（中学
生以上）650円・小学生400円・幼児（3歳以上）
300円、家族風呂1時間：平日1,600円（入館料
別）、土日祝1,900円（入館料別）

ほうじょう温泉 ふじ湯の里

福智町

施設DATA

ナトリウム炭酸水素塩泉で「美肌の湯」としての効
能があり、宿泊や日帰り入浴も可能。豊かな自然に
囲まれ、四季折 の々景観が堪能できるのも魅力です。

所 添田町英彦山233-5　☎ 0947-85-0121
P 約20台（臨時P有り）
営 11：00～16：00
休 年2回（6月、12月に点検休館日有り）
¥ 大人600円・小学生400円・3～6歳300円

ひこさんホテル 和（なごみ）

添田町

施設DATA

温 泉田川地域の

施設DATAの説明

タオル

グレーのアイコンは該当なし

バスタオル 石鹸 シャンプー ドライヤー
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※掲載情報は2023年1月末のものです。発行後に営業時間や料金などの内容が変更になる場合がありますのでご了承ください。最新の情報は各店舗等へ直接お問い合わせください。
※定休日は原則ゴールデンウィーク、お盆、年末年始を除いています。

1億円トイレや温泉施設、農産
物直売所、飲食店、子どもに大
人気の大型遊具や電動カート
など家族みんなが楽しめます。

道の駅 おおとう桜街道

大任町

所 大任町今任原1339　☎ 0947-63-4430　P 約500台　
営 直売所9：00～18：30、食事10：00～19：00、温泉10：00～22：00、ドッグラ
ン11：00～16：00　休 不定休

施設DATA

地元の特産品が並ぶ物産館や
新鮮な地元野菜を使用したレス
トラン、モノライダーや遊具があ
る「こどもわくわくパーク」などが
あり、1日中楽しめます。

道の駅 歓遊舎ひこさん

添田町

所 添田町大字野田1113-1　☎ 0947-47-7039　P 約135台　
営 9：00～18：00　休 不定休

施設DATA

物産直売所「わぎえの里」では、
安全で新鮮な野菜や、地元食
材を使った漬物、お菓子などの
加工品や工芸品などを販売し
ています。

道の駅 香春

上野焼協同組合 陶芸館

香春町

福智町

所 香春町大字鏡山1870-1　☎ 0947-32-8727　P 約100台　
営 9：00～18：00　休 1/1～1/3

施設DATA

旬の味覚を取りそろえる物産
直売所では、毎月第3日曜に
「おじゅごんち市」を開催。
フードコートでは名物「石炭ソ
フト」が味わえます。

道の駅 いとだ

糸田町

所 糸田町162-4　☎ 0947-26-2115　P 約110台　
営 9：00～18：00　休 1/1～1/2

施設DATA

田川のお土産、買いに行こう

道の駅 & 物産館
施設DATAの説明

飲食

グレーのアイコンは該当なし

EV充電 子ども用トイレ オムツ交換台 ATM

所 福智町上野2811
☎ 0947-28-5864　P 約60台 
営 10：00～17：00
休 毎週火曜
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上野の里 ふれあい市

福智町

所 福智町上野2811-1
☎ 0947-23-0888　P 約60台 
営 8：30～18：00
休 年末年始
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川崎町農産物直売所「De・愛」

川崎町

所 川崎町大字安眞木5308-1
☎ 0947-72-8249　P 約50台 
営 8：00～18：00
休 12/31～1/4
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赤村特産物センター

赤　村

所 赤村赤5951-1
☎ 0947-62-2990　P 約100台 
営 8：30～18：00（1～3月は17：
00まで）　休 12/31～1/5
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物産館・パン工房 拾伍

福智町

所 福智町伊方4449-1
☎ 0947-22-5522　P 約12台 
営 9：30～17：00
休 毎週木曜・盆・12/30～1/5
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正の館

福智町

所 福智町上野367-1
☎ 0947-28-2141　P 約20台 
営 8：00～18：00
休 盆・年始
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ふくちの郷

福智町

所 福智町弁城1320
☎ 0947-22-7474　P 約25台 
営 9：00～18：00（冬期は17：00）
休 第3月曜（祝日の場合はその翌日）
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来てみんね かながわ

田川市

所 田川市夏吉1770-3
☎ 0947-46-1273　P 約30台 
営 9：00～18：00
休 1/1～1/4
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にて発信中！

TEL 0947-45-0700一般社団法人 田川広域観光協会お問い合わせ

チャンネル登録
お願いします

「魏志倭人伝を解く」
序章
邪馬台国田川説の濫觴

ここにあり 邪馬台国 － 卑弥呼が祭った鷹羽の神々、始まりは『ひこ山』から － 
香春岳の銅と皇朝十二銭
神武天皇は筑豊に東征した － 現地伝承と日本書紀 －

2,970 円
（税込）

田川古代史講座

田川古代史講座

講 師

福永 三晋

好評販売中！
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