
学問の神様として知られる菅原道真公を奉る神
社。朱色に彩られた本殿は、国の重要文化財に
指定されており、受験シーズンには、全国から
たくさんの受験生が参拝に訪れます。周辺に
は、九州国立博物館、大宰府政庁跡もありま
す。

平成１７年１０月に開館した全国で４番目の国立博物館。「アジア
の玄関口」という九州の地勢的特長を生かし、日本文化の形成を
アジア史的視点から捉える、という独自のコンセプトを有していま
す。太宰府天満宮とは「動く歩道」で約４分ほどで繋がっています。

所在地 福岡県太宰府市宰府４－７－１ 所在地 福岡県太宰府市石坂４ー７ー２

電話 太宰府天満宮社務所　　092-922-8225 電話 ０９２ー９１８ー２８０７（代表）

FAX 092-921-1010 FAX ０９２－９１８－２８１０

交通アクセス 九州自動車道太宰府ICから車で15分 交通アクセス 九州自動車道太宰府ＩＣから車で２０分

駐車場 近隣にあり 駐車場 有

駐車場料金等 必要 駐車場料金等
普通乗用車  ５００円/回、マイクロバス  １，３００円/回、大型バス
２，０００円/回

開館時間 （開門）＊春分の日～秋分の日前日 6：00＊上記以外 6：30
（閉門）＊4～5月、9～11月 19：00＊6～8月 19：30　12～3月　18：30 開館時間 ９：３０～１７：００（入館は、１６：３０まで）

見学所要時間 特に決まっていません 見学所要時間 ６０～１２０分

受入人数 制限無し 受入人数 制限無し

休館日 年中無休 休館日 月曜日（月曜日が祝日又は振替休日の場合は、翌日）

料金 参拝は無料（宝物殿、菅公歴史館では料金あり。休館日あり。） 料金
一　般 ４３０円（２２０円）、大学生 １３０円（７０円）、※（）内は２０名
以上の団体料金、高校生以下は無料※特別展は別料金

予約の必要性 不要 予約の必要性 館内案内希望の場合は、要予約。

予約申込方法 予約申込方法 （館内案内希望の場合）電話　交流課　092-929-3289

施設アドレス http://www.dazaifutenmangu.or.jp/ 施設アドレス http://www.kyuhaku.jp

観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mo
de=detail&id=4000000000411&isEvent=1

観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mo
de=detail&id=4000000001368&isSpot=1

施
設

太宰府天満宮　　　　　福岡① 九州国立博物館　　　　　福岡②

施
設

http://www.dazaifutenmangu.or.jp/
http://www.kyuhaku.jp/
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=4000000000411&isEvent=1
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=4000000000411&isEvent=1
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=4000000001368&isSpot=1
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=4000000001368&isSpot=1


街中を縦横に走る水路から、水の街として知られ、水路を
どんこ舟に乗って辿る川下りが有名です。船頭さんの巧み
な竿さばきで進む堀の両岸には、季節の花々や歴史ある
建物などの景色がゆっくりと流れていきます。また、約1時
間の船旅が終わる乗下船場の近くにある「御花(おはな)」
は、敷地内に樹齢200年以上の松が約280本植えられた松
濤園(しょうとうえん)があります。さらに、柳川は文人・北原
白秋の生誕地であり、記念館もあります。

最新鋭の生産技術を結集し、スタッフが楽しく働ける職場づくりを
進めている工場です。
最高の技術と真心で、お客様に造り手の心が伝わるヒューマンな
車造り、働きやすい職場環境の中高度な品質管理で、世界のお客
様に最高の車をお届けしている様子をご案内。
車体～塗装～組立と“車ができるまで”を専用の見学者コースから
順番に見ることができます。また、組立工場からは日産専用埠頭
も見えます。
<一台の車が出来上がるまで見ることができます>

所在地 福岡県柳川市 所在地 福岡県京都郡苅田町新浜町１－３

電話 柳川市観光協会　　0944-73-2145 電話 ゲストホール　　 093-435-1137

FAX 同上　　0944-72-9013 FAX 同上　　093-435-1513

交通アクセス 九州自動車道みやま柳川ICから車で20分 交通アクセス
東九州自動車道苅田北九州空港ＩＣから車で１
０分

駐車場 会社（４社程度）によって異なります。お問い合わせください。 駐車場 有

駐車場料金等 会社（４社程度）によって異なります。お問い合わせください。 駐車場料金等 無料

開館時間 同上 受入可能時間 日ごとの設定あり

見学所要時間 同上 見学所要時間 約９０分

受入人数 同上 受入人数 制限あり　詳細はお問い合わせください。

休館日 同上 休館日 土日、長期連休

料金 同上 料金 無料

予約の必要性 必要 予約の必要性 必要

予約申込方法 お問い合わせください。 予約申込方法 施設ＨＰ申込フォームにて申込。先着順。

施設アドレス http://www.yanagawa-net.com/ 施設アドレス http://www.nissankyusyu.co.jp/

観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mo
de=detail&id=4000000000945&isSpot=1

観光ＨＰ等

施
設

日産自動車九州工場　（工場見学）   　　　　福岡④柳川川下り　　　　　　福岡③

施
設

http://www.yanagawa-net.com/
http://www.nissankyusyu.co.jp/
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=4000000000945&isSpot=1
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=4000000000945&isSpot=1


トヨタの国内第２の拠点として、これまで培ってきた生産技
術を最大限に生かし、地球環境と働く人にやさしい工場
で、世界最高品質のクルマを生産しています。
　実際に、組立工場で、ロボットや人の手によって何万点も
の部品が巧みに組み付けられ、クルマが完成していく様子
を専任スタッフがご案内いたします。
　また、ＰＲ館では、各工場で生産された車両やエンジンの
展示、環境への取組みやトヨタ生産方式の紹介、クルマが
出来るまでの迫力ある映像などを通して、トヨタの“モノづく
り”をわかりやすく紹介しています。

門司港は、明治22年（1889年）に開港。北九州の工業力と結びつ
いて特に中国大陸方面の貿易基地となり、街には商社やビルディ
ングが建ち並び、門司港の街を華やかに盛り上げていました。今
でも、街のあちこちには、門司港駅、旧大阪商船ビルや旧三井倶
楽部など、当時の繁栄ぶりを色濃く残す洋風の建物が残り、異国
情緒あふれる雰囲気が漂っています。このような昔ながらの建物
と、海峡ドラマシップをはじめとする新しい建物が一体となっている
のが、門司港レトロ地区です。また列車の運転体験もできる九州
鉄道記念館も近くにあります。

所在地 福岡県宮若市上有木１ 所在地 福岡県北九州市門司区

電話 PR館スタッフルーム　0949-34-2400 電話 北九州市門司港レトロ課　　093-322-1188

FAX PR館スタッフルーム　0949-34-2410 FAX 同上　　 093-322-3033

交通アクセス 九州自動車道若宮ＩＣから車で約１０分 交通アクセス
九州自動車道門司ICより8分、北九州都市高速
道路春日ランプより5分

駐車場 有 駐車場 付近に駐車場有り

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 有料

受入可能時間
電話にて直接お問い合わせください。稼働の都合によりご見学い
ただけない場合があります。 開館時間 施設によって異なります。

見学所要時間 約８５分 見学所要時間 特に決まっていません。

受入人数
一班５０名程度に分かれて見学（見学内容により人
数が異なります）＊要確認

受入人数 制限無し。

休館日
土日、長期連休（年末年始、ゴールデンウィーク、夏期休暇）、
その他（設備工事等でご見学いただけない期間がございます） 休館日 施設によって異なります。

料金 無料 料金 同上

予約の必要性 必要 予約の必要性 同上

予約申込方法 電話（月～金　９：００～１２：１５、１３：００～１６：３０） 予約申込方法 同上

施設アドレス http://www.toyota-kyushu.com/ 施設アドレス http://www.retro-mojiko.jp/

観光ＨＰ等
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=de
tail&id=400000008351&isSpot=1

観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mod
e=detail&id=4000000001337&isSpot=1

施
設

トヨタ自動車九州 (工場見学)　　　　福岡⑤ 門司港レトロ地区　　　　福岡⑥

施
設

http://www.toyota-kyushu.com/
http://www.retro-mojiko.jp/
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=400000008351&isSpot=1
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=400000008351&isSpot=1
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=4000000001337&isSpot=1
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=4000000001337&isSpot=1


東洋一といわれた飛行場跡地にできた平和情
報発信基地。昭和２０年３月の大空襲で多くの
人命が失われ、基地機能も大損害を受けた大
刀洗飛行場跡地に平成２１年１０月開館しまし
た。館内は戦闘機２機の実物展示や、映像や朗
読によって戦争の悲惨な記憶を伝える「語りの
部屋」で構成されています。

　歴史観光の新たな形。ＣＧなどのデジタル技術で再現された，当
時の鴻臚館・福岡城をタブレット端末（貸出）を使って楽しめるガイ
ドツアーです。
　ガイドの案内とリアルに再現された映像により，まるでその時代
にタイムスリップした気分を味わうことができます。

所在地 福岡県朝倉郡筑前町高田２５６１－１ 所在地 「福岡城むかし探訪館」内（福岡市中央区城内1-4）

電話 ０９４６－２３－１２２７ 電話 092-732-4801

FAX ０９４６－２３－９００９ FAX 092-732-4802

交通アクセス
（車）大分自動車道筑後小郡、甘木インターから約10
分

交通アクセス 福岡都市高速「天神北」から車で１０分

駐車場 乗用車約９０台収容、バス５台収容可（無料） 駐車場
有（平和台陸上競技場前）
※バスは大濠公園へ（２台）

駐車場料金等 無料 駐車場料金等
最初の２時間は300円。以後１時間までごとに150円
加算。
※大濠公園（バス）最初の３時間は1,500円。以後30

開館時間 ９：００～１７：００（入館は１６：３０まで） 開館時間
9：00～17：00、（7.8月は19：00まで）※ﾂｱｰ実施時間
は要確認

見学所要時間 ６０分～１２０分 見学所要時間 約２時間

受入人数 ４００人程度 受入人数 最大貸出可能台数　４０台

休館日 年末年始(12月29日～1月3日） 休館日 12/29～1/3（その他，メンテナンス等で休止あり）

料金
大人500円(400円）、高校生400円(300円)、 小中学生300円(200
円)  ※（　）は15名以上団体料金 料金 ガイド料として　１人500円

予約の必要性 館内案内希望の場合は、要予約 予約の必要性 有

予約申込方法 電話、FAX、メールにて予約 予約申込方法 電話またはＦＡＸ（福岡城むかし探訪館へ）

施設アドレス http://tachiarai-heiwa.jp/ 施設アドレス http://fukuokajyo.com/

観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mo
de=detail&id=400000005333&isSpot=1

観光ＨＰ紹介
http://www.welcome-
fukuoka.or.jp/info/1433.html

鴻臚館・福岡城バーチャル時空散歩ツアー　 福岡⑧

施
設

施
設

筑前町立大刀洗平和記念館　　　　　福岡⑦

http://tachiarai-heiwa.jp/
http://fukuokajyo.com/
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=400000005333&isSpot=1
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=400000005333&isSpot=1
http://www.welcome-fukuoka.or.jp/info/1433.html
http://www.welcome-fukuoka.or.jp/info/1433.html


いのちのたび博物館は、世界一有名な恐竜の骨格標本を日本で
唯一見学でき、生命の進化といのちのあゆみを壮大なスケールで
展示した西日本最大級の自然史・歴史博物館です。同博物館を
含む東田地区には、「官営八幡製鐵所旧本事務所眺望スペース」
（明治日本の産業革命遺産の構成資産）をはじめ同製鐵所の第
一高炉をモニュメントとして保存した史跡公園、モノづくりについて
学べる「北九州イノベーションギャラリー」、環境学習に適した「北
九州市環境ミュージアム」、宇宙のテーマパーク「スペースワール
ド」など、学習テーマに沿った素材が集まっています。【以下の詳
細はいのちのたび博物館の内容で、他の施設等については北九
州市観光協会　電話０９３－５４１－４１５１　までお問い合わせくだ
さい】

釣りや磯観察、シーカヤック、櫓漕ぎ体験、魚さばき教室等の豊富
な体験メニューにより、海とともに生活する島の生活を学習するこ
とができます。また、釣りや箱メガネでの海中観察、櫓漕ぎ体験な
どを通じて、海の生物にふれあい、自然環境への理解と関心を深
めることができるプログラムです。

所在地 福岡県北九州市八幡東区東田２-４-１ 所在地 宗像市大島１８２２－４

電話 ０９３-６８１-１０１１ 電話 ０９４０－７２－２３６１

FAX ０９３-６６１-７５０３ FAX ０９４０－７２－２３７０

交通アクセス 北九州都市高速枝光ランプより車で約３分 交通アクセス
九州自動車道古賀ＩＣより車で約４０分、神湊よ
り市営渡船（フェリー）２５分大島港より徒歩約７
分。

駐車場 有 駐車場
大型バスの航送不可。サイズ制限については要問い
合わせ。

駐車場料金等 バス　250円／30分　　普通車　100円／30分 駐車場料金等
普通　300円/12時間（神湊第1P)　200円/12時
間（神湊第2P)

開館時間 ９：００～１７：００（入館は１６：３０まで） 開館時間 ８：００～１７：００　＊１１月～３月は１６：００まで

見学所要時間 モデルコース９０分、１２０分、１８０分。（詳細は、ご相談ください。） 見学所要時間 体験メニューによって異なる

受入人数 特に指定なし※体験学習は要確認 受入人数
波止場釣最大１７５名、釣堀９０名　＊一般客も
含む

休館日 毎年６月下旬頃（害虫駆除）。年末年始。 休館日
毎週火曜日（火曜日が休日の場合は翌日）、年末年
始

料金
一般500円（400円）、高校生３００円（240円）、小中学生200円（160
円） ※（）内は３０名以上の団体料金※体験学習は別料金 料金 体験メニューによって異なる

予約の必要性 必要 予約の必要性 必要

予約申込方法
団体見学申請書をホームページで印刷の上、ＦＡＸ又
は郵送で１週間前までに提出。

予約申込方法 施設ＨＰ参照

施設アドレス http://www.kmnh.jp/ 施設アドレス http://umi-ing.com/

観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mo
de=detail&id=4000000001211&isSpot=1

観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mo
de=detail&id=400000008515&isSpot=1

大島海洋体験施設　うみんぐ大島　　　福岡⑩

施
設

いのちのたび博物館を含む東田地区　　福岡⑨

施
設

http://www.kmnh.jp/
http://umi-ing.com/
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=4000000001211&isSpot=1
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=4000000001211&isSpot=1
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=400000008515&isSpot=1
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=400000008515&isSpot=1


安川電機は、１９７７年に国内初の全電気式産業用
ロボット「ＭＯＴＯＭＡＮ（モートマン）」を開発しました。
以来、溶接、組立て、塗装、ハンドリングなど様々な
作業を自動化するロボットを次々に開発し、国内外の
産業用ロボット市場をリードしてきました。ロボット工
場見学では、「ロボットがロボットを作る工場」に加え
「ロボットの技術」や「ものづくりの魅力」を伝える「安
川電機みらい館」も見学できます。

いち早く環境問題に取り組んだ北九州市が誇る施設です。エコタ
ウンセンターにはエコタウン事業者の製品などを展示するほか、リ
サイクル工場や研究施設の見学ができます。私たちがごみとして
出したものの中にもリサイクル工場で資源に生まれかわっている
ものがたくさんあります。北九州エコタウンには、リサイクル工場が
たくさん集まっており、エコタウンでどのようなものがリサイクルさ
れ、何に生まれかわるのか、その過程を学ぶことができます。

所在地 福岡県北九州市八幡西区黒崎城石２－１ 所在地 福岡県北九州市若松区向洋町１０－２０

電話 ０９３－６４５－７７０５ 電話 ０９３－７５２－２８８１

FAX ０９３－６４５－７７１８ FAX ０９３－７５２－２８８２

交通アクセス 北九州都市高速道路東田ランプより約１０分 交通アクセス
北九州空港から（北九州都市高速経由）約４５
分、　　北九州都市高速道路若戸ランプより約１
０分

駐車場 有（大型バス３台） 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

見学時間
午前9:30～11:10　午後13:10～14:50 15:00～
16:40

開館時間 ９：００～１７：００

見学所要時間 １００分 見学所要時間 約１２０分

受入人数 最大６０名 受入人数 ２００名　※１００名を超える場合は要相談

休館日 土日祝日、会社都合による見学休止日 休館日 日祝日、年末年始

料金 無料 料金 無料　　※工場見学の場合は必要

予約の必要性 必要 予約の必要性 必要

予約申込方法 ＨＰから見学申込用紙によるＦＡＸ、郵送 予約申込方法 ２週間前までに電話予約

紹介アドレス https://www.yaskawa.co.jp/company/tour 施設アドレス http://www.kitaq-ecotown.com/

観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mo
de=detail&id=400000008312&isSpot=1

観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mo
de=detail&id=400000008302&isSpot=1

安川電機「ロボット村」「安川電機みらい館」　福岡⑪ 北九州市エコタウンセンター　　　福岡⑫

施
設

派
遣

https://www.yaskawa.co.jp/company/tour
http://www.kitaq-ecotown.com/
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=400000008312&isSpot=1
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マリンワールド海の中道は近海を流れる「対馬暖流」
をテーマに、熱帯から温帯・寒帯の海にすむ代表的
な生物たち４５０種３００００点を、彼らの暮らしぶりを
そのままにご覧いただけます。海とその生き物たちに
触れ観察して海洋知識を広め、楽しみながら自然の
大切さを学ぶことができます。

①ダイナミックトンネル（模擬坑道）：有明海の地下４００mの坑内
の作業の様子が体験できます。石炭を掘り出す巨大カッター、石
炭を運搬する電気機関車など本物の迫力を伝えます。
②声の博物館映像作品の上映：日本最大の炭鉱の町「大牟田」の
歴史とできごとを市内の近代化遺産の映像とともにお届けします。
作品は２０分と４０分があります。
③エネルギーについて学ぼう：さまざまなエネルギーを使って楽し
みながら体験できるコーナー。

所在地 福岡市東区西戸崎１８－２８ 所在地 大牟田市岬町６－２３

電話 092-603-0400 電話 0944-53-2377

FAX 092-603-2261 FAX 0944-53-2340

交通アクセス 福岡都市高速香椎浜ランプより１５分 交通アクセス
JR、西鉄大牟田駅から車で８分
九州自動車道南関ICより車で２０分

駐車場 有 駐車場 有（大型バス３台）

駐車場料金等 大型１５５０円　小型５２０円 駐車場料金等 無料

施
設

開館時間 ９；００～１７：００（入館は１６：３０まで）※季節により変動あり 開館時間 ９時３０分～１７時

見学所要時間 １２０分～１５０分 見学所要時間 ６０分～８０分

受入人数 制限なし 受入人数 制約なし・案内人数は1度に1グループ３０名

休館日 ２月の第１月曜日とその翌日 休館日 毎月最終月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

料金
２１６０円（１５１０円）　中学生１１８０円（８３０円）　小
学生８２０円（５７０円）（）内は学校割引料金

料金
一般４１０円　高校生４１０円（２５０円　小学生以下２００円
（１３０円　（）内は学校団体料金

予約の必要性 必要 予約の必要性 不要（説明を希望する場合のみ必要）

予約申込方法 土日休日は学校行事証明書が必要 予約申込方法 お問い合わせください

施設アドレス http://www.marine-world.co.jp/ 施設アドレス http://www.sekitan-omuta.jp/

観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mo
de=detail&id=4000000000176&isSpot=1

観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/event/?mode=
detail&id=400000008327&isSpot=1

マリンワールド海の中道　　　　　福岡⑬ 大牟田市石炭産業科学館　　　　　福岡⑭

施
設

http://www.marine-world.co.jp/
http://www.sekitan-omuta.jp/
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=4000000000176&isSpot=1
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http://www.crossroadfukuoka.jp/event/?mode=detail&id=400000008327&isSpot=1
http://www.crossroadfukuoka.jp/event/?mode=detail&id=400000008327&isSpot=1


明治期に建てられ、大正から昭和初期に増築さ
れた近代和風建築。炭坑王・伊藤伝右衛門とそ
の妻であった柳原白蓮が暮らした豪邸として、
筑豊における石炭産業の歴史とこれに関わった
人々の文化を垣間見ることができます。平成２３
年に庭園が国の名勝として指定されました。
また、世界記憶遺産に登録された山本作兵衛さ
んが描いた炭鉱画も常設展示されています。

博多の名物“辛子明太子”の工房を備えた「博多はねや総本家」
辛子明太子の漬込み体験　明太子道場の入門歓迎！オリジナル
の味”を作ってみませんか！！

所在地 飯塚市幸袋３００ 所在地 福岡市博多区月隈６－２３－７

電話 ０９４８－２２－９７００ 電話 092-576-9010

FAX ０９４８－２２－９７００ FAX 092-576-9015

交通アクセス
九州自動車道福岡ＩＣより車で約４５分
大分自動車道筑後小郡ＩＣより車で５０分
九州自動車道八幡ＩＣより車で４０分

交通アクセス
ＪＲ博多駅から車で３０分
福岡空港から車で１０分
九州自動車道太宰府ＩＣより車で約１５分

駐車場 大型バス（６台）＊それ以上は要相談 駐車場 駐車場：バス１０台・乗用車４０台 

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

開館時間 ９：３０～１７：００　（入館は１６：３０まで） 開館時間 ９：００～１８：００

見学所要時間 ６０分～８０分 見学所要時間 約３０分から４０分

受入人数 一度の入館で約１００名　＊要確認 受入人数 ２５０名

休館日
水曜日（祝日の場合は開館）、年末年始　※臨時休
館あり

休館日 年中無休

料金
大人３００円（２４０円）　小中学生１００円（８０円）　（）内は２
０名以上の団体料金　※土曜日に限り小中高生無料 料金 135g：1,620円、180g：2,160円、270g：3,240円

予約の必要性 団体予約や案内人のガイドを希望される場合は必要 予約の必要性 要事前予約

予約申込方法 電話またはＦＡＸ 予約申込方法 電話、ＦＡＸ、メール

施設アドレス http://www.kankou-iizuka.jp/denemon/ 施設アドレス http://hakatahaneya.com/

観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mo
de=detail&id=400000008349&isSpot=1

観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mo
de=detail&id=400000007369&isSpot=1

博多はねや総本家　（明太子道場）　　　福岡⑯

施
設

旧伊藤伝右衛門邸　　　　　福岡⑮

施
設
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仏壇、提灯、石灯ろう、手漉き和紙など八女が誇る伝統工
芸を一堂に集めた施設で、伝統工芸品の展示や職人の実
演、見学、手漉き和紙の体験ができます。高さ１０．５ｍの
巨大な石灯ろうや高さ６．５ｍの大型金仏壇、高さ３ｍの
ジャンボ灯ろうなどがあり、スケールの大きさに圧倒されま
す。その他、八女茶、地酒、和ごま、竹製品をはじめとする
八女の名産、特産品の展示販売なども行っています。敷地
内には八女民俗資料館、手漉き和紙資料館（紙すき屋）が
併設されており、民俗資料館には八女福島燈籠人形屋台
（国指定重要無形文化財）を展示しています。

豊かな自然に囲まれた朝倉地域は、修学旅行や農業体験学習の
地として脚光を浴びています。福岡市から車で１時間と交通の便も
よく、太宰府天満宮や九州国立博物館、大刀洗平和記念館等か
らも近いため、文化・歴史・自然を学習できる最適な地です。体験
プログラムも、自然体験、農林漁業体験、物づくり体験、芸術・
アート体験、歴史・文化・食体験、平和学習と様々に用意されてい
ます。

所在地 八女市本町２－１２３－２ 所在地 福岡県朝倉地域（朝倉市、筑前町、東峰村）

電話 0943-22-3131 電話 朝倉グリーンツーリズム協議会　０９４６－２４－６７５８

FAX 0943-22-3144 FAX 同上　０９４６－２４－９０１５

交通アクセス
九州自動車道八女ＩＣから車で１０分
九州自動車道広川ICから車で１５分

交通アクセス 九州自動車道甘木ＩＣから車で１０分

駐車場 有（バス４台） 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

開館時間 ９時～１７時（体験時間：９時～１６時） 開館時間 ９：００～１７：００

見学所要時間 ６０分～９０分（体験所要時間：３０～１５０分） 見学所要時間 民泊、体験によって異なります。お問い合わせください。

受入人数 約１００名 受入人数 民泊、体験によって異なります。お問い合わせください。

休館日 月曜日（祝祭日の場合は開館）、年末年始 休館日 民泊、体験によって異なります。お問い合わせください。

料金 見学料無料　　※体験は別料金 料金 民泊、体験によって異なります。お問い合わせください。

予約の必要性 体験の事前予約：１０名以上の場合、事前に要予約 予約の必要性 必要

予約申込方法 お問い合わせください 予約申込方法 お問い合わせください

施設アドレス http://www.yame-kougeikan.jp/ 施設アドレス http://asakura-gt.com/

観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mo
de=detail&id=400000008346&isSpot=1

観光ＨＰ紹介

あさくらグリーンツーリズム　　　　福岡⑱

施
設

八女伝統工芸館　　　　　福岡⑰

施
設

http://www.yame-kougeikan.jp/
http://asakura-gt.com/
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=400000008346&isSpot=1
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mode=detail&id=400000008346&isSpot=1


ひとつのエリアでスポーツ・歴史・科学・防災・環
境・国際貢献・偉人について学べ、教育旅行の
班別学習に最適です。【参加施設】西南学院大
学ﾃｰﾌﾞﾙﾌｫｰﾂｰﾗﾝﾁ、王貞治ﾍﾞｰｽﾎﾞｰﾙﾐｭｰｼﾞｱ
ﾑ（ﾔﾌｵｸﾄﾞｰﾑ）、まもるーむ福岡、福岡市民防災
ｾﾝﾀｰ、福岡市博物館、ロボスクエア、福岡タ
ワー

ＴＯＴＯ発祥の地である小倉第一工場では、世界をリードする最新
技術によって製造される衛生陶器の成形、施釉、焼成、検査など
ほぼ全行程が見学できます。また、平成２７年８月２８日には、ＴＯ
ＴＯ創業１００周年を記念して設立する「ＴＯＴＯミュージアム」が誕
生。快適な生活文化を創造してきた足跡や、今へ受け継がれるも
のづくりの想いなどを貴重な資料をもとに紹介します。

所在地 福岡県福岡市百道浜及び地行浜 所在地 北九州市小倉北区中島２－１－１

電話
福岡観光ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾋﾞｭｰﾛｰ　０９２－７３３－５０
５０

電話 ０９２－９５１－２０５３

FAX 同上　０９２－７３３－５０５５ FAX ０９３－９５１－２４２３

交通アクセス
福岡市営地下鉄西新駅から徒歩で１５分
福岡都市高速道路百道ランプから車で３分

交通アクセス
小倉駅から車で１５分、北九州都市高速道路大
手町ランプより１分

駐車場 各施設により異なります。 駐車場 有（大型バス２台）

駐車場料金等 各施設により異なります。 駐車場料金等 無料

開館時間 各施設により異なります。 見学曜日と時間帯
月曜日～木曜日　９：００～１２：００　１３：００～
１６：００

見学所要時間 同上 見学所要時間 ９０分～１４０分

受入人数 同上 受入人数 最大４０名

休館日 同上 休館日 金・土・日曜

料金 同上 料金 無料

予約の必要性 必要 予約の必要性 必要

予約申込方法 お尋ねください。 予約申込方法 電話後に申込書が送付される

施設アドレス http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/m-room/ 施設アドレス http://www.toto.co.jp/museum/

観光ＨＰ紹介 観光ＨＰ紹介
http://www.crossroadfukuoka.jp/jp/event/?mo
de=detail&id=400000008307&isSpot=1

施
設

ｼｰｻｲﾄﾞももち教育学習プログラム　　　　福岡⑲ ＴＯＴＯ工場見学＆ミュージアム　　　　　福岡⑳

施
設

http://www.city.fukuoka.lg.jp/kankyo/m-room/
http://www.toto.co.jp/museum/
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