「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡エリア> (福岡市を除く)
施設名称

朝
倉

秋⽉温泉料亭旅館

清流庵

住所

TEL

HP URL

朝倉市秋⽉１０５８番地

0946-25-0023

朝倉市秋⽉中町５０４番

0946-28-7613

朝倉市美奈宜の杜１丁⽬８番１号

0946-28-7575

https://akizukikuoritei.com/

⽢⽊観光ホテル⽢⽊館

朝倉市⽢⽊２０９１

0946-22-3344

http://www.amagikan.com/

延命館

朝倉市杷⽊志波１５－２

0946-62-1133

http://www.enmeikan.com

佐藤荘

朝倉市杷⽊久喜宮１８９０

0946-62-0657

http://satousou.net/

泰泉閣

朝倉市杷⽊志波２０

0946-62-1140

https://taisenkaku.co.jp/

トップメガ伊藤園

朝倉市杷⽊久喜宮１８５８－１

090-2430-3510

原鶴グランドスカイホテル

朝倉市杷⽊久喜宮１８２０－１

0946-62-1951

秋⽉古⺠家旅館

朝倉温泉

游

秋⽉久織亭

原鶴グランドスカイホテル８１２号室

朝倉市杷⽊久喜宮１８２０番地１－８１
２

090-3327-7061

http://stay.timeandmemory.co
.jp

朝倉市にひっそりとたたずむ全室離れの旅館です。全客室は源泉100％かけ流し岩⾵呂がついており完全なプライベー
トを堪能できます。お料理は、季節の⾷材をふんだんに使った創作懐⽯コースをご提供しております。
⼤衆演劇を楽しめる施設。７⽉は「真芸座輝⿓」８⽉は「劇団都」の公演。演劇を楽しんだ後はゆっくり薬湯に⼊って
夜は美味しい⾷事。⼼も体も癒されるお泊りはいかがですか。また家族だんらん旅⾏にもおすすめです。
全客室から筑後川を⼀望できる抜群の眺望と、温泉通をも虜にする良泉は微炭酸かけ流しのぬるま湯で体の芯まで温ま
る。料理は⼥性に⼈気の洋⾵コース料理を落ち着いた雰囲気のダイニングでゆっくりと。

福岡市内から⾞で1時間の距離にある原鶴温泉泰泉閣は名物の「ジャングル⾵呂」の他、いろいろなお⾵呂が楽しめる
料理⾃慢のお宿です。

弱アルカリ性単純泉と単純硫⻩泉のダブル美肌の湯が⼈気です。約50種類のあさくらうまかもんバイキングは好評で

group.com/harazuru-gsh/

す︕

http://www.harazuruminpaku.com/

0946-28-7227

http://harazuru-mai.com

ビジネスホテルくまがえ

朝倉市⽢⽊１６７９－７

0946-22-2773

http://www.bh-kumagae.com

ビューホテル平成

朝倉市杷⽊志波２０３－１

0946-63-3515

http://viewhotelheisei.com/

朝倉市⽢⽊３９７－６

0946-21-3301

朝倉市⽢⽊１６７７番地２

0946-22-1215

ホテルグランスパアベニュー

⼀⽇⼀組限定。晴耕⾬読、四つの部屋からお選びいただきます。15,000円/１部屋（１〜３名）

https://breezbay-

朝倉市杷⽊志波１番地３

福岡⽢⽊インター店

その他施設紹介(100⽂字まで)

http://www.seiryuan.com/

原鶴の舞

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

2020/9/9 現在

原鶴温泉のグランドスカイホテル内の⺠泊です。異形態の宿でありますが、３密を最⼩限に避けゆっくりと源泉かけな
がしの温泉に⼊っていただけます。素泊まりではありますが、朝倉は⾷の宝庫です。「道の駅」や近隣でのお⾷事をお
楽しみ下さいませ。
原鶴の舞（旧︓花⽔⽊）は、今年７⽉に⼤規模改装を⾏い、全客室が源泉かけ流し内⾵呂付の特別室に。
京都⾵や和モダンタイプの客室の他に、バリ⾵、中華⾵など、原鶴エリアで唯⼀のコンセプトルームが⾃慢です。
⼆つの⽢⽊駅に隣接しています。コロナ対策は勿論のこと各部屋にナノイー、空気洗浄機能付エアコン、空気清浄機を
完備しています。⽢⽊I.C.にも５分の距離で、ビジネス慣⾏にも便利な位置にございます。

https://www.az-

HOTEL

hotel.com/amagi/

客様にご⽀持頂いております。年間同⼀価格で、気軽にご利⽤して頂いています。

http://www.avenue-group.jp

1

AZグループは、朝⾷無料、駐⾞場無料、インターネット接続無料、館内に飲⾷店を併設しており、多くのお

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡エリア> (福岡市を除く)
施設名称

朝
倉

⽷
島

住所

TEL

HP URL

ホテルパーレンス⼩野屋

朝倉市杷⽊久喜宮１８４１番地１

0946-62-1120

http://www.parens.jp/

ほどあいの宿 六峰舘

朝倉市杷⽊久喜宮１８４０

0946-62-1047

http://www.roppo.jp

⼋⾞荘

朝倉市杷⽊久喜宮１８９０-1

0946-62-0700

http://www.yaguruma.jp/

旅館とよとみ

朝倉市杷⽊久喜宮１３４３番地１

0946-62-0225

http://ryokantoyotomi.com/

カルナパーク花⽴⼭温泉

朝倉郡筑前町上⾼場７９５

0946-23-0001

http://www.hanatateyama.jp

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

朝倉郡筑前町⼆字中道１４６番２

092-919-0301

アッカプントエッフェ

⽷島市⼆丈吉井389-1

092-326-6301

磯の屋

⽷島市志摩芥屋677-5

092-328-2056

⽷島ゲストハウスＴＯＭＯ

⽷島市前原中央三丁⽬５番２４号

092-332-1588

⽷島ゲストハウス⼩春

⽷島市⼆丈上深江１０２０番地

092-332-7913

⽷島ゲストハウス

福岡夜須店

前原宿ことのは

⽷島市前原中央⼆丁⽬１番２１号
前原駅前ビル４F中央

090-7291-0767

また、ゆったりとした⼈に優しい客室と、広々とした⽇本庭園に癒されます。
悠々と流れる筑後川に⾒守られながら原鶴温泉の地に創業135年を超える歴史を持つ温泉宿です。居⼼地の良い宿、飽
きのこないちょっと贅沢な宿をモットーにお客様の⼼に寄り添い記憶に残る宿を⽬指しております。
花と湯の宿やぐるま荘。年間通して約３００種のお花が楽しめます。源泉かけ流しの天然温泉は⽇本百名湯に選ばれた
事もあります。

緑に囲まれた北部九州最⼤級の温泉宿。全室に温泉が付いています。ＰＨ１０．１のトロットロの美肌の湯をぜひ堪能
して下さい。
HOTEL

客様にご⽀持頂いております。年間同⼀価格で、気軽にご利⽤して頂いています。

effe.com/

http://guesthouse-tomo.com/

AZグループは、朝⾷無料、駐⾞場無料、インターネット接続無料、館内に飲⾷店を併設しており、多くのお

⾃家栽培野菜や⾃家製卵にこだわる

イタリア料理とワインの宿です

海あり、⼭あり、うまいものありの⽷島のゲストハウスです。市内無料送迎や連レンタルバイクも充実。リーズナブル
な料⾦で価値ある滞在を。

http://miyan9.wixsite.com/koh 新型コロナウイルス対策として、⼈数制限の上、個室対応としています。⼀⼈旅から家族旅⾏まで、⽷島観光の拠点と
aru

してご利⽤下さい。

https://itoshimaguesthouse.com

⽷島市⼆条吉井621番地の２

050-5874-0405

https://hostel.fukuoka.jp

⼤庭旅館

⽷島市前原中央3-1-14

092-322-2243

http://itoshima.tv/oobaryokan/

オーベルジﾕ⼭ぼうし

⽷島市⼆丈吉井１９６５

092-326-6866

http://ukidake.com/

⽞界灘⼀望の宿

⽷島市⼆丈吉井3504－1

092-326-5011

⽷島市志摩芥屋877－7

092-328-2336

⽞洋館

博多駅から⾞で60分。筑後川流域原鶴温泉に在り、W美肌の湯・畳⾵呂・バリアの少なさで好評のホテル⾵旅館です。

hotel.com/yasu/

うぐいす座

喜⼋荘

その他施設紹介(100⽂字まで)

https://www.az-

http://www.akka-punto-

2020/9/9 現在

⽷島市の中⼼にある、便利なゲストハウス（素泊まりの宿）です。落ち着く「個室貸し」でプライバシーも⼗分。海あ
り、⼭あり、美⾷あり、クラフトありの⽷島は１⽇では遊びつくせません︕連泊割引も実施中︕お早めのご予約お待ち
しております。
うぐいす座は宿泊者の⽅が快適に過ごせるように２０畳ほどのリビングダイニングを設けております。充実したキッチ
ンや⾃家焙煎珈琲などで滞在⾃体を⼼地よく楽しんでもらえるよう⼯夫しています。
ビジネス・学会・⼩グループの観光に最適。1⽇1組限定（〜8名様迄）駅まで徒歩6分・商店街内便利、駐⾞場有りマ
ス。
１⽇１組限定の宿（オーベルジﾕ）古⺠家を宿に改装しての1棟貸。お⾷事は隣接の季節料理「浮岳茶寮」での懐⽯料理
です。⾥⼭の四季を楽しんでいただけます。

https://www.wakon-

⽞界灘の美しい福吉海岸、⽬の前に⽩い砂浜と⻘い海が広がる絶好の⽴地。海を⾒ながらゆったりと露天⾵呂を楽しん

kihachisou.com/

だあとは新鮮な旬の⿂介類をたっぷりと味わえる活⿂料理。潮⾵の⼼地よい海辺の宿「喜⼋荘」です。

海鮮料理とやすらぎの宿

2

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡エリア> (福岡市を除く)
施設名称

⽷
島

住所

TEL

Ｃｏｃｏｏｎ

⽷島市⼆丈松国６６１

090-7388-4370

コテージ

⽷島市神在東４－１－１９

090-6637-5656

⽷島市瑞梅寺５１６

092-322-2257

凛

古⺠家別荘 瑞梅寺苑

古⺠家

ＨＯＴＡＲＵ

HP URL
http://www.cocoonitoshima.jimdo.com

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)
⽼⽝ホームも運営しているペットと泊れるお家です（ペットは無料です）

https://cottagerin.wixsite.com/ コテージ凛はペットと泊まれる、⼀⽇⼀組限定のお宿です。⼤切なペットちゃんと離れることなく、同じお部屋でお過
cottage-rin
http://ochanoyamaguchien.co
m/

ごしいただくことができます。
築150年の古⺠家を再⽣した1棟貸切の別荘です。標⾼約４００ｍの⼭間に位置しｈ、おいしい空気と⽔、ロケーショ
ン、広々とした空間が⼈気です。薪ストーブ、五右衛⾨⾵呂、ピザ窯、川遊び、ＢＢＱ、お客様のアイデアで様々にご
利⽤可能です。

⽷島市飯原1014

090-7702-8221

僧伽⼩野

⽷島市志摩久家2143-2

092-328-3938

https://www.sangaono.com

ｂｂｂ

⽷島市志摩⼩⾦丸１８９７

092-327-8020

http://www.bbbhaus.com/

唐津を⼀望できる料理宿、僧伽⼩野。⽷島の四季を⾷から、⾃然美から愉しめます。⼣陽、満天の星、爽やかな海⾵の
中、⾮⽇常の空間で⾷を通じてのおもてなし。ゆったりとした時空の中でお待ちしております。
⽷島の⻄北海岸、⽞海国定公園内に位置する豊かな⾃然に囲まれた静かなゲストハウスです。

ｈａｕｓ

料理は地域性、季節を⼤切に⾷材を選び⽷島を中⼼とした⽣産者の育てたものを
シンプルに美味しく提供する事を⼼がけています

翼宿

⽷島市加布⾥８５４－１

080-4771-9022

初潮旅館

⽷島市⼆丈⿅家1785

092-326-5331

初⾳旅館

⽷島市志摩新町476-1

092-328-2038

深江観光ホテル

https://jp.tsubasaguesthouse-itoshima.com/

http://824015.com/

http://hatsune.travel.coocan.j
p

092-325-1238

⽷島市浦志１丁⽬９番２５号

092-330-8301

ホテルニューガイア⽷島

⽷島市前原中央2-3-24

092-324-4500

⺠宿・⾷事処 なぎさ

⽷島市志摩芥屋865

092-328-2047

https://minshuku-nagisa.info/

ＬＡＮＡ―ＳＥＡ

⽷島市志摩久家５３９－１

090-7702-8221

http://lana-sea-itoshima.com/

福岡⽷島店

スーパーマーケットがあり、⽷島観光の拠点として⼤変便利な宿泊施設です。⼀⼈旅のバックパッカーも、友達との旅
⾏でも、幸せな家族旅⾏でも安⼼してお泊りいただけます。⽷島の家でお待ちしております。
⽷島市⼆丈⿅家昭和レトロの宿「初潮旅館」

お部屋は決して新しくはありませんが、全室から唐津湾を⼀望でき、茂

味あふれる⽞界灘の海鮮料理をご堪能頂けます。また、各種イベント開催中です。
⻘い海と豊かな⾃然に恵まれた⾵光明媚な⽷島半島。そこに位置する初⾳旅館は潮騒の聴こえるくつろぎの宿です。新
鮮な海の幸をたっぷりと味わい⼼に残る楽しい旅のひとときをお過ごしください。夏場は浜遊びもお楽しみいただけま
す。

⽷島市⼆丈深江2128-1

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

翼宿は福岡⽷島にある漁港と砂浜にかこまれた昭和⾵の温かいゲストハウスです。近くには24時間営業のレストランや

https://www.az-

HOTEL

hotel.com/itoshima/

客様にご⽀持頂いております。年間同⼀価格で、気軽にご利⽤して頂いています。

http://www.hotelnewgaea.co

⽷島半島の中⼼部に位置し、最寄のJR筑前前原駅から福岡空港・博多・天神までは地下鉄⼀本、乗り換えいらず︕⽷島

m/itoshima/

観光ほか、各ゴルフ場へのアクセスも良好です︕

3

AZグループは、朝⾷無料、駐⾞場無料、インターネット接続無料、館内に飲⾷店を併設しており、多くのお

芥屋海岸で昭和36年創業の⽼舗の⺠宿旅館です。地元のお⺟さん達が、地⿂を中⼼に、ウニ・サザエなど海の幸をふん
だんにおもてなし致します。また⽩社農場の朝採れ野菜も端々しく⾷卓に並びます。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡エリア> (福岡市を除く)
施設名称

住所

TEL

⼤
野
城

春
⽇

Ｇｒａｎｄ Ｅｍｐｉｒｅ

Ｈｏｔｅｌ

バジェットホテル博多南

⼤野城市南⼤利2-1-23

092-596-6361

春⽇市上⽩⽔⼋丁⽬１５２番地

092-592-0033

080-3969-7989

HP URL

l.jp/

会の喧騒から離れ、上質さにこだわったグランドエンパイアホテルでごゆっくりとお寛ぎください。

http://www.bhhakataminami.com/
http://www.inoguchi.me/miyu

１番館

春⽇市光町3丁⽬126

ＭＩＹＵＫＩ ＨＯＵＳＥ

２番館

春⽇市光町2丁⽬221番地

080-3969-7989

糟屋郡篠栗町篠栗３１７２－９９

092-947-7391

恵⽐須屋

糟屋郡篠栗町中央4丁⽬12番63号

092-947-0124

⻲乃屋

糟屋郡篠栗町篠栗３０５３－８

092-947-0368

http://kamenoya.com

栄屋

糟屋郡篠栗町篠栗２１４６

092-947-0408

http://www.sakae8.jp/

糟屋郡篠栗町篠栗２９４５

092-947-0475

http://sannouya.info

糟屋郡篠栗町篠栗３０９１

092-947-0418

若杉屋

糟屋郡篠栗町⼤字篠栗2605

092-410-8522

福岡篠栗店

糟屋郡篠栗町⼄⽝９８５番１

092-947-3310

桝屋旅館

糟屋郡篠栗町中央1丁⽬3番29号

092-947-0156

ホテル

糟屋郡志免町別府⼆丁⽬18番地１号

092-624-6688

糟 愛屋旅館（福岡県旅館ホテル⽣活衛⽣同業組合加⼊
屋 店）

⼭王屋

旅館

⼤⽇屋旅館

ファスティング旅館

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

フロント・イン福岡空港

その他施設紹介(100⽂字まで)

https://www.grandempirehote 九州の⽞関⼝、福岡空港に近い⼤野城の緑豊かな環境を背景に、ゆったり落ち着いた空間はまるで森の中の美術館。都

ＭＩＹＵＫＩ ＨＯＵＳＥ

201番地

2020/9/9 現在

kihouse/
http://www.inoguchi.me/miyu
kihouse/

新幹線博多南駅から徒歩7分。閑静な場所です。

⾷事の無い簡易宿泊所です。⻑期利⽤で割安です。1階飲⾷店前にコンビニがありますので⾷事に困りません。

⾷事の無い簡易宿泊所です。⻑期利⽤で割安です。春⽇市では希少な宿泊施設・ファミリー向け⼀⼾建て、駐⾞場有

古くから、篠栗四国霊場として知られる遍路の郷で、森の⿎動に⽿を傾けながら、癒しのひと時をこだわりのお⾷事と
ともに、お過ごしください。密を避ける様にご配慮いたしております。

ＪＲ篠栗駅より徒歩3分。篠栗⼋⼗⼋ヵ所参拝のお遍路さんや⻑期ビジネスのお客様に好評の宿です。

京都で修業した料理⼈による⾃慢の京懐⽯料理で四季折々の味覚をご堪能ください。お湯はアルカリ度pH9を越える篠
栗唯⼀の天然温泉です。⼼ゆくまで癒しのひと時をお過ごしください。

篠栗四国霊場第9番札所に隣接し、安⼼安全なお⾷事を⼼がけ、⾃家栽培したお⽶・野菜・季節の⼭菜等、旬の⾷材を
使ったお料理を提供し、主の打つ⼿打ちそばはお客様に⼈気の⼀品です。

https://dainitiya-

博多から電⾞・⾞ともに約30分。篠栗町、鳴渕ダム・下流河川公園のすぐ隣。都市部を離れ、⾃然の中でゆっくりおす

akashidera.com

ごしください。

http://wakasugiya.com/

豊かな森とお遍路の歴史を持つ篠栗で「内臓・こころ・脳」のお⼿⼊れをしてみませんか︖若杉屋ではファスティング
や森林セラピーなどのプログラムを体験していただきながら「本当の休息」をご提供します。

https://www.az-

HOTEL

hotel.com/sasaguri/

客様にご⽀持頂いております。年間同⼀価格で、気軽にご利⽤して頂いています。

AZグループは、朝⾷無料、駐⾞場無料、インターネット接続無料、館内に飲⾷店を併設しており、多くのお

博多駅から電⾞で18分。ＪＲ篠栗駅向かい徒歩1分。⽢酒まんじゅう、⿊糖なども作っています。Wi-Fi利⽤可。篠栗
参拝、会社員、ご家族連れの⽅など、ご利⽤お待ちしております。
https://hotel-front-innfukuoka-airport.jp/
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福岡空港国内線より１番近いホテル。ビジネス・レジﾔーに最適。福岡を満喫。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡エリア> (福岡市を除く)
施設名称

古
賀

⻤王荘

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

太
宰
府

福岡古賀店

淑⽉空
Ｓｏｎｉｃ ａｐａｒｔｍｅｎｔ
太宰府ゲストハウス
ＨＯＴＥＬ ＣＵＬＴＩＡ

太宰府

ルートイングランティア太宰府

筑
紫
野

住所

ＡＯ太宰府

ウィークリーイン⼆⽇市

ｈｏｔｅｌ

TEL

古賀市薬王寺８１

092-946-3017

古賀市天神４丁⽬11－37

092-940-2201

太宰府市通古賀5丁⽬19-5

092-925-8801

太宰府市宰府３丁⽬４番１６号

092-922-1850

太宰府市国分1丁⽬15番22号

092-922-5867

太宰府市宰府3丁⽬3-33

0120-210-289

太宰府市連歌屋3丁⽬8番1号

092-925-5801

筑紫野市⼆⽇市北2丁⽬4-7（2丁⽬46）

HP URL

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)

https://oniouso.amebaownd.c 静かな⾥⼭にある旅館。野⿃のさえずり、川のせせらぎ、四季折々の花の中でのんびりと癒されませんか︖地元の野菜
om/

をたっぷり使った鶏料理、鯉料理が⼈気です︕

https://www.az-

HOTEL

hotel.com/koga/

客様にご⽀持頂いております。年間同⼀価格で、気軽にご利⽤して頂いています。

AZグループは、朝⾷無料、駐⾞場無料、インターネット接続無料、館内に飲⾷店を併設しており、多くのお

特急が停まる駅⼆⽇市から、徒歩で4分︕リノベーションされた贅沢な⼀⼾建てに、ご家族、ご友⼈で素敵な時間をお
過ごしください。
https://www.sonic-apartment- 歴史の町太宰府︕太宰府天満宮より徒歩1分のホテル︕1Fには博多料理の店「まんげつ堂」もあり、太宰府探索にかか
hotel.com

せないホテル︕

https://www.airbnb.jp/users/s
how/30901661

100坪の広い⼟地にオシﾔレな輸⼊住宅のゲストハウスです。ドックラン・BBQが出来る庭や無料駐⾞場完備。ジﾔパ
ニーズ・CAR・アジアンと3つの異なる部屋空間を楽しめます。また看板⽝（バニラ・ミルク）がお出迎え致していま
す。光インターネット導⼊。24時間出⼊りOK。トヨタのCMに使われたゲストハウスで思い出を作りませんか︖

https://www.cultia-

菅原道眞公をお祀りし、多くの⼈が訪れる太宰府天満宮。その⾨前町を中⼼に点在する歴史的価値の⾼い邸宅をリノ

dazaifu.com/

ベートし、分散型ホテルとして展開。「学び」を中⼼とした様々な体験ができるホテルです。

https://www.hotelgrantia.co.jp/dazaifu/

092-925-8801

https://ao-dazaifu.com/

092-929-3696

http://ft.weekly-inn.co.jp/

太宰府天満宮から⾞で約5分、福岡市内からも40分圏内で観光にビジネスに、幅広くご利⽤いただけます。

特急停⾞駅⻄鉄⼆⽇市より徒歩3分。コンビニや飲⾷店街も徒歩5分、建物1F弁当屋︕広々1⼈（２２㎡）〜6⼈（52
㎡）/室。洗濯機、52㎡には乾燥機も。室内⽤サイクルスタンド貸出可・コピーFAX宅配受取可
お部屋は全室フローリングとなっております。もちろん⼀泊からのご利⽤もいただけますし、ミニキッチンなどもつい

筑紫野市⼤字⼆⽇市中央２－４－１８

ておりますので、１週間など⻑い滞在も快適にお過ごしいただけます。ＪＲ⼆⽇市駅・⻄鉄⼆⽇市駅のダブルアクセス
で移動も便利です。

http://ougiyaryokan.sakura.ne

扇屋旅館

筑紫野市湯町2丁⽬5-7

092-922-2259

⼤観荘

筑紫野市湯町1丁⽬12-1

092-922-3236

http://www.daikanso.co.jp

⼤丸別荘

筑紫野市湯町1丁⽬20-1

092-924-3939

http://daimarubesso.com

ノリシコオートゲートハウス

筑紫野市紫６－２６－６

090-6980-9998

http://norishicoauto.com/

⼆⽇市グリーンホテル

筑紫野市⼆⽇市中央２－７－２５

092-928-0710

松原旅館

筑紫野市湯町2丁⽬5番8号

092-922-3073

⼭⼈庵

筑紫野市平等寺428

090-1166-5034

.jp/
万葉集にも歌われた⽇本でも有数の古湯⼆⽇市温泉⼤観荘の源泉かけ流しの湯の華の舞うやさしい温泉が堪能いただけ
ます。太宰府天満宮や九州国⽴博物館にも近く今も昔も⽂化遺産の宝庫でもあります。
奈良時代より湧き続ける「温泉」

創業慶応元年（1865年）より受け継がれた「伝統」と「おもてなし」

現代の急

速な時代の流れに合わせた「⾰新」それらすべてが6500坪の広⼤な敷地に存在します。
太宰府まで30分、⼆⽇市温泉まで10分、福岡市内より30分の都会に近い静かな⽥舎の⼀軒家をＤＩＹにて改装した
アットホームなゲストハウスです。個室（トイレ・シャワー等⽣活設備は共同）もあります。

http://www.futsukaichi-

JR⼆⽇市駅改札⼝からナント110ｍで楽々チェックイン。⻄鉄紫駅から徒歩5分です。太宰府観光にも便利な⽴地で

green.jp/

す。どうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。

http://yamabito.club
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⼭⼈庵は⾥⼭にある1⽇１グループ限定の体験型宿舎です。福岡近隣の登⼭、キﾔンプ、川遊び、BBQなどご家族やグ
ループのリクエストに合わせて最適なプランをご⽤意します。（⽕、⽔、⽊曜⽇９時〜16時は電話が取れません）

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡エリア> (福岡市を除く)
施設名称

福
津

住所

正直亭

福津市津屋崎4-2-16

津屋崎千軒しおさいの家

福津市津屋崎４－８－３

TEL
0940-52-1045
0940-52-0033
みんなの縁側王丸
屋

宗
像

HP URL

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)

http://shoujiki.com/

http://ohmaruya.com/blank10

海のまち「津屋崎千軒」の中にある⼀軒家「しおさいの家」⼀⽇⼀組限定の⼀棟貸しのゲストハウスです。砂浜まで歩
いて１分︕
ぜひおだやかなまちでひと夏の思い出をつくりに来て下さい。

華杏 弥太楼

福津市勝浦530-2

0940-62-3282

http://www.hanaanzu.com

BEACH CAFÉ&STAY BOCCO VILLA

福津市⻄福間４－１５－３６

0940-34-3050

https://bocco.love

福津グランピング「海⾵と波の⾳」

福津市⻄福間４丁⽬１０－１０

0120-4649-56

https://www.budounoki.co.jp

⺠宿 まさご

福津市津屋崎1丁⽬３７－２３

0940-52-0325

⾚間ステーションホテル

宗像市⾚間駅前１丁⽬2-6

0940-32-0400

https://www.akama-sth.com/

⿂屋別館

宗像市神湊643

0940-62-3355

http://www.uoya-r.co.jp

http://www.masago.info/index
.html

福岡県福津市勝浦浜にたたずむ海と⼣⽇の⾒える和⾵旅館です。活造りをメインに新鮮な海の幸の会席料理をご提供さ
せていただいています。
福岡市内より⾞で50分。⾵光明媚な福間海岸に⾯する１⽇１組限定の無料会員制のリゾートホテル。１階にはアジアン
テイストなカフェレストランを併設するため、海遊びの後、⼣⽇を眺めながらの乾杯は最⾼のひと時です。
⼿ぶらOK 、コテージで楽しむラグジュアリーなグランピング。⼤⼈も⼦供も楽しめる海辺のアウトドアリゾートで新
しい体験型旅⾏を。

海と⼣⽇をみながら、とてもおいしい、お⿂料理をいただけます

⾚間駅北⼝から徒歩１分。駅を出てすぐのビジネスホテルです。また部屋はシングルタイプからご⽤意しております。
博多駅まで特急20分の為出張はもちろん、コンサートや受験等多くのお客様にご利⽤頂いております。
「⼣陽と漁⽕の宿」⿂屋別館は客室5室とこじんまりとした和⾵の割烹旅館です。昼夜それぞれに美しい⽞界灘の絶景
が楽しめます。宗像の新鮮な海の幸を存分に⽣かした創作懐⽯料理を御提供いたします。お⾷事のみでのご利⽤も⼤歓
迎です。

沖廣屋

オテル

宗像市⼤島1042

グレージュ（ＨＯＴＥＬ

ＧＲＥＧＥＳ） 宗像市神湊600

0940-72-2005

ss.site

0940-38-7700

https://www.greges.jp

http://www.hanawarabi.net

御宿はなわらび

宗像市江⼝518-1

0940-62-0107

割烹旅館

宗像市神湊1250-13

0940-62-0120

グローバルアリーナ

宗像市吉留46-1

0940-33-8400

⽞海旅館

宗像市神湊485-7

0940-62-0001

Ｔａｒｏｕʼｓ ｈｏｕｓｅ

宗像市⽥熊４－４－１０

080-5264-7600

松⾵荘

https://okihiroyaryokan.busine

地中海のリゾートを思わせるデザイナーズホテル。６部屋しかない客室は全室オーシﾔンビューでプライベートジﾔグ
ジー付き。福岡随⼀との呼び声も⾼い⼣陽を眺めながら、極上のフレンチをご堪能ください。

http://www.matsukazesou.co

館内は衛⽣・消毒に除菌を⾏っております。⽇帰りは、会席の⽅は個室で、定⾷のランチの⽅はお⾷事処で間隔を空け

m/

ています。宿泊は、⼣⾷は「個室で、⼊浴も貸切りで⾏っております。

http://g-arena.com

http://www.genkairyokan.com/

個⼈から団体まで利⽤できる宿泊施設です。グラウンドや体育館・会議室などの付帯施設も充実。BBQなども利⽤でき
ます。緑あふれる広⼤な施設でリフレッシュして、明⽇の活⼒を充電しましょう。

窓の外は⽞界灘が広がり地島、⼤島が⼀望できます。海の幸をお⾷事されながらゆっくりとお過ごし下さい。

https://www.facebook.com/Ta 宗像市にある昭和レトロな古⺠家宿です。⼀棟貸切なので、家族やグループ旅⾏で気兼ねなくご利⽤できます。アメニ
rousHouse/

6

ティ︓光回線、空気清浄機、エアコン、タオル、キッチン、冷蔵庫、庭、駐⾞場、⾃転⾞など。

「福岡の魅⼒再発⾒」利⽤可能宿泊施設⼀覧 <福岡エリア> (福岡市を除く)
施設名称

宗
像

チサン

住所

TEL

HP URL
https://www.solarehotels.com

イン 宗像

宗像市光岡992-1

0940-36-8211

/hotel/fukuoka/chisuninnmunakata/

灯明の宿

ふじ島

宗像市⼤島６９５－１

0940-72-2631

宗像市王丸字梅ノ⽊⾕５０３－１

0940-38-3301

三好屋旅館

宗像市⼤島1051-1

0940-72-2003

⺠宿つわせ

宗像市⼤島2428番地

0940-72-2015

⺠宿まなべ

宗像市⼤島1289

0940-72-2422

宗像リゾートホテル

宗像市神湊６５１－２

0940-62-4826

ロイヤルホテル宗像

宗像市⽥野１３０３

0940-62-4111

ＨＯＴＥＬ ＡＺ

福岡宗像店

http://minshukufujishima.jimdofree.com/

2020/9/9 現在

その他施設紹介(100⽂字まで)
博多と北九州の中間点にある宗像市ホテル。国道3号線沿いに位置し、⾞でのアクセスが良好です。⼩学⽣添寝無料。
無料平⾯駐⾞場もご利⽤いただけます。

海を望む⼩⾼い丘で深呼吸

離れの家族湯

会話も楽しむ⾷事の時間

⼼も顔も鎧を外して素顔に戻れるお宿です。

https://www.az-

HOTEL

hotel.com/munakata/

客様にご⽀持頂いております。年間同⼀価格で、気軽にご利⽤して頂いています。

AZグループは、朝⾷無料、駐⾞場無料、インターネット接続無料、館内に飲⾷店を併設しており、多くのお

地元の漁師さんが捕った新鮮な⿂を使った料理をお出ししております。絶景の⼣陽と⽬の前に広がる海を眺めながら⽇
常にはない特別なひと時をお楽しみください。皆様のご来店、⼼よりお待ち申し上げております。
http://www.mars.dti.ne.jp/oos
ima/

http//munakata-resort.com

美しい海を臨むリゾートホテル

https://www.daiwaresort.jp/m ロイヤルホテル宗像は、⽞界灘・さつき松原の近くに位置し、世界遺産登録にもなった、「沖ノ島・関連遺産群」のゆ
unakata/index.html
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かりある宗像⼤社も⾞で15分と近く⾃然と歴史に包まれゆっくりと流れる時の中をお過ごしください。

