
№ イベント名 開催日時 会場名（住所） 参加方法 主催者名・問合せ先 内容

1 博多和牛フェア２０１８ 9月8日（土）～11月11日（日） 県内の開催店舗 期間中に各連携飲食店へ

博多和牛販売促進協議会
（事務局：公益社団法人福岡県畜産協会）
092-641-8723

博多和牛フェア協力店舗で博多和牛を使った
メニューを提供。

2 ふくおかの魚フェア　秋のフェア 11月1日（木）～30日(金) 各連携飲食店（福岡県内各地） 期間中に各連携飲食店へ
福岡県水産振興課
092-643-3563

第三弾の「秋のフェア」では、１１月１日から県内の「ふく
おかの地魚応援の店」各店舗で、秋から旬に入る牡蠣
をはじめとした豊前本ガニなどを使用した料理がご堪能
いただけます。

3 エコ農産物フェア

①10月31日（水）
②11月3日（土・祝）
③11月4日（日）
④11月10日（土）
⑤11月17日（土）
⑥11月22日（木）
⑦11月23日（金・祝）

①福岡県庁１階ロビー（福岡市博多区）
②イオンモール福津（福津市）
③道の駅むなかた（宗像市）
④よってこ四季犀館（みやこ町）
⑤農林業総合試験場資源活用研究センター（久留米市）
⑥ホテルニューオータニ博多（福岡市中央区）
⑦道の駅原鶴ファームステーションバサロ（朝倉市）

当日会場へ
ふくおかエコ農産物販売拡大協議会
092-260-9115

農作物の栽培に使用する科学農薬と化学肥料を、県の
基準の半分以下におさえた「ふくおかエコ農産物」の販
売を実施します！道の駅や各イベント会場でのフェア
に、ぜひお越しください。

4
うきは祭り２０１８
～うきはまるごと体験～

11月3日（土）、4日（日）
10:00～16:00

「うきはアリーナ」
（うきは市浮羽町朝田215） 当日会場へ

うきは祭り実行委員会
0943-76-9059

フードエリアでうきはの食を楽しんでいただけるブース
や、企業・団体による商品の展示やうきはならではの体
験ブース、子どもさんに大人気の木育広場、ステージイ
ベント等を実施いたします。うきはの食と農と健康祭り
ブースや福祉ブース、ジャイアントフラワーペーパー
コーナー等もお楽しみください。

5 うきはの食と農と健康まつり
11月3日（土）、4日（日）
10:00～16:00

うきは市立総合体育館「うきはアリーナ」
（うきは市浮羽町朝田215） 当日会場へ

うきは市食と農と健康まつり実行委員会
（うきは市役所　保健課）0943-75-4960

１０団体が販売ブースではお米やジャム、ミネラル栽培
農産物を販売し、健康チェックコーナーでは、血管年
齢･体組成計やロコモ度テストを行い、野菜啓発コー
ナーでは、野菜３５０グラム啓発のための野菜レシピ試
食品提供等を行います。

6
道の駅豊前おこしかけ「秋の大収
穫祭」

11月3日（土・祝）～4日（日）
8:00～18:00
（各種イベントはそれぞれ違
います）

道の駅豊前おこしかけ
（豊前市四郎丸1041-1）

当日会場へ
株式会社ぶぜん街づくり会社
（道の駅豊前おこしかけ）
0979-84-0544

・海、山の幸をメインに地元加工業者で作る商品販売
・新米の試食会、新作「焼はも出汁」の試飲会
・道の駅内屋台村や対面販売でのサービス
・４日は、青豊高校生によるプロデュース弁当の対面販
売。地元生産者によるもちつき大会（振るまい餅）等

7 ドリームフェスティバル2018
11月3日（土・祝）～4日（日）
初日　　 9:00～17:00
最終日　9:00～16:00

糸島農業協同組合営農総合センターアグリ
（糸島市志摩小富士14-34）

当日会場へ
糸島農業協同組合
092-322-2761

・農産物の展示・ジュースの飲み比べ大会
・新米のすくい取り・花のドッキリ市
・糸島豚、糸島牛の試食会・地産地消　味噌作り
・そうめんちり販売・女性部振る舞い料理
・地産地消　食育いきいきクイズ・もちまき

食育・地産地消月間イベント一覧
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8 親子食と農の体験教室
11月3日（土・祝）
9:30～13:30(予定)

旬菜キッチン
（福岡市西区福重1-16-5）

大人1，000円/人、子ども500円/人
申込期間中に事前申込(申込多数
時は抽選)

福岡市農畜産物消費拡大推進協議会
（福岡市政策企画課）
092-711-4841

福岡市民と生産者との交流等により相互理解を深め、
市内産農産物の消費拡大と食育の推進を図るため、市
内産農産物の収穫体験とその食材を使用した料理教
室を行います。
今回は、みそ作り体験と料理教室

9
福岡食肉市場九州産ブランド食肉
フェスタ2018

11月3日（土・祝）
11:00～16:00

福岡市役所西側ふれあい広場（福岡市中央区天神1-8-
1）

当日会場へ

福岡食肉市場株式会社、公益社団法人日本
食肉市場卸売協会
（福岡食肉市場株式会社）
092-641-6131

福岡市食肉市場では、市民に対し食肉市場の機能と安
全性をアピールし、食肉流通への理解と信頼を深める
とともに、九州産ブランド食肉の試食・販売を通じてブラ
ンドの知名度向上及び市場の活性化を図る目的で食
肉フェスタを実施します。

10 第14回　ど～んとかがし祭
11月3日（土・祝）～4日（日）
前夜祭　　18:00～20:30
本祭　　　 10:00～16:00

安の里公園周辺（朝倉郡筑前町篠隈673-1） 当日会場へ
ど～んとかがし祭実行委員会
（筑前町役場　企画課）
0946-42-6601

・「食」と「農」をテーマにした秋の収穫祭です。
・前夜祭では、ステージイベントのほか、火の祭典や打
上げ花火、豊穣鍋（豚汁）がふるまわれます。
・本祭では、ステージイベントの他、特産品が楽しめる
「ちくちゃんカフェ」や、野菜の収穫体験や食に関するイ
ベントなど盛りだくさん。
・巨大わらかがしも展示予定です。

11 健康・食育フェスティバル
11月4日（日）
10:00～15:00

大野城市すこやか交流プラザ
（大野城市瓦田4-2-1）

当日会場へ
大野城市（大野城市　すこやか長寿課）
092-501-2222

展示や体験を通して、楽しみながら学ぶことができるイ
ベントです。
食育ゾーンでは、「早寝早起き朝ごはん」の推進や具だ
くさんヘルシー豚汁の提供などを行っています。その
他、健康ゾーンでは、生活習慣病予防や歯の健康など
について、無料健康相談をはじめ、たくさんの催しがあ
ります。

12
コスモス広場オープン16周年感謝
祭

11月4日（日） コスモス広場利用組合（福岡県古賀市青柳658-1） 当日、会場へお越しください。
コスモス広場利用組合
(092-943-1114)

・生産者より採れたて野菜などプレゼント！（なくなり次第終了）
・キッズお楽しみコーナーなど（企画等、変更する場合もありま
す。）

13
軽トラ屋台市2018「復興がんばろ
う！朝倉」7周年記念収穫感謝祭

11月4日（日） 大己貴神社境内・838-0811（朝倉郡筑前町弥永697-3） 無料・当日会場へ
軽トラ屋台市運営委員会，事務局　090-2398-
7973

地元の新鮮な朝採り野菜・果物（柿，梨）おにぎり弁当，
カレーライス，サンドウィッチ，ジャンボ焼き鳥，グリーン
コープの試飲展示、リサイクル雑貨，手作り小物，海産
物など対面販売

14 産直マルシェ 11月8日・11月22日 福岡赤十字病院（福岡市南区大楠3丁目1-1） 当日会場へ
福岡赤十字病院・三連水車の里朝倉（共催）・
0946-52-9300

「地域連携」をテーマに毎月2回「直産マルシェ」を開催
しています。朝倉市の「三連水車の里あさくら」から採れ
たての安心・安全な農産物が届けられます。
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15
知って得する！嘉麻市秋の美食
フェアー

11月9日（金）
18:30～20:00

エントランス/ENTRANCE
(〒810-0021  福岡県福岡市中央区今泉2丁目4-3-9)

参加費4,000円
※お料理準備の為、事前電話予約
をお願い致します

株式会社　嘉麻スタイル
TEL　0948-43-3063

大自然広がる福岡県嘉麻市で採れたみずみずしいお
野菜や果物、そしてお肉の美味しさを皆様に味わって
いただく、『知って得する！嘉麻市秋の美食フェアー』を
開催致します。
野菜ソムリエの吉田聡さんをお迎えして、お料理に使わ
れる嘉麻市食材の美味しさや、素材の効能など楽しく
素敵なトークショーも御座います。

16 健康と食育の祭典
11月11日（日）
9:00～15:00（予定）

サザンクス筑後
（筑後市大字若菜1104）
（各ブースにより終了時間は異なる）

当日会場へ
（一部コーナーについては、事前予
約や参加費が必要となることもあり
ます）

筑後市
（筑後市役所　健康づくり課）
0942-53-4231

食育コーナーとして、体験型イベント、筑後市産農産物
を使用した加工品の試食、筑後市学校給食会や福岡
県栄養士会によるブースなど、様々なコーナーをお楽し
みいただけます。
この他にも、健康に関するコーナー（にこにこウォーク
大会や血管年齢測定）など、内容盛りだくさんで実施し
ます。

17
みなみの里　ごはんまつり
－６次化マルシェ－

11月11日（日）
11:00～
12:00～

みなみの里　芝生広場
（筑前町三並866）

当日会場へ
１人　1200円
（200セット限定）

筑前町ファーマーズマーケットみなみの里
0946-42-8115

小石原焼お茶碗がついた、新米ごはんセットを限定200
セット販売します。かまどで炊き上げた筑前町の掛け干
し新米と、ごはんの友、汁物、お茶のセットです。
また、筑前町の農産物を使ってつくった、手づくり、こだ
わりの商品を販売する、「６次化マルシェ」も同時開
催！

18
ヘルシーラーメンＤｅ食育キャン
ペーン

11月13日（火）～11月26日
（月）
各店舗の営業時間

各店舗 各店舗による

福岡県健康増進課、各店舗
（福岡県健康増進課）
092-643-3269
各店舗は県庁ＨＰ、登録店舗一覧参照

県内各地の「ふくおか食の健康サポート店」において、
限定メニュー等の提供や、健康づくりに関する情報提
供など実施します。
また、サポート店であるイオン九州にて、キャンペーン
中に、健康弁当の販売や、野菜摂取量増量にかかる取
組（野菜料理の実演、試食野菜料理レシピカードの配
布等）を実施します。

19 お魚さばき教室
11月13日（火）①9:30～12:30
②13:30～16:00

メイトム宗像（宗像市久原180） 参加費（材料費）　１５００円
道の駅むなかた
0940-62-2715

道の駅むなかたスタッフが魚の捌き方を丁寧にお教え
します。使用するお魚は地元の旬の魚を使用（毎回違
います）。捌いた後はそのお魚を使って料理の仕方をお
教えします。

20 直売所出張販売in福岡県庁 11月15日（木）～22日（木）
福岡県庁　1階ロビー
（福岡市博多区東公園7-7）

当日会場へ
福岡県農林水産部食の安全・地産地消課
（092-643-3575）

期間中、県内の直売所が日替わりで出張販売を実施し
ます。
15日（木）…道の駅小石原
16日（金）…三連水車の里あさくら
19日（月）…赤村特産物センター
20日（火）…ゆめ畑那珂川店
21日（水）…カッホー馬古屏

21 長浜鮮魚市場市民感謝デー
11月17日（土）
9:00～12:00

長浜鮮魚市場（福岡市中央区長浜3-11-3） 当日会場へ

福岡魚食普及推進協議会
（福岡魚食普及推進協議会事務局）
092-711-6414

普段は鮮魚店や飲食店などの業者（買出人）しか入る
ことができない鮮魚市場が、魚食への関心を高めてい
ただくためこの「市民感謝デー」のときだけ一部開放し、
市民も直接買い物をすることができます。
「お魚さばき方実演」「子どもお寿司握り体験」などのイ
ベントも実施します。
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22 福岡市　農林水産まつり
11月17日（土）
9:00～14:30

福岡市鮮魚市場周辺
（福岡市中央区長浜3-11-3） 当日会場へ

福岡市農林水産まつり運営委員会
（福岡市政策企画課）
092-711-4841

・福岡市の農林水産業、市場流通の紹介
・農畜産物、林産物、水産物の展示即売会
・食育、地産地消のＰＲ

23
農林業総合試験場資源活用研究
センター　ふれあいフェスタ

11月17日（土）
9:30～16:00

福岡県農林業総合試験場
資源活用研究センター
（久留米市山本町豊田1438-2）

当日会場へ

農林業総合試験場資源活用研究センター　総
務課
0942-45-7870

・試験研究内容の紹介、展示
・「クリスマスリース」「木の葉のしおり」「Ｍｙはし」づくり
などの工作体験、新鮮野菜やキノコを使った「ピザ」づく
り体験
・会員産品生しいたけの試食、特売
・八女茶の試飲、農林産物加工品の販売　など

24 福吉産業まつり
11月18日（日）
9:30～14:30(予定）

福吉漁港
（糸島市二丈福井）

当日会場へ
福吉地域づくり推進協議会
（糸島農業協同組合　西部支店）
092-325-0239

・新米のすくい取り
・もちまき

25 なかがわ中山間ふる里まつり
11月18日（日）
10:00～15:00

中ノ島公園
（那珂川市市ノ瀬443-1）

当日会場へ

なかがわ中山間ふる里まつり実行委員会
（中ノ島公園管理事務所）
092-953-0514

地元農作物の販売、ヤーコン料理の試食、水菜の収穫
体験
丸太切り体験、バター作り体験、押し花体験、ステージ
イベント、抽選会　など

26 ２０１８ 久山の秋の食フェスタ
11月18日（日）
10:00～15:00

久山町役場下駐車場（糟屋郡久山町久原3632） 当日会場へ
久山町・久山の秋の食フェスタ
（久山町役場魅力づくり推進課）
092-976-1111

食を通して、地域の産物や食文化を感じ、秋の久山を
みんなで楽しむ美味しいイベントです。久山で採れた新
米や新鮮な野菜、加工品などのお店が町内外から集ま
り、軽トラ市スタイルで軒を連ねます。そのほか、音楽
演奏やふるまいなどのイベントもあります。

27 2018秋の収穫祭 11月18日（日） 湯の迫温泉太平楽　さわやか市 当日、会場へお越しください。
湯の迫温泉太平楽　さわやか市
（0979-84-7655）

・本年収穫された上毛産，農産物，加工品等の販売に
よるイベント　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・会場にお
いては終日、ステージイベントも開催致します
・また、会場内には模擬店も多数出店致します

28 減塩みそ作り教室

11月20日（火）
①10:00～12:00②14:00～16:00

11月2１日（水）
①10:00～12:00②14:00～16:00

春日市いきいきプラザ
（春日市昇町1-120）

10月31日までに往復ハガキにて事
前に申込む。(応募者多数の場合
は抽選)
食材料費実費（みそ1Kgあたり500
円程度）1人2Kgまで
※春日市民のみを対象

春日市
（春日市　健康スポーツ課）
092-501-1134

日本人の食生活に欠かすことができない味噌を、塩分
控えめで手作りする。
希望者には、家庭から持参した味噌汁の塩分測定を実
施する。
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29
第３２回　北九州市農林水産まつ
り

11月23日（金・祝）～24日
（土）
9:00～15:00（両日とも）

北九州市立総合農事センター
（北九州市小倉南区横代東町1-6-1） 当日会場へ

北九州市農林水産まつり運営委員会
（北九州市食の魅力創造･発信室）
093-582-2080

旬の産地直送野菜、このイベントからいよいよシーズン
到来となる「豊前海一粒かき」、「若松潮風キャベツ」を
はじめ、「小倉牛」「関門海峡たこ」など市内各地の農林
水産物が一堂に集る、秋の一大イベント。

30
福岡県水産海洋技術センター
おめで鯛まつり～もっと知ろう「海」
と「川」～

11月23日（金・祝）
9:30～16:00

福岡県水産海洋技術センター
（福岡市西区今津1141-1）

当日会場へ
福岡県（福岡県水産海洋技術センター）
092-806-5251

・生きている魚介類に触れる「タッチングプール」や「海
苔づくり体験」
　など各種イベントを実施
・有明海の海苔「福岡有明のり」の販売　　等

31
①  九州茶飲み比べ
②　九州茶カフェ

11月23日（金・祝）
①　10:00～15:00
②　10:00～16:00

①  アクロス福岡（福岡市中央区天神1-1-1）
②　ライオン広場（福岡市中央区天神2-1-1）

①　参加費100円
②　当日会場へ

九州茶業研究大会福岡大会実行委員会
（福岡県園芸振興課）
092-643-3489

① 九州各県のお茶を集め、飲み比べをしていただき、
消費者へ八女茶を含む九州茶をＰＲ。各県（産地）のお
茶は、ＰＲ販売も実施。

② 有名カフェ店舗とコラボし、八女茶を含む九州茶をア
レンジして飲んでいただける「九州茶カフェ」を実施。

32

北九州の産業観光ツアー
「北九州の酒蔵・地ビール工場を
巡る秋のほろ酔いツアー」

11月23日（金・祝）
13：30～20：00

【13：30】小倉駅新幹線口＝溝上酒造（八幡東区八幡東区景勝町1-
10）＝無法松酒造（小倉南区大字新道寺310）＝門司港地ビール工
房（門司区東港町6-9）＝【20：00頃】小倉駅新幹線口

要事前申込11/9（金）締切
料金6，800円（夕食付）
対象20歳以上

北九州産業観光センター
（アーバンツーリスト　本社営業所）
093-961-3370

日本酒をつくる八幡の溝上酒造、日本酒・焼酎・梅酒を
つくる小倉の無法松酒造、地ビールの門司港地ビール
工房。北九州が誇る３つの醸造所が2013年から「北九
州三醸造士の会」としてお酒の地産地消に取り組んで
います。ツアー当日は、３醸造所を全て廻り、各店舗で
試飲やお買物も楽しめます。

33 筑紫野市食育講演会
11月29日（木）
10:00～11:30

筑紫野市総合保健福祉センター「カミーリヤ」
（筑紫野市岡田3-11-1）

参加費無料、要事前予約（先着
100名）
※筑紫野市民を対象

筑紫野市健康推進課
092-920-8611

筑紫野市民を対象とした食育講演会を実施します。



むなかた 11月23日（金）～24日（土） 農業まつり　2018
ＪＡむなかた本店
（宗像市東郷4-3-1）

11月18日（日） まつり古賀
古賀市市役所　他
（古賀市市役所）

12月1日（土）～2日（日） 第34回粕屋農業まつり
ＪＡ粕屋本所
（糟屋郡糟屋町大字大隈1229）

11月17日（土） 福岡市農林水産まつり
鮮魚市場周辺
（福岡市中央区長浜3丁目）

11月25日（日） 博多じょうもんさん天神市場
福岡市役所前ふれあい広場
（福岡市中央区天神1-81）

糸　島 11月3日（土）～4日（日） ドリームフェスティバル2018
ＪＡ糸島営農総合センター
（糸島市志摩小富士14‐34）

筑　紫 11月23日（金・祝）～24日（土） 第39回ＪＡ筑紫ふるさとまつり
ＪＡ筑紫本店
（筑紫野市杉塚3‐3‐10）

10月27日（土） ＪＡまつり　inみわ
JA筑前あさくら　三輪支店
（朝倉郡筑前町新町338-1）

11月3日（土） 収穫祭
JA筑前あさくら　夜須支店
（朝倉郡筑前町東小田1653）

11月24日（土）～25日（日） がんばろう　あさくら祭り
JA筑前あさくら　本店
（朝倉市甘木221-1）

12月8日（日） 東峰支店　感謝祭
JA筑前あさくら　東峰支店
（東峰村大字福井2226-1）

に　じ 11月10日（土）～11日（日） 第15回ＪＡにじ農業祭り
耳納の里駐車場北側
（うきは市吉井町福益130-1）

み　い 11月3日（土）～4日（日） 第27回ＪＡみい　ふるさと農業まつり
下高橋官衛遺跡公園
（三井郡大刀洗町下高橋3358-1）

くるめ 11月10日（土）～11日（日） 第44回　ふるさとくるめ農業まつり
久留米百年公園
（久留米市百年公園2432-1）

ふくおか八女 11月11日（日） 第23回筑後地区農業祭り
ＪＡふくおか八女筑後地区センター
（筑後市大字上北島1217-1）

みなみ筑後 11月24日（土）～25日（日） ＪＡみなみ筑後農業祭り
ＪＡみなみ筑後本所駐車場・みやま市
役所駐車場
（みやま市瀬高町下庄774-1）

11月23日（金）～24日（土） 第32回北九州市農林水産まつり
北九州市立総合農事センター
（北九州市小倉南区横代東町一丁目
6-1）

12月2日（日） 第53回遠賀・中間地区農業祭
ボートレース芦屋
（遠賀郡芦屋町芦屋3540）

10月28日（日） 宮若ふるさと祭り
西鞍の丘総合運動公園
（宮若市乙野601）

10月28日（日） くらて元気まつり
鞍手町文化体育総合施設内
（鞍手郡鞍手町小牧222）

11月4日（日） お！のつくのおがた秋祭り ＪＲ直方駅前まちなか

11月18日（日） 小竹町民祭り
小竹町中央公民館
（鞍手郡小竹町勝野1757）

JAグループ福岡　ＪＡ農業祭りへ行こう！

直　鞍

北　九

筑前あさくら

粕屋

福岡市

日　程 イベント名 開催場所JA



ふくおか嘉穂 11月17日（土）～18日（日）
第22回ＪＡふくおか嘉穂ふれあいまつ
り

ＪＡふくおか嘉穂本所駐車場
（飯塚市小正319-1）

11月10日（土）～11日（日） 赤村農業まつり
赤村ライスセンター
（田川郡赤村大字赤1133-1）

11月17日（土）～18日（日） 香春町農業祭
香春町ライスセンター
（田川郡香春町大字採銅所4318-1）

12月8日（土）～9日（日） 金川農業祭
ＪＡたがわ金川支所
（田川市大字夏吉1770-3）

11月3日（土） 収穫感謝祭　inみやこ
ＪＡ福岡京築（営農経済本部）
（行橋市西宮市5-11-1）

11月10日（土） 収穫感謝祭　in築上
すぱーく築城
（築上郡築上町大字築城999）

11月17日（土） 収穫感謝祭　in豊前・築東
ＪＡ福岡京築（総務・金融本店）
（豊前市大字荒堀500）

福岡京築

たがわ



北九州市
小倉北区

観山荘本館
フェア　10月～11月
特 典　10月～11月
　　　　　（平日限定）

住所
ＴＥＬ ０９３－９２１－５８７７

朝倉市 豆腐工房　ぬくもり畑
フェア　通年
特 典　11月～12月

福岡市
中央区

Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｋａｚｕ
フェア　11月
特 典　11月

福岡市
中央区

伊都の栞
フェア　11月
特 典　11月

住所 住所 福岡市中央区浄水通3-40　HILLS浄水3F 住所
ＴＥＬ ０９４６－２４－７１４８ ＴＥＬ ０９２－５２２－００１５ ＴＥＬ ０９２－７０７－０２４９

福岡市
中央区

すし幸
フェア　11月
特 典　11月

嘉麻市
桂川町

かほラーメン本店
かほラーメン嘉隈店

フェア　11月～12月
特 典　11月～12月

北九州市
若松区

かねやす本店
フェア　9月～11月
特 典　9月～11月

住所 住所 住所
ＴＥＬ ０９２－７６１－１６５９ ＴＥＬ ０９４８－５７－４１２０、０９４８－６５－５２２４ ＴＥＬ ０９３－７４１－１１３１

福津市 ダンデリオン
フェア　10月～11月
特 典　10月～11月

北九州市
八幡東区

千草ホテル
フェア　①11月21日～1月31日
　　　　　 ②11月
特 典　11月

北九州市
門司区

ティールーム　センガク 11月

住所 住所 住所 北九州市門司区東港町2-23
ＴＥＬ ０９４０－７２－５１４４ ＴＥＬ ０９３－６７１－１１３１ ＴＥＬ ０９３－３２１－６７００

カレーセットご注文の方　アイスクリームサービス（カレーのラ
イスに福岡県産米使用）

宗像牛とまいたけの和風パスタ

①千草ホテル忘新年会プラン「九州グルメツアー」で一部地産メ
ニューあり
②「ダイニングカフェｃｈｉｇｕｓａ」11月のシェフズランチで地産地消メ
ニュー提供

「福岡のおいしい幸せ」の合言葉で、デザート、ソフトドリンク
サービス（毎日先着10組様）

「ダイニングカフェｃｈｉｇｕｓａ」でお食事をされた方に限り、ワン
ドリンク（ソフトドリンク）またはアイスクリームサービス

北九州市若松区有毛2464

一本ヤリイカコース　　　　　3000円
岩屋あかもく海鮮丼セット　1620円

お料理をご注文のお客様に、ソフトドリンクをサービス

福津市光陽台4-1-1 北九州市八幡東区西本町1-1-1

県産食材を使ったランチメニューをご用意

「福岡のおいしい幸せ」でご予約すると、ソフトドリンク１杯
サービス

「フランス料理でおいしい幸せ月間」ランチ・ディナー全コース
を対象に、下記特典をプレゼント

上記購入下さったお客様のみ自家製辛子明太子切子200ｇ
1080円→半額540円でご提供！

「福岡のおいしい幸せ」の合言葉で、ラー麦100％の替玉１杯
無料

唐泊漁協「かきの佃煮」玄界島漁協「ワカメ」小呂島漁協「や
ずフレーク」姪浜漁協「のりの佃煮」の販売

全て県産食材の野菜を使った野菜党ラーメン（味噌味）をご
用意

朝倉市堤612 福岡市中央区西中洲3-1　デルタウエスト2-G

福岡市中央区港3-1-75 嘉麻市中益488-1、嘉穂郡桂川町吉隈205-7

北九州市小倉北区片野2-19-18

「福岡のおいしい幸せ」の合言葉でお飲みもの一杯サービス
期間中ご来店の小・中学・高校生のお子さんにはスマイル
クッキーをプレゼント！
※小学生以上のお子様対象

「地産地消フェア」を見たで、焼きガキを１個増量サービス

カキ解禁！糸島産焼きガキフェア朝倉産ふくゆたか大豆を使用したランチをご用意

フェア

フェア フェア フェア

フェア フェア

特典

特典 特典 特典

特典 特典

※「特典」は他サービスとの併用不可。

ふくおか地産地消応援の店
地産地消フェア・特典

11月は「食育・地産地消月間」です。

月間中「応援の店」では、地産地消特別メニューの提供や特典があります。

フェア

特典

フェア

特典

フェア

特典

特典



筑紫野市
ＪＡ全農ミートフーズ直営
新鮮ほるもん　弐日市亭

通年 久留米市 幸鮨通町店 通年
北九州市
小倉北区

コーヒーハウス　コルベーユ 通年

住所 住所 住所
ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ

福岡市
中央区

カフェコムサ　福岡ＶＩＯＲＯ
　　10月下旬～
　　11月中旬

遠賀郡
遠賀町

中華バル武遊 10月～11月 久留米市 自然食カフェ　菜花　ｓａｉｋａ 11月

住所 住所 住所
ＴＥＬ ＴＥＬ ＴＥＬ

うきは市 トラットリア　ＡＯ 通年 県内全域 ピザクック
9月1日（土）～
12月20日（木）

住所 住所
ＴＥＬ ＴＥＬ

下記HP参照
https://www.pizzacooc.com/

０９４２－３５－７１１１（内線６２３８）

県産野菜たっぷりの豚シャブサラダを提供

北九州市小倉北区浅野2-14-2　リーガロイヤルホテル小倉2階
０９３－５３１－１１２1

朝食バイキングにて福岡県産米をご提供

地元久留米市の米生産者と野菜生産者とタイアップし、新米
と秋野菜を主役とした和食ランチをご提供

久留米市天神町1-1　岩田屋久留米店　新館2階

県産野菜サラダ・耳納いっーとんを使用した料理

うきは市吉井町1003-20
０９４３－７５－２５２４

・福岡県産柿「博多秋王」のケーキ
・福岡県産キウイ「甘うぃ」とマンゴーのケーキ

博多あごおとし明太子をはじめ、福岡県産鶏卵のみを使用し
たうす焼きたまご、福岡県有明海産焼のり、福岡県産餅をトッ
ピングに使用し、さらに「福岡県産小麦ミナミノカオリ100％の
小麦粉で作られたピザ生地」でトッピングをサンドするという
徹底的に福岡食材にこだわった「博多ミルフィーユサンドピ
ザ」をキャンペーン中！Ｍサイズ定価2500円のところを1880
円で期間中は販売しております。※Ｓ・Ｌサイズも割引あり（価
格は税抜き表記）

筑紫野市二日市中央6-2-8
０９２－９２３－７９９０

福岡市中央区天神2-10-3　VIORO4階 遠賀郡遠賀町遠賀川2-1-1
０９２－７５２－７３３３ ０９２－２９３－２３２３

博多和牛上カルビを提供

久留米市通町7-12
０９４２－３８－８６００

海鮮丼（県産のサバ、カンパチ、お米など）フェアフェア フェア フェア

フェアフェア フェア フェア

フェア フェア



 

 

 

 

 

ホテル名 メニュー 写真 

ホテルニューオータニ博多 

〒810－0004 

福岡市中央区渡辺通1丁目1番

2 号 

（TEL：092－714－1111） 

【ふくよかグルメフェア】 

提供期間：平成 30年 11 月 1 日（木）～11月 30 日（金） 

※表示価格に別途消費税、サービス料を加算させていただきます 

カフェ＆レストラングリーンハウス (1 階) 11：30～22：00 

○糸島ハムと浮羽“秋王”のサラダ ￥1,600（写真①） 

○福岡県産キノコ三種と赤村豚のパンチェスタ、豆乳リングイネ ￥2,000 

（写真②） 

○糸島牛のビーフシチュー ￥3,000 （写真③） 

レストラン カステリアンルーム (地下 1階) 

11：30～14：00／17：30～21：30 

○FUKUOKA コンビネーションランチ ￥2,500 

○FUKUOKA  TERROIR ～ふくおかテロワール～ ￥10,000 

中国料理大観苑 (地下 1階) 

11：30～14：30／17：30～21：30 ※11：30～21：30（土・日・祝） 

○福岡県産コース（ランチ） ￥3,500 （写真④） 

○福岡県産コース（ディナー） ￥10,000 

日本料理 千羽鶴 (14 階)  11：30～14：00／17：30～21：30 

○宗像穴子とつまんでご卵のかつ重御膳 ￥3,500 

（※夜は￥4,000 前菜セット付）（写真⑤） 

○水炊き会席 ￥7,000  

 

 

「ふくおか地産地消応援の店」地産地消フェア 

１１月は「食育・地産地消月間」です。 

「ふくおか地産地消応援の店」である下記のホテルでは、月間中に福岡県産の食材を使った地産地消フェアを実施します。 

 

① 

②  

③  

④  ⑤  



 

彩膳 和多伴 (地下 1 階)  11：30～14：30／17：00～21：30 

○福岡県産鯛尽くしコース ￥7,000 

麺処 あじ彩 (地下 1 階)  11：30～14：30／17：30～20：00 

○鍋焼きうどんと福岡野菜の天ぷらセット￥2,400 

バーカステリアンルーム (地下 1 階)  13：00～24：00 

○福岡県産カクテル 2種 各￥2,000 （写真⑥） 

①福岡のお酒「喜多屋」と「柿」を使ったカクテル「結里香 （ゆりか）」（赤） 

②焼酎 「紅乙女 Gold」とサツマイモでクリーミーなデザートカクテル 

「おイモ デ ドルチェ」（白） 

博多サンヒルズホテル 

〒812－0046 

福岡市博多区吉塚本町 13 番 

55 号 

（TEL：092－631－3331） 

【ふく魚かランチ】 

提供期間：平成 30年 11 月 5 日（月）～11月 18 日（日） 

価格：1,300 円（税込） 

販売時間：11：00～15：00（オーダーストップ 14：30） 

○ 県産夢つくしと宗像大島のあかもくとろろ 

○ 福岡産かなと河豚のたたき 

○ 華味鶏の団子と県産雪嶺茸の吸物仕立て 

○ 博多万能ねぎと県産柿のぬた和え 

○ 県産アジのさんが焼き 

○ 芝エビのかき揚げ 

○ 糸島美豚の博多すぎたけ巻き 

○ 県産早生みかんとあまおうのわらび餅 

○ 鯛のチーズ包みと博多長茄子の蕪餡かけ 

 

 

⑥ 


