︱田川市︱

︱福智町︱

マヌカンピス
田川店

FUKUCHI CAFE

（ふくちカフェ）

Mannekenpis

ベルギーのチョコレート
菓子を中心に、素材を
吟味したスイーツが大
好評のお店です。イチ
オシは生チョコロール。
︱福岡市中央区︱

メゾンカイザー

FUKUCHI CAFE

世界一の焙煎士が特別
に焙煎した福智ブレンド
や福智のジェラートを使っ
たシェイクなどをご提供。
2日間限定の味をぜひ！
︱福智町︱

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！
︱嘉麻市︱

Fukuchi Brand Factory

6種の定番ジェラートに
加え
「ゴルゴンゾーラ」
や
「福智ブレンド珈琲」
など
を限定販売！この機会
にぜひご賞味ください。
︱北九州市小倉南区︱

Yamadamanjuhonpo

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。
︱香春町︱

洋菓子のブッシュ
Buche

今回のオススメはふわ
ふわスポンジにほんの
り甘酸っぱいチーズク
リームをサンドした初恋
の味の「チーズブッセ」
。
︱八女市︱

RYUSHODO

大正 13 年の創業以来
人気の「蹴洞」は、八女
の銘菓になっています。
隆勝堂でしか味わえな
い味をご賞味ください。
︱福岡市南区︱

ルセット・マリナ
recette marina

K2（ケイツー）

Patisserie K2

“実りの秋”をテーマに
したスイーツをご用意。
その他パティシエ自信
作の至福の品に出会え
ます。ぜひご賞味あれ！

セゾン

ERI（エリ）

ERI

10/24 土のみ
Saison

︱福岡市博多区︱

︱飯塚市︱

チョコレート
ショップ

︱北九州市門司区︱

さかえ屋 本店

Chocolate Shop

Oyamada

縁起物の
“熊手”
をあし
らったシリーズが人気。
甘さ控えめのふわふわ
ロールケーキ「くまのて
ロール」
をご用意します。

菓子工房

メルヘン

Sakaeya

Maerchen

︱北九州市小倉北区︱

︱北九州市八幡西区︱

︱福岡市中央区︱

SONOKI（ソノキ）

︱田川市︱

シロヤ

辻利茶舗

SONOKI

おなじみのお抹茶とグ
リーンティーのほか、
今回は辻利のお抹茶を
使ったスイーツもご提
供します。お楽しみに！
︱田川市︱

パティスリー

マルシェ

Marche

10/25 日のみ

ノエル

︱北九州市小倉南区︱

︱福岡市東区︱

（アイズ スイーツ ラボ）

Omuta Nagasakiya

Kuruminaki

I's Sweet Labo

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。

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。

︱福岡市東区︱

︱遠賀町︱

お菓子の工房

くるみの木

sweets shop FAVORI

︱福岡市中央区︱

I's Sweet Labo

大牟田 長崎屋

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
いた自信のあんこが絶
妙にマッチしています。

FAVORI（ファボリ）

︱大牟田市︱

Kumahisa

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。

sweets shop

Noel

菓匠 熊久

SHIROYA

Tsujirichaho

手作りケーキの店

アラ ペイザンヌ

オペラ

OPERA

A LA PAYSANNE

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

人気の「黒糖かりんと
シュー」は沖縄県波照
間島産の黒糖を100%
使ったシュークリーム。
カリッカリの食感です！

ジューシーな半球リンゴ
入りの「純手折りアップ
ルパイ」や、大人気の
「マカロン
（10 種類）
」な
どをご用意しています。

「お気に入り」
という意味
のFAVORI。色鮮やか
なカラーバウムは全12
種類！ぜひお気に入りを
見つけてみてください。

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。

ここ発祥のスイーツが
全国で取り入れられて
いるほどの名店。オリ
ジナルで新感覚の「生
ドーナツ」が並びます！

食べログ福岡のベスト
スイーツ2013に輝いた
お店。しっとり焼き上げ
た手作りバームクーヘ
ンをお楽しみください！

︱北九州市小倉北区︱

︱飯塚市︱

︱NPO 法人︱

︱田川市︱

︱福智町︱

︱北九州市八幡東区︱

︱直方市︱

お菓子のリーフ

アンコールアン

パティスリー

ma cherie（マシェリ）

ラ・パレット

フランスのお菓子「クグ
ロフ」
。マシェリでは20
種類のフレーバーをご用
意しています。お好きな
味を見つけてください。

新飯塚駅前にある老舗
のスイーツ店。人気の
フルーツタルト、チー
ズケーキなどをご用意
してお待ちしています。

ma cherie

︱中間市︱

︱福智町︱

フランス菓子

ミュゲ

La Palette

Patisserie room
MUGUET

︱大野城市︱

延宝元年創業。看板商
品はほどよい甘さと濃
厚な卵の味が美味しい
「鶏卵素麺」
。342年の
伝統の味をお試しあれ。

バニラの実
毎日売り切れが続出の
チーズケーキ
「五番館」
をはじめ、バニラの香り
漂う
「生キューブ」など
の絶品をお届けします。

ケーキとパンのお店

MANPEI ROMAN

ちびちび

Chibi Chibi

Leaf

Encore Un

今回はふるさと納税限
定品の「ふくち☆リッチ
マカロン」を特別にご用
意。福智素材の魅力が
凝縮された逸品です。

九州産米粉と福智町の
卵を使った「えんとつ」
。
中には豆乳生クリーム
たっぷり。アレルギー対
応スイーツも並びます！

大ヒットの看板商品は
「生チョコサンド」
。ベル
ギー産チョコ使用の極
上クリームとしっとりふわ
ふわなスポンジが絶妙。

地元産卵を使った
「抹
茶ロールケーキ」や黒豆
たっぷりクリーミーな餡
の入った洋風饅頭「黒
田の黒豆」
などをご用意。

︱北九州市小倉北区︱

︱宮若市︱

︱柳川市︱

︱福岡市城南区︱

︱北九州市小倉南区︱

瀬川菓子舗

パティスリー
achieve

︱北九州市八幡西区︱

アローム

ケーキのカトウ

Segawakasiho

創業93年。代表銘菓の
キャロット、
黒丸のほか、
果物をふわふわ餅で包
んだ「まるごとフルーツ
大福」がおすすめです。
︱嘉麻市︱

創菓房

パティスリー

Barira no mi

西洋浪漫菓子

萬平浪漫

博多の一流シェフ集団
「博多ミラベル21」加盟
店によるスイーツをご用
意。フレンチやイタリア
ンの名店の味をぜひ！

口に入れた瞬間とろけ
る
「生チョコ・ショコラ」
。
新作の「フォンダン・ショ
コラ」は2種のショコラ
が味わえる驚きの逸品！

︱福岡市中央区︱

Matsuyariemon

HAKATA MIRABELLE 21

アチーブ

Patisserie room Mee

︱福岡市東区︱

松屋利右衛門

博多ミラベル21

Mee（ミー）

福智出身の女性シェフが
ふじ湯の里とのコラボス
イーツを販売。地元食材
を使い、TVでも紹介さ
れた話題の焼菓子です！

フランスで修行を積ん
だパティシエが作る
「抹
茶のヴェリーヌモンブラ
ン」
は絶品！定番の「クロ
カント」
もご用意します。

３年目を迎え進化し続
けるSUN。広い世代か
ら愛されているチーズ
ブッセのほか、嬉しい
低カロリースイーツも。

︱飯塚市︱

独創的なケーキが魅力
のお店。特にかわいらし
い「白うさぎ」
は大人気。
しっとりした優しい口ど
けのチーズケーキです。

Rond-Point

季節のフルーツを使っ
たタルトやロールケーキ
のお店。地元の牛乳を
使ったもちもちの「まごこ
ろプリン」
も大人気です！

JR 門司駅前で50 年間
親しまれてきたお店。
長年の経験が生かされ
たケーキを、今回自信
を持ってお届けします！

博多阪急でも人気を集
める名店。
「りんごパイ」
はバターたっぷりのパイ
生地に
「ふじ」があふれ
るほど包まれています。

ロン･ポワン

オヤマダ
sun

玉露茶を贅沢に使用し
た深みある味わいの和
製プリンをご用意しま
す。おすすめの限定商
品をお楽しみください！

︱福岡市中央区︱

Jyuurokku

ケーキ屋 SUN

Tarte & Sweets F

「博多のチョコのはじま
りどころ」として名高い
本格チョコの専門店。
至高の生チョコ「博多
の石畳」
が超有名です。

今回のイチオシ
「半熟
チーズ」は九州産の２
種類のクリームチーズを
ブレンドしたあっさりと
したチーズケーキです。

16 区

F（エフ）

︱直方市︱

菓子工房

抹茶を使った商品をご
用意！シュークリームは
セゾン特製のカスタード
に抹茶を練り込み、甘さ
控えめに仕上げました。

抹茶のムースやほうじ
茶プリンなど、大茶会ら
しさを盛り込んだ
「茶々
パフェ」や大人気の
「オ
ムレット」などをご用意。

フランス菓子

︱行橋市︱

タルト＆スイーツ

パティスリー

フランス菓子

隆勝堂

Patisserie

パティスリー

フランス菓子

山田饅頭本舗

︱嘉麻市︱

︱飯塚市︱

福智ブランド
ファクトリー

MAISON KAYSER
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︱福津市︱

サンモリッツ
arome

パティシエールのコン
クールで優勝時の作品
「ケーク・オテ」は、アー
モンドと紅茶がベースの
しっとりした焼菓子です。

Saint Moritz

サクサク食感が好評の
代表商品「ロングカス
ター」
や塩味がクセにな
る
「とろとろしょうゆプリ
ン」
などをご用意します。

菓子館 木太久

Cake no Kato

TNCももち浜ストア認
定2013年ベストスイー
ツ店。人気のザッハト
ルテは自家製生クリー
ムと相性バツグンです。
︱糸田町︱

ケーキハウス

ボヌール

Kitaku

「ボヌール＝幸福」
。新
鮮素材を使ったプリン
やロールケーキ、シュー
バニラは、まさに幸せに
包まれるようなおいしさ。

un petit star

黄栗一粒を餡と絡めパ
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」な
ど、
ぜひご期待ください！

「ざるチーズ」発祥の
チーズケーキ専門店。
30種類のチーズケーキ、
40種類の焼き菓子から
厳選してお届けします！

︱直方市︱

︱福岡市東区︱

菓子工房

Bonheur

アンプティスター

イロトリドリ

irotoridori

しっとりとした生地でホ
ワイトチョコクリームを
サンド！焼き菓子で一
番人気の「プレシャス」
をぜひご賞味ください。

VISAVIS（ヴィザヴィ）
VISAVIS

チョコレートが入ったマ
シュマロ「まねきマシュ」
はかわいい肉球の形が
人気。焼き立てのチーズ
タルトなども販売します。
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