その規模、まさに九州最大！
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店の逸品を心ゆくまで…

55

グルメ

音楽

器

スイーツ

「福智☆リッチビール」
や「安心院ワイン」にも
合う絶品グルメが集合！

ステージ上で展開する
福智町音楽祭の旋律に
包まれるドーム会場！

伝統美を誇る上野焼が
特製のスイーツを彩る
魅力的な企画の数々！

55 店の逸品が一堂に
会する九州最大規模の
超絶スイーツイベント！

その規模、
まさに九州最大。
スイーツ

器

音楽

あが の やき

小倉城主・細川忠興公が創始した大名茶陶「上野焼」
。
「かもめの水兵さん」等数々の名曲を残した河村光陽。
茶会を彩る「スイーツ」と400年以上の伝統を誇る「器」
、
旋律の里として育まれた「音楽」のステージ…
３つの魅力が彩る大空間が、福智の里で実現します。
３万人以上来場する九州最大規模のスイーツイベント。
進化する大茶会がお届けする感動にご期待ください！
３
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︱直方市︱

︱飯塚市︱

菓子工房

お菓子の専門店

オヤマダ

︱福岡市東区︱

VISAVIS

セゾン

Oyamada

こだわりの焼き立て
「マ
ロンタルト」や「アップ
ルパイ」
、人気商品「くま
のてプリン」や「くまのて
ロール」
もご用意します。
【本店】
直方市頓野983-7
営 10:00-19:30 休 なし
☎ 0949-28-8288

13日土のみ出店

Saison

店内が焼きたての香りに
包まれたお菓子の玉手箱
のようなセゾン。
「一福」
は八女抹茶チョコの竹炭
ラングドシャの名品です。
飯塚市東徳前12-37
営 10:00-20:00 休 火曜日
☎ 0948-25-2822

ヴィザヴィ

幻と言われる太秋柿を
丸ごとくり抜き、中にカ
スタードクリームを忍ば
せた
「太秋柿と卵のプリ
ン」
や焼菓子などを販売。
【土井店】
福岡市東区土井1-7-18
営 9:00-21:00
休 なし
☎ 092-691-6336

︱香春町︱

︱行橋市︱

︱福岡市中央区︱

︱福岡市中央区︱

菓子工房

お菓子のリーフ

Éclair Atelier
Cecil Blue

I's Sweet
Labo

ブッシュ
Buche

Leaf

エクレール アトリエ セシルブルー

バターで作った風味豊
かなシュー皮のフワッ
フワなロールケーキ。
中に和栗を包み込んだ
秀逸シューロールです。

モンドセレクション金賞の
ベルギーチョコたっぷり
な生チョコサンドとバウム
クーヘンをデコレーション
したdecobaumをご用意!

ジャンルにとらわれない
素材選びとそれらを最
大限に活かした九州唯
一のエクレア専門店。エ
クレアで笑顔と幸せを。

田川郡香春町大字高野1019-13
営 9:00-19:00 休 月曜日
☎ 0947-32-6990

【行橋店】行橋市西泉 3-19-1
営 9:00-19:00
休 月曜日
☎ 0930-55-2200

福岡市中央区薬院 2-14-25
営 11:00-20:00 休 月曜日
☎ 070-5692-7099

アイズ スイーツ ラボ

濃密熟ショコラをはじ
め、シンプルかつ贅沢
な逸品をこだわりシェフ
がプロデュース。職人
の技で至福のひと時を。
【本社】
福岡市中央区港2-11-2
URL:http://is-sweet-labo.jp/

︱桂川町︱

︱福岡市城南区︱

︱大牟田市︱

︱直方市︱

菓子工房

菓子館 木太久

大牟田 長㟢屋

アンコールアン

メルシー
Merci

国の特別史跡「王塚古
墳」を模したマドレーヌ
「古代の鍵」は桂川の特
産品。餡とバターの和
洋コラボが楽しめます。
嘉穂郡桂川町豆田441-3
営 10:00-20:00 休 火曜日
☎ 0948-20-2220

Kitaku

黄栗一粒を餡に絡めパ
イで包んだ
「くりRIN」
、焼
いもをパイにのせて焼い
た
「かんたRO」
、常温保
存は3日。ぜひ手土産に。
福岡市城南区別府1-21-17
営 10:00-20:00 休 なし
☎ 092-843-0058

Encore Un

Omuta Nagasakiya

創業100年、伝統の美
味しさを伝える老舗。代
表商品のカステラは、
しっとり軽い口当たりと
素材の甘みが絶品です。
【本店】大牟田市大正町 4-6-1
営 9:00-19:00
休 元日
☎ 0944-55-1313

地元産卵を使った
「抹茶
ロールケーキ」や人気の
チョコレートケーキ「ショ
コラ」や「ジャバ」など
豊富なケーキをご用意。
【本店】直方市感田1386-1
営 10:00-19:00 休 木曜日※
☎ 0949-26-3655
※木 が 祝 の場合は営業

︱福岡市中央区︱

菓匠 熊久

︱直方市︱

︱福岡市東区︱

菓子工房

お菓子の工房

irotoridori
イロトリドリ

Kumahisa

創業240有余年。名物
「麩まんじゅう」は、もち
もちの生麩とこだわりぬ
いた自慢のあんこが絶
妙にマッチしています。
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ただいま人気急上昇中
のスイートポテト。自家
製の白餡、焼芋、鹿児
島産芋ペースト、隠し味
にチーズを使用しました。

福岡市中央区赤坂1-15-21
営 10:00-19:00※ 休 不定休
☎ 092-737-3993

直方市植木 696-1
営 10:00-20:00※ 休 火曜日
☎ 0949-22-0030

※日 祝 は18:00まで

※日 祝 は19:00まで

オペラ

OPERA

八女抹茶純生クリームを
たっぷり使ったプチシフォ
ンケーキはこの大茶会限
定の逸品！ふわふわな口
溶けをお楽しみください。
【松崎店】福岡市東区松崎3-14-1
営 10:00-19:00 休 月曜日
☎ 092-629-3232

︱北九州市小倉南区︱

アンプティスター
un petit star

あの「ざるチーズ」発祥
のチーズケーキ専門店。
30種のチーズケーキか
ら厳選！ワインやお酒に
合う大人のデザートも。
北九州市小倉南区志徳2-6-15
営 10:00-19:00 休 火曜日
☎ 093-964-7389

FUKUCHI SWEETS DAICHAKAI
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︱福岡市博多区︱

︱田川市︱

︱福津市︱

︱苅田町︱

チョコレート
ショップ

西洋浪漫菓子

ケーキハウス

カフェ
コテツクン

Chocolate Shop

萬平浪漫

アン

MANPEI ROMAN

「博多のチョコのはじま
りどころ」として名高い
チョコ専門店。至高の
生チョコとケーキ「博多
の石畳」が超有名です。

地元の名店・萬平浪漫。
気になる今年一押しス
イーツは、冷たいままでも
あたためても美味！そん
なバナナチーズケーキ。

【本店】福岡市博多区綱場町3-17
営 10:00-19:00 休 不定休
☎ 092-281-1826

田川市大字伊田 3483-6
営 9:30-19:00
休 不定休
☎ 0947-42-8859

AN

代表商品は「チーズイン
バウム」
。風味豊かな
ハードタイプのバウムクー
ヘンに濃厚なクリーム
チーズを詰め込みました。
【福津店】
福津市光陽台4丁目1-7
営 10:00-19:00 休 日曜日
☎ 0940-43-3356

Cafe Kotetukun

カルピスバター等トッ
プブランドの素材を厳
選したチーズケーキ、
無添加の３種のプリン
などをご提供します。
京都郡苅田町南原1613
営 11:00-18:00 休 日
・第4月
☎ 093-434-5167

︱北九州市小倉北区︱

︱宮若市︱

︱糸田町︱

︱北九州市八幡西区︱

辻利茶舗

瀬川菓子舗

ケーキハウス

grandir
kiki

Tsujirichaho

プルンとやわらかく、もっ
ちりとした抹茶風味を
しっかり感じるわらび
餅。別添の黒蜜をかけ
てお召し上がりください。
【魚町店】
小倉北区魚町3-2-19
営 10:00-20:00 休 元日
☎ 093-521-3117

ボヌール

Segawakashiho

創業95年。代表銘菓
キャロッ
トや黒丸、
旬の果
物をふわふわ餅で包んだ
「まるごとフルーツ大福」
で感動をお届けします。
宮若市上大隈 757- 6
営 9:00-18:00
休 水曜日
☎ 0949-32-0238

Bonheur

グランディール キキ

イチ押し商品のブリュレ
や大人気のシューバニ
ラなど多数ご用意いた
します。復活したダイヤ
の山羊羹もご賞味あれ！

カリッカリのスティッ
クシューをはじめ各種
生菓子を販売。10 種
以上の焼ドーナツ「黒
崎ロンド」も人気商品。

田川郡糸田町 3667-5
営 10:00-19:00 休 不定休
☎ 0947-26-2211

北九州市八幡西区筒井町13-7
営 10:00-21:00 休 不定休
☎ 093-632-1822

︱福岡市中央区︱

︱福岡市中央区︱

︱日本航空︱

︱福岡市東区︱

ドンバル

たらし屋 吾助

JAL

くるみの木

DOMBALLE

30年以上断トツの人気
の「おっぱいパン」
。毎
年売切必至です ! 今年
は卵、乳製品不使用の
「カンパーニュ」
もご用意。
福岡市中央区唐人町1-12-32
営 8:00-20:00
休 日曜日
☎ 092-741-5378

Tarashiya Gosuke

天然水と最高の餅米、職
人技にこだわり抜いた極
上の白玉。もはや串にさ
せない柔らかさをたっぷり
のたれでご賞味ください。
【舞鶴本店】福岡市中央区舞鶴2-2-6-1F
営 10:00-20:00 休 なし
☎ 092-761-5507

14日日のみ出店

JAL Booth

Kuruminoki

すっきりと甘酸っぱい
味わいで機内でも人気
のドリンク「スカイタイ
ム」をご提供。その他
企画もご期待ください！

香ばしいタルト生地と
厳選された栗が相性抜
群！
“絶品”
と評判の「モ
ンブラン」
ほか自慢の品
を一度お試しください。

JAL＆福智町
包括連携協定 締結記念
特別出店ブース

福岡市東区青葉1-6-1
営 10:00-19:00 休 火曜日
☎ 092-691-4743

︱NPO法人︱

︱嘉麻市︱

︱北九州市八幡西区︱

︱福智町︱

博多ミラベル21

TARTE＆SWEETS

シロヤ

ケーキとパンのお店

HAKATA MIRABELLE 21

F

SHIROYA

タルト＆スイーツ エフ

博多のフレンチやイタリ
アンの一流シェフ集団
「博多ミラベル 21」
。上
野焼茶会で特製創作ス
イーツをご堪能ください。

季節のフルーツを贅沢に
使った
「果麻タルト」
など
数種のタルトや特別牛
乳を使ったシューやプ
リンが売れ筋商品です。

【各日先着100】上野焼皿付
博多ミラベル 21特製スイーツ
上野焼抹茶セット特別出展

嘉麻市上臼井328-1道の駅うすい
営 10:00-18:30 休 水曜日
☎ 0948-62-2848

ちびちび

行列のできる創業60余
年のシロヤ。フワとろオ
ムレットや練乳サニーパ
ンなど、北九州が誇る
人気の味をお楽しみに。
【黒崎店】
八幡西区黒崎2-6-15
営 8:30-18:30 ※ 休 年末年始
☎ 093-621-4688

Chibi Chibi

地元・福智産のきな粉を
たっぷりかけた人気商
品の「福智もち」のほか、
アレルギー対応のケー
キなどをご用意します。
田川郡福智町弁城 3836-4
営 11:00 -17:00
休 月曜日
☎ 0947-22-2728

※日は18:00まで
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︱北九州市小倉北区︱

︱福岡市博多区︱

フランス菓子

PATISSERIE

果摘

RDEAR

Katsumi

︱北九州市八幡西区︱

パティスリー

pâtisserie

セイ・トオイ

ロディアル

︱飯塚市︱

ESPOIR

Sei Toi

エスポワール

北九州市を代表する名
店。秋限定の「抹茶栗
ロール」をはじめ、極上
のプリンなど、感動の
スイーツに出会えます。

あの芸能人おすすめス
イーツとしてTVで紹介さ
れた
「とろける生パフ」
は
芸能関係者の手土産品
としても人気の商品です。

ゴーダとカマンベールを
ブレンドし、口どけにこだ
わった
「こだわり
“極”
チー
ズ」
がイチ押し。やみつき
になるチーズケーキです。

筑豊の銘酒
「寒北斗」
を
ふんだんに混ぜ込んだ
ガトーショコラを、小カッ
プでご用意。マカロンや
アップルパイも人気です。

北九州市小倉北区大手町12-4
営 10:00-19:00 休 火曜日
☎ 093-582-8765

福岡市博多区住吉2-12-3
営 10:00-20:00 休 不定休
☎ 092-282-6683

北九州市八幡西区船越1-4-8
営 10:00-19:00 休 月
・第２火
☎ 093-619-3200

飯塚市川津 639-5
営 10:00-19:00 休 水曜日
☎ 0948-43-9343

︱みやこ町︱

︱福智町︱

︱田川市︱

フルーツ工房

FUKUCHI
CAFE

パティスリー

えふ

Efu

︱福岡市中央区︱

パティスリー

マルシェ

ふくちカフェ

オードシエル

Marche

Eau du ciel

果樹園を営み隣接する
直営レストラン。行列の
できるお店としても有名
で、とれたて新鮮果実を
使ったスイーツは絶品。

世界一の焙煎士・後藤直
紀氏が最高級の生豆で
特別に焙煎した
「福智ブ
レンドコーヒー」
をご提供。
2日間限定の味をぜひ！

食感と風味とコクで毎
年人気の「黒糖かりんと
シュー」やハロウィン限
定のかわいい器に入っ
たプリンなどもご用意。

しっとり食感の蒸焼ショコ
ラとなめらかチョコブリュ
レのハイブリッドスイー
ツ。クルミやフランボワー
ズの味がアクセントに。

京都郡みやこ町犀川大坂280-49
営 10:00-19:00 休 不定休
☎ 0930-42-3212

※スイーツ大茶会限定オープン
のため、店舗はありません。
☎ 0947-22-7766（福智町）

田川市大字弓削田332-6
営 10:00-20:00 休 不定休
☎ 0947-49-0033

福岡市中央区平尾 3-20-2
営 11:00-19:00 休 火曜日
☎ 092-982-5226

︱遠賀町︱

︱福智町︱

︱飯塚市︱

︱福岡市中央区︱

マキ・マキ屋

福智ブランド
ファクトリー

パティスリー

オー フィル ドゥ
ジュール

Makimakiya

人気商品は「コロコロフ
ルーツ」
。苺、キウイ、オ
レンジ、グレープフルー
ツ、パインを生クリームと
一緒にマキマキしました！
【遠賀店】
遠賀郡遠賀町上別府1510-8
営 9:00-19:30
休 月曜日
☎ 093-293-7775

パティスリー

ラ・パレット

Fukuchi Brand Factory

La Palette

ニューフレーバーを加え
「ふくち☆リッチジェラー
ト」がさらに進化！ 濃厚
リッチでなめらかな口ど
けをお楽しみください。

創業 30 周年、新飯塚
駅前の老舗スイーツ店。
地元食材を使ったケー
キや当初から大人気の
「パレット」
などをご用意。

田川郡福智町神崎1056-30
営 8:30-17:30 休 土・
日・祝
☎ 0947-22-4303

飯塚市新飯塚 6-6
営 9:30-20:00※ 休 第１
・３水
☎ 0948-24-9232

Pâtisserie au fil du jour

フランス産と国産の栗
をペーストしたスペシャ
リテの
「モンブラン」
。つ
くりたてでしか味わえな
い最高の食感をご用意。
福岡市中央区桜坂1-14-9
営 10:00-19:00 休 水曜日
☎ 092-231-8607

※日 祝 は19:00まで

︱福岡市中央区︱

︱福岡市中央区︱

︱春日市︱

松屋利右衛門

フランス菓子

パティスリー

Matsuyariemon

16 区

︱福岡市中央区︱

パティスリー

ジョルジュマルソー

ルイ

Jyuurokku

Rui

GEORGES MARCEAU

340有余年の昔、初代利
右衛門が福岡城内から広
めたポルトガル伝来の南
蛮菓子「鶏卵素麺」。一
子相伝の味をご賞味あれ。

ダックワーズの考案者で
ある現代の名工・三嶋隆
夫氏の超有名店。サッ
クサクの
「マロンパイ」
は
秋限定の人気商品です。

フランス菓子の伝統を軸
に、多様な食材との融合
と独創的スイーツを創造
するルイ。スイーツ好き
の人気を集める注目店。

福岡で絶大な人気を誇
るジョルジュマルソー。
代表商品の「チーズケー
キフォンデュ」は売切必
至、お早めにお求めを！

福岡市中央区桜坂3-12-81-102
営 10:00 -16:00 休 日曜
・月曜
☎ 092-406-9933

福岡市中央区薬院4-20-10
営 9:00-19:00 休 月曜日
☎ 092-531-3011

春日市岡本 6-15
営 10:30-18:00 休 火・水
☎ 092-558-8083

福岡市中央区渡辺通 5-8-19
営 10:00-20:00 ※ 休 不定休
☎ 092-741-5233
※日 のみ19:00まで

９
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■11: 00ー

CHORUS STAGE

福智の歌声

■10:00ー

コーラス ステージ

「グリークラブ・カナダ」
「コールかなだ」
「高齢者

SAX＆PIANO STAGE

近藤タケユキ＆渡辺大樹

JAZZ STAGE

のサックス・近藤タケユ
キさんとピアニストの渡

レ」
「ベル・アルモニア赤

辺大樹さんが奏でるス

池」
「女声コーラス・ムー

テージ。うっとりするよ

ジーク・プラッツ」が出演!

うなムーディーな音色が

Kondo
Takeyuki

聴力を失った後もハンディを乗り越え活躍する世界で

WORKSHOP

ワークショップ

上野焼野点体験ワークショップ
Agano ware

裏千家辻村社中が上野
の だて

焼を使った野点でお点

数少ないジャズミュージシャン Dizzy 吉本さん
（田川出

前を披露。参加無料で、

身）
。特別に結成したカルテットが名曲をお届けします。
NAOMI

ドーム内に響きます。

Watanabe_Taiki

■13 :15ー

ジャズ ステージ

Dizzy 吉本カルテット with NAOMI

セットのお茶菓子も楽

Ido
Hiromi

しめるワークショップで
Fujiwara
Takayuki

す。茶陶上野の魅力を
ぜひ体感してください。

Kai
Daisaku

Dizzy
Yoshimoto

バンド

「ひばりの会」
「ピアチェー

シカ」
「池田眞里子」
「ム

■14 : 30ー

カワムラ

K AWAMURA B AND

大学方城コーラス教室」

Fukuchi Cultural Association

サックス＆ピアノ ステージ

■14 : 00ー

■ 13 : 00ー

■11: 00ー

■10 : 00ー

GUITAR STAGE

ACOUSTIC STAGE

PIANO STAGE

ACOUSTIC STAGE

逆瀬川 剛史

今路 メグ

畑野 圭慧

Bigfumi

あらゆる奏法を駆使し、

福岡出身のシンガーソ

感性あふれる演奏や情

西日本で最も身体の大

ギター１本とは思えない

ングライター。ソウル、

熱的な演奏が聴く人を

きなシンガーソングライ

圧倒的なパフォーマン

R&B、ポップスなどの

惹きつけてやまない、静

ターBigfumi。そのぬく

スを誇るソロギタリスト。

エッセンスを感じる独特

と動をあわせ持つ天性の

もりにあふれた歌声と

ギター専門誌で次世代

でスモーキーな歌声が

ピアニスト。ピアノ、バ

真っ直ぐで深いメッセー

を担うギタリスト15名の

最大の魅力。昨年、1st

イオリン、チェロによる

ジが、聴く人の心にダ

１人に選ばれています。

アルバムを全国発売。

三重奏をお届けします。

イレクトに響きます。

アコースティック ステージ

Bigfumi

Imaji_megu

FUKUCHI FIND FESTIVAL 2018

アコースティック ステージ

Hatano
Yoshie

Sakasegawa
Takeshi
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ピアノ ステージ

SPECIAL STAGE

10/14 SUN
ギター ステージ

福智町音楽祭が融合した特別ステージが会場を彩る！

10/13 SAT

︱八女市︱

︱福岡市中央区︱

隆勝堂

メゾンカイザー

RYUSHODO

八女伝統本玉露の茶
餡をやわらかい羽二重
餅で包み込み、仕上
げに八女伝統本玉露と
和三盆をまぶしました。

MAISON KAYSER

フランスの新聞
「フィガロ」
のランキング№1に輝い
たクロワッサンなど、天
然酵母・低温長時間発
酵のパンをお楽しみに！

【八女本店】八女市蒲原729-1
営 9:00-20:00 休 元日
☎ 0943-24-1717

【大丸店】
福岡市中央区天神1-4-1
営 10:00-20:00 休 元日
☎ 092-718-3058

︱福岡市南区︱

︱嘉麻市︱

ルセット・マリナ

山田饅頭本舗

recette marina

Yamadamanjuhonpo

スフレ生地の上にカマン
ベールチーズ、クリームチー
ズ、生クリーム、カスタード
クリーム、ヨーグルトを合わ
せてデコレーションしました。

筑豊では言わずと知れた
山田饅頭。創業110余年
に渡って伝統を守り続
け、地元に愛され、育て
られてきたお菓子です。

福岡市南区警弥郷1-9-12
営 10:00-19:30 休 なし
☎ 092-502-1034

嘉麻市上山田1405-1
営 10:00-18:00 休 日曜日
☎ 0948-52-0059

︱福岡市東区︱

︱福岡市博多区︱

ロン･ポワン

LA VIE EN
ROSE

Rond-Point

ラヴィアンローズ

フランスのバスク地方
に伝わるなめらかな口
当たりの「バスクチーズ
ケーキ」をはじめ、魅
惑のスイーツをお届け。

シュー生地をスクエアに
焼き上げ、シブーストク
リームを詰めた「キャラメ
リーズ」
。スフレグラスの
ような食感が楽しめます!

福岡市東区千早1-9-5
営 9:00-19:00※ 休 水・第1火
☎ 092-671-4408

福岡市博多区住吉 4-3-2
営 10:00-22:00 休 不定休
☎ 092-441-8555

※土日 祝 は8:00から

︱北九州市門司区︱

︱福岡市博多区︱

和菓子 なごし

ラ・フェ・ブルー

Nagoshi

TVでも紹介された
「星
野村抹茶生大福」
。最高
級のつぶあんと抹茶が
贅沢に使われたもちもち
食感が人気の商品です。
【本店】
北九州市門司区錦町2-7
営 9:00-19:00
休 不定休
☎ 093-321-3292

La Fee Bleue

コクのあるクリームが好
評のフランス風シューク
リーム
「千代の華おとこ
シュー」
の他、数々のチー
ズケーキをご用意します！
福岡市博多区千代 3-6-3
営 10:00-19:00 休 火曜日
☎ 092-642-7771

FUKUCHI SWEETS DAICHAKAI
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GOURMET

「食欲の秋」満たす
「福智グルメストリート」
昨年、
福岡県で第１位となる17億５千万円以上の寄附が寄せられ、
魅力ある品をそろえる福智町のふるさと納税。
その生産者の通販サイト「福天小槌」のメンバーを中心に、ワインやビールにも合う逸品をご提供します！

「福智産 枝豆」
「紅はるか 焼芋」

「めんたい唐揚げ」
「寿司割烹の唐揚げ」

「華味鳥の炭火焼」
「華味鳥の素揚げ」

福智山麓の自然に囲まれ

奥深い風味と辛さが絶妙

乳酸菌配合飼料と磁気活

九州で絶大な人気のブラ

た豊かな環境で育った安心

な自家製めんたいをからめ

性水、天然ミネラル豊富な

ンド鶏 ｢華味鳥｣の旨味を最

土で飼育したブランドポー

大限に引き出す炭火焼をご

ク「乳豚」
。その旨味をとじ

用意。店内一番人気の｢素

せない「枝豆」と高糖度な紅

「唐揚げ」
、いずれも老舗割

込めた「メンチカツ」と「串

揚げ｣ は特製タレに一晩漬

はるかの「焼芋」をお届け！

烹こだわりの味をご用意！

カツ」を揚げたてでご提供！

け込んだ自慢の逸品です。

連日完売するラーメンまむしの

（活魚寿司たちばな）

焼肉ボタ山の肉とタレで作った

特製豚骨ラーメン

（豚肉工房うめちく）

「乳豚バーガー」

ボタ山「牛カルビ丼」 「藤蔵ビーフバーガー」

（食味倶楽部 藤）

７種のチーズをブレンドした

マルゲリータ

「焼肉ボタ山」の秘伝タレ

ジューシーなブランドポー

７種をブレンドした特製

売するラーメンまむしが出

は頑固なまでに受け継がれ

ク乳豚のバーガーには相性

チーズの香りとコク、カリッ

店。豚骨を福智の天然水で

た炭都・筑豊の逸品。その

抜群のマッシュポテト。藤蔵

とモチモチな生地が自慢。本

半日以上煮詰めた濃厚でク

タレと相性抜群のカルビで

のビーフバーガーには特製

場ナポリの完熟トマトの甘み

リーミーな旨さ極まるスー

作った「牛カルビ丼」
、福智

トマトソース。オニオンペッ

と酸味、バジルの風味の組

プをお楽しみください。

産の新米で極上の丼を！

パーのパンでサンドしました。

み合わせをご堪能ください。

（ラーメンまむし） （焼肉ボタ山協力／商工会提供） （としょパン監修／商工会提供）

（げんき畑）

新・福智☆リッチビール登場 !

安心院ワインとマリアージュ !

福智町の新特産品として

「日本ワイン発祥の地・小

昨年開発した「福智☆リッ

倉藩」を小倉藩窯の上野焼

チビール」
。今回、ラガー

とＰＲするため、安心院葡萄

タイプのコクとキレが魅力

酒工房の協力でワインコー

の「ピルスナー」
、福岡ブラ

ナーが実現。安心院の風土

ンドで全国的人気を誇る
「あ

で育った良質のブドウから

まおう苺」に加え、同じく

醸す芳醇なワインリスト。ス

福岡ブランドの甘熟フルー

パークリングや赤や白のワ

ツ「とよみつひめイチジク」

インで、グルメとのマリアー

を発表披露します！

ジュをお楽しみください！
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※ 飲酒運転及び未成年者の飲酒は法律で固く禁じられています。会場へは「平成筑豊鉄道」のご利用が便利です。

安心院ワインショコラ
あ

じ

小倉藩主・細川忠利が
1628年に葡萄酒造りを
家臣に命じた古文書が

む

豊前小倉藩領内にあたる上野焼と安心院

発見され、小倉藩が国

ぶ どう しゅ こう ぼう

葡萄酒工房とのコラボ企画。日本の山葡萄

内ワイン発祥地である

しょう こう し

で作ったワイン「小公子」を使用し、以前

可能性が高まっていま

から上野焼とのコラボスイーツを手がけて
きたエスポワールがショコラを創作。
上野焼ワインカップに飾りました。
各日10時～／先着順販売

上野焼ワインカップ付

す。当時はカメ仕込み
のため、小倉城主の御

各日限定先着

100 個

用窯である上野焼のカ
メで醸造したことも想

1500円

像することができます。

上野焼特製カップ付 ふくち☆リッチジェラート

両日とも全フレーバーから
お選びいただけます！

濃厚リッチな口どけの「ふくち☆
リッチジェラート」と上野焼の特別
企画。今回「ブルーベリーヨーグル
ト」と
「栗きんとん」の２種類の傑

NEW

作ニューフレーバーを発表披露！
各日10時～／先着順販売

上野焼特製カップ付

500円

NEW
各日限定先着

10/13 SAT

ペーパーカップでも全種 300円で販売！

100 個

10/14 SUN

上野焼菓子皿付 特製スイーツ

上野焼抹茶セット
上野焼のお茶碗を使用
した辻利茶舗のお抹茶
と上野焼菓子皿を一流
シェフ集団「博多ミラ

各日限定先着

100 個

ベル 21」の特製スイー
ツで彩った特別セット。
上野焼菓子皿はそのま
まお持ち帰りできます！

10/13 SAT
栗と抹茶のティラミス
生乳のジェラートと
マチェドニア添え

上野焼菓子皿・特製スイーツ・お抹茶付

ン!

1000円

各日10時～ チケット販売 各日11時～・12時～・13時～・14時～／各25セット提供
「上野焼抹茶セット」のご提供は会場出入口前の特設テントです。チケットは金田ドームで販売。各写真はイメージです。

10/14 SUN

ガトーショコラと
フランボワーズの
ジェラート

上野焼が彩る限定コラボ企画と逸品スイーツ！

お昼時の数時間で連日完

上野焼特製ワインカップ付

今回
のテ
ワイ ーマは

COLLABO

た「めんたい唐揚」
、ジュー
シーで香ばしいサクサクの

超絶スイーツだけじゃない！ 今年は絶品 グルメとワイン＆ビールでコンプリート

安全な農作物が並ぶ「ふく
ちの郷」からビールに欠か

（物産館 ふくちの郷）

13

「乳豚メンチカツ」
「乳豚串カツ」

■ すべての上野焼コラボ企画チケットは10 時からの一括販売となります。午後からのチケット販売はございませんのでご了承ください。

ス」をはじめ、多彩なステージイベントも展開！
飲食や雑貨がずらりと並ぶ「駅ナカマルシェ」
も登場します。便利でお得、乗り放題の「ちく
まるキップ」も好評発売中！

期日
会場

10月13日土・14日日10:00ｰ

平成筑豊鉄道「金田駅」
（16:00終了）

問 平成筑豊鉄道 ☎ 0947-22-1000

外にもあり）
。秋の福智を
「歩
く」ことで、新たな魅力をぜ
ひ発見してみてください。
期日
場所

スタート駅：平成筑豊鉄道「赤池駅」

受付

事前申し込み不要：当日「赤池駅」
で受付

料金

参加無料（コース距離：約10㎞／所要時間：約3時間）

スタート
平成筑豊鉄道
「赤池駅」

上野焼陶芸館
上野の里ふれあい市

●福智スイーツ大茶会ゴー
ル時に「ふくち☆リッチジェ
ラート」を先着1,000 名様に
プレゼント

ふじ湯の里
ふくちの郷

●当日から３月末までのふ
じ湯の里利用時にマップ提
示 で 600 円 → 480 円 に（ 大
人料金のみ）

定禅寺（藤寺）
福智スイーツ大茶会
ゴール

野焼が当たる
「スタンプラリー」
を開催！
当日用意している台紙に上野焼購入ス
タンプを押して、ぜひ景品をゲットして
ください！（抽選会場：上野焼陶芸館）

土日はシャトルバスと
巡回バスを無料運行
10月13日土と14日日の２日間、福
智スイーツ大茶会の会場と上野焼の
里を結ぶ「シャトルバス」および上野
焼の里で各窯元を巡る「巡回バス」を
無料運行します！

上野の里ふれあい市
農産物大売り出し！
「上野焼陶芸館」
隣接の
「ふれあい市」
が「農産物大売出し」を同日開催。新
鮮農産物を特価で売り出します！

連続で開催する

伝統的工芸品は「博多織」
「博

「金田・神崎山笠

多人形」
「久留米絣」
「小石原

競演会」
。10ｍ

かな だ

こう ざき

きら

か

を超える煌びや

かな電飾山笠の迫力と舁き手の躍動感は圧巻。会場
は、観客の熱気と興奮に包まれます！【観覧無料】
日時

10月20日土19:30ｰ21:30
10月21日日18:00ｰ21:30

会場

平成筑豊鉄道「金田駅裏」イベントパーク

JALと福智町は今年７月に連携協定を結びました

10月14日会場にはJALブースが実現！
６年間のつながりを経て、JALと福智町
が包括連携協定を締結しました。今回の大
茶会では、日曜に「JALブース」が実現。ド
リンク提供や参加型企画を予定しています。

JAL 東京往復航空券を
ゲットしよう！
「北九州空港」もしくは「福岡空港」から
発着するJAL 東京往復航空券をはじめ、景
品がゲットできるステージ企画も10月14日
日に実施予定です。ぜひお楽しみに！
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Special News

開催されます。県内の国指定

福岡市・久留米市・八女市・筑後市・東峰村・広川町・福智町

10月13日土と14日日の２日間、上

➡ 協定締結後のコラボ企画の第１弾となったフレンチ＆スイーツ列車
「シュガーロード号」
。定員を上回る応募と抽選を経て、
９月 日に開催。

大茶会の翌週は勇壮華麗な
金田・神崎山笠競演会！
会の翌週は2夜

マリンメッセ福岡・アクロス福岡 ほか

土日は上野焼が当たる
スタンプラリーを開催

問 JR筑豊篠栗鉄道事業部 ☎ 0949-22-0985

民会議全国大会」が福岡県で

11月2日金・3日土・4日日 の3日間
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● 10/14 までの秋の窯開き
期間中（全品２割引）上野焼
購入時にマップ提示でさら
に上野焼小物をプレゼント

河村光陽生誕地

スイーツ大茶

福岡県から伝統文化の魅力が国内外に発信されます。
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●ふくちのち来館で館内カ
フェ「としょパン」の「福智産
とよみつひめマフィン」を先
着 1,000 名様にプレゼント

ふくちのち
としょパン

焼」
「八女福島仏壇」
「八女提

会場

特典

今年「伝統的工芸品月間国

灯」そして「上野焼」の7 産地。

期間

10月13日土 スタート受付 8:30ｰ11:00

Information

KOUGEI EXPO in 福岡を
県内伝統的工芸品産地で開催！

福智スイーツ大「歩」会】
。参
加特典も満載です（下記以

割引商品や新作が並ぶ「上野焼秋の窯開き」

大茶会とつながるイベント大開催！

レール
待って フェスで
るよー
！

せて福智町で初開催されま
す！その名も【九州最大級！
！

Link Event

道自転車」など、親子で楽しめる「レールフェ

「ＪＲ九州ウォーキング」が
福智スイーツ大茶会にあわ

ＪＲ九州ウォーキング初開催！ 福智スイーツ大「歩」会

かわいい
「ミニちくまる号」
やスピード感ある
「軌

スイーツ大茶会隣接会場で
「へいちくフェスタ」同時開催

「福智スイーツ大茶会」の会場に隣接する金
田駅裏で「へいちくフェスタ」を同時開催。

お車でお越しの場合
▶金剛・八幡 IC から約 20 分

▶八木山バイパスから約25 分

北九州都市高速道路「金剛」
、九州自動車道

❶ 八木山バイパス終点を降りずに直進し、国道

❷ 八木山バイパス終点（穂波東 IC）
で降

「八幡」出口から国道200号を飯塚・直方方面

201号を田川方面へ約10km。中元寺川を渡っ

りて左折し、国道 200 号を北九州方面へ。

て「川宮西大橋」を左折し、約5kmで福智町へ。

「口ノ原」を右折し、約5kmで福智町へ。

へ。
「直方大橋西」
を左折し、
約5kmで福智町へ。

会場案内 広域MAP

(

)

会場から
車で10分

コスモス
保健センター

▶会場周辺駐車場は大変混雑す
るため、平成筑豊鉄道「ふれあい
生力駅」周辺の公共施設駐車場
にとめて「金田駅」へお越しになる
と便利です（乗車約 6分／220円）

850台

(

会場から
車で７分

福智町屋内競技場
（金田ドーム）

)

田川郡福智町金田1171-1

口ノ原

公共交通機関の場合
博多駅

ＪＲ JR福北ゆたか線 快速約 55分
ＪＲ

平成
筑豊鉄道
糸田線 13分

80台

平成
筑豊鉄道
伊田線 11分

徒歩
2分

平成筑豊鉄道
伊田線 11分

100台

120台

60台
▶会場周辺駐車場
は大変混雑します。
福智町役場や金田
小学校の駐車場を
ご利用ください！

40台
金田ドーム

田川伊田駅

ＪＲ
JR日田彦山線 約 60分

平成筑豊鉄道 金田駅

直方駅

折尾駅

小倉駅

北九州方面から

ＪＲ 西鉄 特急バス「直方」行 約 45分

平成筑豊鉄道
伊田線 20分

180台

へいちくフェスタ会場

福北ゆたか線
JR鹿児島本線
Ｒ JR
快速約 25分 Ｊ
約 20分

ＪＲ

会場まで
会場まで
徒歩６
分
分
徒歩５
福智町 金田
役場 小学校

周辺MAP＆駐車場
金田ドーム

徒歩
2分

ＪＲ

田川伊田駅

西鉄 特急バス
「福岡県立大学」行 約 80分

ＪＲ
田川後藤寺駅

徒歩
5分

平成筑豊鉄道 金田駅

直方駅

後藤寺

西鉄 天神高速バスターミナル

福岡方面から

西鉄 高速バス
「直方」行 約 70分
西鉄 特急バス
「福岡県立大学」行
「後藤寺」行 約 70分

平成筑豊鉄道
伊田線 20 分

※セブンイレブン↕会場
無料シャトル 150台
バスを運行！
セブン
イレブン

特別協賛 JAL

協賛 読売旅行

西鉄バス筑豊

協力 博多ミラベル21／福岡県立大学／ＴＯＴＯ／安心院葡萄酒工房 問 福智町役場 まちづくり総合政策課 ☎ 0947-22-0555

後援 福岡県／北九州市／福岡県洋菓子協会／田川広域観光協会／ＪＲ九州筑豊篠栗鉄道事業部／西日本鉄道

