
店舗自慢のスイーツをお楽しみください

平成筑豊鉄道「金田駅」から徒歩 2分／期間中はへいちく100 円列車＆臨時列車を運行

10:00-16:00
入場無料

Grand Tea & Sweets Ceremony １
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【チョコレートショップ】
博多のチョコレート発祥店として圧倒的なブラ
ンドを誇る名店。２代目の佐野隆氏による一
切の妥協を許さない逸品の数々が並びます！

【フランス菓子16区】
あの「ダックワーズ」を考案し、世に広めた現
代の名工・三嶋隆夫氏による名店。福岡の洋
菓子界をリードするスイーツをお楽しみに！

【メゾンカイザー】
日本航空山口・北九州支店のご協力により、
国際線ビジネスクラス（一部路線除く）で商品
を扱っているメゾンカイザーの出展が実現！

【小倉辻利】
京都宇治の流れをくむ由緒ある小倉城下
の老舗。厳選茶葉を丁寧に仕上げた香り
豊かなお抹茶をどうぞ味わいください！

福智ブランドの特産品として
昨年開発した「ふくち☆リッ
チジェラート」。福智産の原
材料と濃厚でリッチな味にこ
だわった本格スイーツです。

「あまおう」「とよみつひめ」「黒
豆きなこ」に、今回「赤池梨」
と「カスタード」が仲間入り！

スイーツ
SWEETS

町名の由来である名峰（901
ｍ）。県内最大最古のエドヒ
ガン「虎尾桜」をはじめとする
稀少な植物や「白糸の滝」な
どの豊かな自然が守られ、麓
では足利尊氏ゆかりの古刹

「興国寺」や「上野焼」など、
歴史と文化が育まれました。

福智山
FUKUCHIYAMA

福智町上野出身の作曲家。
「かもめの水兵さん」「うれし
いひなまつり」「グッドバイ」「赤
い帽子白い帽子」「仲よし小
道」「りんごのひとりごと」な
ど数多くの童謡を作曲。その
旋律は今も色あせることなく
愛され、歌い継がれています。

河村光陽
KAWAMURA KOYO

魅力が交差する空間で
新たな感動に出会う

福智山の麓に広がる福智町。
童謡とやきものの里として知られ、四季折々の自然に彩られています。

福智が誇るとっておきの「食」と「器」と「音楽」の魅力
福智の風土とともにお楽しみください！

利休七哲の一人で大名茶人
の豊前小倉藩主・細川忠興が
創始した上野焼。遠州ゆか
りの七窯の一つにも数えられ
る国指定伝統的工芸品です。
400 年以上の伝統と藩窯、
茶陶としての誇りを受け継ぐ
21の窯元が点在しています。

上野焼
AGANOYAKI

FUKUCHI FIND FESTIVAL 2013 Grand Tea & Sweets Ceremony

食 器

風音

名店
チェック

一期一会、逸品スイーツと器に出会う。福智スイーツ大茶会

PICK UP SWEETS EVENT CONCEPT
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魅惑の逸品がスイーツドームに集う
贅沢すぎる福岡スイーツ究極のラインナップ

10/5土

6日
in 福智町金田ドーム

県内最大規模のスイーツイベント！

あの「ダックワーズ」を
考案した現代の名工・
三嶋隆夫氏の名店。
逸品の「マロンパイ」は
秋限定の超人気商品！

フランス菓子 16区
【福岡市中央区】

地元の新鮮な卵と牛乳
を使用したこだわりの
ケーキが、常時35種類
以上並んでいるお店。

パティスリー
SONOKI

【飯塚市】

京都ゆかりの小倉城下
の老舗。「抹茶」「抹茶
ラテ」「グリーンティー」
など、お茶の魅力を存
分にお楽しみください！

小倉辻利
【北九州市小倉北区】

丁寧に焼き上げた自慢
のパウンドケーキ。イチ
ゴ、ブルーベリー、紅茶、
アーモンド、オレンジの
５つの味が楽しめます。

アンコールアン
【直方市】

「大人カワイイ」がコン
セプトのお店。栗とコー
ヒーとチョコのほろ苦い

「モカマロン」が絶品！

スイーツファクトリー
プラス

【北九州市八幡西区】

「卵」「乳」「小麦」を使
用しないアレルギー対
応の美味しいスイーツ
をご用意しています！

ケーキとパンのお店
ちびちび

【福智町】

人気の「かりんとシュー」
は波照間島の黒糖を
100％使用。どこにも無
いシュークリームを是非！

パティスリー
マルシェ

【田川市】
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。

マヌカンピス
 田川店

【田川市】
自然を生かし、旬の食材
を取り入れるケーキ店。
今回はモンブランと秋
のスイーツをご用意！

手作りケーキの店
ノエル

【田川市】

一番人気の萬平シュー
と肩を並べる人気者に
なった「ドラゴンロール」。
ぜひ一度ご賞味下さい。

西洋浪漫菓子
萬平浪漫

【田川市】

アン自慢のカスタードを
たっぷり使ったサクサク
＆とろ～り食感の生パ
イが大人気のお店です。

ケーキハウス
アン

【福津市】
新鮮な牛乳を使った濃
厚な「アイスシュー」や
リピーター率№１の「レ
モンケーキ」をご用意！

VISAVIS
（ヴィザヴィ）
【那珂川町】

見た目も楽しめるミュゲ
のケーキ。可愛い「白う
さぎ」は、きめ細かな口ど
けのチーズケーキです。

パティスリー
ミュゲ

【中間市】
モンブランにはちみつ生
クリームを合わせた秋
限定新作商品など、魅
惑の品 に々出会えます。

パティスリー
アチーブ

【北九州市小倉北区】

創業90周年を迎え、
4 代に渡り暖簾が守ら
れている筑豊の老舗。

「和」と「洋」の銘菓を
創り続けています。

瀬川菓子舗
【宮若市】

「ボヌール＝幸福」。最
高級バニラビーンズを
使用したシューは、まさ
に幸せに包まれるよう。

ケーキハウス
ボヌール

【糸田町】 創業100年、伝統の美
味しさを伝える老舗。
ＴＶで有名俳優がお土
産の逸品として、このカ
ステラを紹介しました。

大牟田長崎屋
【大牟田市】

昔ながらのやわらかい
シュー皮に、プリンのよ
うな食感のカスタードが
詰まった甘さ控えめな
シュークリームが大人気。

洋菓子のブッシュ
【香春町】

人気の洋菓子屋「アン
シャンテ」と統合し、素
材を生かしたこだわりス
イーツが充実しています。

HANADANO
（ハナダノ）
【飯塚市】

日本一の女性パティシエ
のお店。ケーク・オテ（写
真）はコンクール優勝時
の作品で人気商品です。

PATISSERIE arome
（パティスリーアローム）
【北九州市八幡西区】 昨年開店したSUN。低

糖、低カロリー、コラー
ゲン入りスイーツもあ
り、美容・健康に嬉しい
ことも人気の秘密です。

ケーキ屋 SUN
【行橋市】

石釜パンと欧風菓子の
名店。一番人気の「クロ
カント」は、カシューナッ
ツとクルミの食感がクセ
になるお菓子風のパン。

ロン・ポワン
【福岡市東区】

しっとり焼き上げたドー
ナツをはじめ、地元素
材を使ったケーキの種
類が豊富なお店です。

patisserie K2
（パティスリーケーツー）
【福津市】

看板商品は毎日売り
切れ続出の「五番館」。
一口サイズの濃厚なス
フレチーズケーキです。

チーズケーキ and スウィート
バニラの実

【大野城市】 1949年の創業以来、老
若男女から愛されてき
たお店。抹茶と玉露ジュ
レで仕上げた「玉露茶
プリン」、ぜひご賞味を！

さかえ屋 本店
【飯塚市】

クマのモチーフが可愛
いお店。直方産の米粉
100%を使用し、自家製
のあんを巻いた「上頓
野ロール」は絶品です。

菓子工房 オヤマダ
【直方市】

絶品と評判の高い「く
るみの木」の「モンブラ
ン」。香ばしいタルト
生地と厳選された栗の
相性は抜群です！

くるみの木
【福岡市東区】

サクサクパイシュー「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、人気
商品をご用意します。

サンモリッツ
【嘉麻市】

TARTE & SWEETS
Ｆ（タルト＆スイーツエフ）

道の駅うすい内のお店。
地元食材で作った「黒豆
チーズタルト」「まごこ
ろプリン」などをお届け。

【嘉麻市】

「博多のチョコのはじま
りどころ」として名高
い老舗店。本格チョコ
の口どけは格別です！

チョコレート
ショップ

【福岡市博多区】

生クリームとあんをブッ
セでサンドした「船越あ
ん娘」など、品揃えの
豊富さが自慢のお店！

パティスリー
セイ・トオイ

【北九州市八幡西区】北九州小倉で絶大な
人気を誇るお店です。
秋限定の「抹茶栗ロー
ル」をはじめ、至福の
スイーツに出会えます！

フランス菓子果
か

摘
つみ

【北九州市小倉北区】

「ふくち☆リッチジェラー
ト」の新作を発表披露。
濃厚かつリッチに広が
る味をご堪能ください！

福智ブランド
ファクトリー

【福智町】

四季の旬の素材にこだ
わった筑豊を代表する
有名店。季節を実感で
きる逸品が並びます！

お菓子の専門店
セゾン

【飯塚市】

パリに本店を構える世
界的なベーカリー。パ
ンをはじめ今回出会う
スイーツも絶品です！

メゾン・カイザー
福岡店

【福岡市中央区】

博多の一流シェフ集団
「博多ミラベル 21」が
2日間に渡って上野焼
野点の特製茶菓子を
プロデュースします！

博多ミラベル21
【NPO法人】



Grand Tea & Sweets 
Ceremony

高め合う

AGANOYAKI

器食
音 コラボ

福智限定企画

福智コラボレーションセレクト

昨年「福智ブランド」として誕生した特産品「ふくち☆リッチジェラート」。
福智産の原材料にこだわった濃厚かつなめらかな口どけが特徴です。
今回、博多ミラベル 21が監修した「赤池梨」と「福智町産卵」を使った魅力の
新作を発表披露します！ 特製上野焼カップ付きジェラートを各日限定 100 個、
別に紙カップでは特価 200 円で販売します！

ふくち☆リッチジェラート
ニューフレーバーを発表披露

各日限定

100個

福智町産の新鮮卵を
使って、クリームブリュ
レの原形と言われるス
ペインのクレマカタラー
ナ風に仕上げました。

カスタード
クレマ カタラーナ風

昨年商品化した「あまおう苺みるく」「あまおう苺シャー
ベット」「とよみつひめイチジク赤ワイン煮」「黒豆きな粉」
に、今回、満を持した新作が加わります！

「赤池梨」と「カスタード」を使った感動の口どけをお届け！

▶ 博多の一流シェフ集団「博多ミラベル 21」が新作監修

赤池梨をスパークリ
ングワインでコンポー
トし、絶妙なバランス
のスパイスで仕上げ
たリッチで本物の味。

赤池梨
スパークリングワインコンポート

味力みりょく

上野焼ジェラートカップ付 500円 各日10:00～

10月5日土
童謡とやきものの里ならではのステージ！

10月6日日

▶V
ヴァイオリン

IOLINステージ
Violin宮原絵理さん・Piano
下村英子・Drum 檜皮勇介さ
んによるステージ。茶会と調
和した優雅な調べを奏でます。

【１回】
10：00 ～

【２回】
14：00 ～

▶野
の

点
だて

（ワークショップ）
お点前は裏千家辻村社中の辻
村宗栄先生が披露。実際に
お茶を点てる体験型のワーク
ショップも
開催し、茶
陶の魅力を
伝えます。

11：00 ～

▶J
ジャズ

AZZステージ
数々の名作をリリースする田
川出身の Dizzy 吉本さんがこ
の日のためにカルテットを結
成。心に響く感動の曲の数々
をご期待ください！12：00～

▶コーラスステージ
福智町文化連盟の「ムーシカ」

「高齢者大学方城コーラス部」
「ベル・アルモニア赤池」「ムジー
ク・プラッツ」が出演！ 11：00～

▶S
サックス

AXステージ
Sax近藤タケユキさんとPiano
岡田渉子さんの特別ステージ。
サックスとピアノのムーディで
心地よい音色が響き渡ります。

【１回】
10：00 ～

【２回】
14：00 ～

特製上野焼タンブラー限定販売

フタ付の磁器製タンブラーも珍しいですが、
陶器製は国内で（世界的にも？）ほとんど
ありません。そこで今回、上野焼でお届け
するシリコン製フタ付特製タンブラー。小
倉辻利のグリーンティーを注いで限定販売
します。ちなみに会場内での飲料はお抹茶
のみ！ 上野焼ゆかりの小倉城下の老舗の
味とともに新たな魅力をご堪能ください！

陶器では日本初？ 超レアな上野焼タンブラー誕生

各日限定

100個

▶あらゆるシチュエーションにマッチする創作の器

フタ＆グリーンティー付 2,000円
各日10:00～

「スイーツ」「器」「音楽」多彩な魅力とのコラボレーションが実現！
36もの店舗が一堂に会する「和」と「洋」がとけ込んだ空間…
甘い香りと魅力の共演が織りなすスイーツドームで
ぜひ至福のひと時をお過ごしください！

スイーツ色に染まる
伝統と現代感覚の調和
至福の逸品たちを楽しむ！

博多ミラベル 21監修

【10月6日日】ガトーショコラ＆お抹茶セット

「和カフェ」的な茶会をイメージした雰囲気の中に36
ものスイーツ店舗が並ぶ金田ドームの会場内。期間
中の２日間は上野焼協同組合の青年部「巴会」によ
るスイーツにマッチした上野焼販売も行われます！

魅力

上野焼の茶碗を使った小倉辻利のお抹茶と上野焼菓子皿を「博多ミラベ
ル 21」のスイーツで彩った特別セット。茶陶ならではの魅力を存分にお
楽しみください。上野焼の菓子皿は、そのままお持ち帰りいただけます。

上野焼茶碗で味わう
上野焼菓子皿付抹茶セット
上野焼の手触りと口当たり＆特製のお茶菓子を楽しむ

▶ 茶陶ならではの魅力を体感する贅沢な特別セット

上野焼菓子皿とお茶菓子付 1,000円
各日11:00～、12:00～、13:00～、14:00～各25セットずつ

博多ミラベル 21製菓

【10月5日土】マロンパイ＆お抹茶セット

▼マロンパイ／10月 5日［土］

◀ガトーショコラ／10月 6日［日］

欧風懐石 勝／河原良治
トラットリア・アメニータ／山浦博文
ルモンド・ガーデン／安田賢一
ビストロ ミツ／平田充
ラ・ロシェル福岡／菅原淳一
イル・ボッコーネペッシェダヒロシ／杉江洋
カンティーナ・ガシーヨ／吉賀秀雄
ビストロ シュン／大江俊二
フランス料理 颯香亭／金丸建博
レストラン カズ／篠原和夫

NPO法人 博多ミラベル 21
一流の腕利きシェフたちがバックアップ

▶JALを介して生まれたつながり
一流シェフで構成された「博多ミラベル 21」
は、食を通じて社会に寄与するNPO 法人です。
日本航空山口・北九州支店が協賛する情報誌

「AVION」を介して福智町とのつながりが生まれ
「一皿ボランティア」や「オマールヌーボー」など
のイベントに福智町が出展。以来、JALととも
に絆が深まり、今回、新作ジェラートの監修や
特製スイーツの製作にご協力いただきました！

NPO HAKATA MIRABELLE 21 MEMBERS

THE VILLAS 福岡／高山友一
ホテル日航熊本／中野省吾
レストラン ラ・カロッツァ／中村一善
フレンチレストランオトヌ／宮元伸一郎
スピリッツオブマイスター／石坂浩司
中村調理製菓専門学校／鎌田裕之
ピサンリ／中島英人
樋口精肉店／橋本安史
イタリア料理テシマ／手嶋義之
LaMaison de laNatureGoh／福山剛上野焼とのコラボが実現したオマールヌーボー2013

それぞれの写真はイメージです。実際とは異なる場合がございますので、あらかじめご了承くださいませ。

各日限定

100組
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▶金剛・八幡ICから約20 分
北九州都市高速道路「金剛」、
九州自動車道「八幡」出口から
国道 200号バイパスを飯塚・
直方方面へ。「直方大橋西」を
⇐左折し、約5kmで福智町へ。

口ノ原

まちづくり総合政策課 政策推進係

問

福智町地域観光戦略イベント実行委員会主催

日本航空 山口・北九州支店
ＪＲ九州 筑豊篠栗鉄道事業部
一般社団法人 福岡県洋菓子協会

後援

福 智 町
☎ 0947-22-7766

JR福北ゆたか線 55分

ＪＲ
直
方
駅

JR日田彦山線 50分

ＪＲ
田
川
伊
田
駅

ＪＲ
折
尾
駅

JR福北
ゆたか線
20分

JR鹿児島
本線25分

ＪＲ
小
倉
駅

ＪＲ
博
多
駅

平
成
筑
豊
鉄
道 

金
田
駅

平成筑豊鉄道
伊田線 20分

平成
筑豊鉄道
伊田線
10分

金
田
ド
ー
ム

徒歩
2分

10/5 ㊏･6 ㊐の２日間は「へいちく100円列車」を運行！
福智スイーツ大茶会へは「へいちく」で！ 「へいちくフェスタ」の沿線各駅でごきげんな催しが満載！！

ふじ湯の里

鉄道をご利用のかた

お車でお越しのかた

▶八木山バイパスから約25 分
❶八木山バイパス終点を降りず
にそのまま直進し、国道201号
バイパスを田川方面へ約10km。
中元寺川を渡って「川宮西大橋」
を⇐左折し、約5kmで福智町へ。

❷八木山バイパス終点（穂波東
IC）で降りて⇐左折し、国道200
号線を北九州方面へ。「口ノ原」
を⇒右折し、約5kmで福智町へ。

開催駅名 イベント内容 日時 10/5㊏･6㊐

直　方　駅

金　田　駅

田 川 伊 田 駅

赤　　駅

崎　山　駅

各地で人気の駅弁販売などのイベントを開催！ 直方焼スパと地元特産品を販売！

「グルメイベント＆フリーマーケット」と「軌道保線車」や「ミニちくまる号の運行」などを開催！

田川ホルモン鍋と東北地酒（東北復興支援企画）の開催ほか、全国各地のB－１公認商品を販売！

大好評の「赤村トロッコ列車」を運行、赤村の特産品を販売！

10万本ものひまわりが咲き誇る「崎山ひまわり祭り」を開催！ 地元新米を販売！

10:00 － 16:00

10:00 － 16:00

10:00 － 18:00

10:00 － 16:00

10:00 － 16:00

交通案内

周辺MAP＆駐車場

6分生
力
駅

14分

▶会場周辺の駐車場には限りがご
ざいますので平成筑豊鉄道「ふれ
あい生力駅」周辺の公共施設の駐
車場にとめて「金田駅」へお越しに
なると便利です（乗車時間約6分）

2日間は「へいちく」にどこまで乗っても1回100 円！ 臨時列車も運行！ 豪華景品が当たるスタンプラリー開催！ 問 平成筑豊鉄道株式会社 ☎0947-22-1000

ふれあい生力駅




