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このチラシを掲示しているお店で利用できます

エリア 店舗名 業種  住　所  電話番号

神苑 [北] 不老さかえ家 梅ヶ枝餅/飲食店 太宰府市宰府4-13-15 北神苑内 092-923-1766 

神苑 [北] お石茶屋 梅ヶ枝餅/飲食店 太宰府市宰府4-7-43 092-922-4045  

神苑 [北] 松島茶店 梅ヶ枝餅/飲食店 太宰府市宰府4-13-1 092-922-4006

神苑 [北] 照星館 梅ヶ枝餅/飲食店 太宰府市宰府4-7-37 092-922-4068 

神苑 [北] Curry＆Cafe茶話 飲食店 太宰府市宰府4-8-2 090-1975-3418

神苑 [北] 飛梅堂 梅ヶ枝餅 太宰府市宰府3-7-48 092-922-6751

神苑 [東] 大樟館　　 梅ヶ枝餅/飲食店 太宰府市宰府4-7-11 092-922-5112  
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エリア 店舗名 業種  住　所  電話番号

神苑 [東] うぐいす茶屋　 梅ヶ枝餅/飲食店 太宰府市宰府4-7-13 092-922-4120

神苑 [東] だざいふ遊園地 遊園地 太宰府市宰府4-7-8 092-922-3551     

参道 [上] 甘木屋　 梅ヶ枝餅/お土産店 太宰府市宰府2-7-34 092-922-4012

参道 [上] たにぐち　 お土産店 太宰府市宰府2-7-33 092-922-5092

参道 [上] コガ梅香軒 お土産店 太宰府市宰府2-7-32 092-922-4112

参道 [上] 和牛めんたい重　神楽 飲食店 太宰府市宰府2-7-31 092-233-5173

参道 [上] 松嶋屋 お土産店 太宰府市宰府2-7-30 092-922-4067

参道 [上] まんてんgood お土産店 太宰府市宰府2-7-29 092-923-5977

参道 [上] kingberryあまおうチーズケーキファクトリー お土産店 太宰府市宰府2-7-29 092-710-3911

参道 [上] 茶房きくち 梅ヶ枝餅/飲食店 太宰府市宰府2-7-28 092-923-3792 

参道 [上] 松田商店 梅ヶ枝餅/お土産店 太宰府市宰府2-7-27 092-922-4179

参道 [上] てのごい家・café kasanoya 飲食店/お土産店 太宰府市宰府2-7-26 092-922-1035

参道 [上] 加野而青堂 飲食店/お土産店 太宰府市宰府2-7-25 092-921-3888

参道 [上] かさの家 梅ヶ枝餅 太宰府市宰府2-7-24 092-922-1010

参道 [上] 民芸ぎゃらりー茶房 かさの家 飲食店/お土産店 太宰府市宰府2-7-23 092-922-7110 

参道 [上] 小野筑紫堂 梅ヶ枝餅/お土産店 太宰府市宰府2-7-22 092-922-4210

参道 [上] 三宅商店 梅ヶ枝餅/お土産店 太宰府市宰府2-7-18 092-922-4383

参道 [上] かすりや千織 お土産店 太宰府市宰府2-7-15 092-929-2825

参道 [上] 市川ショップ お土産店 太宰府市宰府2-7-13 092-922-6182 

参道 [上] 松尾商店 梅ヶ枝餅/お土産店 太宰府市宰府2-7-12 092-922-4261

参道 [上] かくだ商店 梅ヶ枝餅 太宰府市宰府3-2-65 092-922-4059

参道 [上] 十二堂　えとや お土産店 太宰府市宰府3-2-64 092-408-1520

参道 [上] 天満屋　 梅ヶ枝餅/飲食店 太宰府市宰府3-2-63 092-922-4173

参道 [上] 岩座（いわくら）太宰府店 お土産店 太宰府市宰府3-2-60 092-408-7800



エリア 店舗名 業種  住　所  電話番号

参道 [上] 縁結び食堂　なみ満 飲食店 太宰府市宰府3-2-55 092-919-6733 

参道 [上] ふくや 飲食店/お土産店 太宰府市宰府3-2-47 092-929-2981 

参道 [上] 笠乃家 梅ヶ枝餅/飲食店 太宰府市宰府3-2-41 092-922-5582

参道 [上] 酒殿屋 梅ヶ枝餅/飲食店 太宰府市宰府3-2-40 092-922-5992 

参道 [上] かのや 梅ヶ枝餅/飲食店 太宰府市宰府4-6-17 092-922-5410

参道 [上] 寺田屋 梅ヶ枝餅/お土産店/飲食店 太宰府市宰府4-6-15 092-922-4064

参道 [上] みどりや 梅ヶ枝餅 太宰府市宰府4-6-16 092-922-4161

参道 [上] ホテルカルティア太宰府 ホテル 太宰府市宰府3-3-33 0120-210-289

参道 [中] ママキッチン太宰府 お土産店 太宰府市宰府2-6-16 092-23-9299

参道 [中] 梅 園　菓子処　 お土産店 太宰府市宰府2-6-16 092-922-4058

参道 [中] 宰府 まめや お土産店 太宰府市宰府2-6-15 092-925-0181

参道 [中] 松屋 梅ヶ枝餅/飲食店/お土産店 太宰府市宰府2-6-12 092-922-6125

参道 [中] 萬屋 梅ヶ枝餅/お土産店 太宰府市宰府2-6-11 092-922-4155 

参道 [中] 一蘭　太宰府参道 飲食店/お土産店
太宰府市宰府2-6-2
                             萬屋ビル1Ｆ

092-921-5117 

参道 [中] 梅のくら 飲食店 太宰府市宰府2-6-1 092-921-2203

参道 [中] YUZU PREMIUM JAPAN 太宰府店 お土産店
太宰府市宰府2-5-1
                           西鉄太宰府駅

092-924-3931

参道 [中] 太宰府市観光案内所 観光案内/お土産店
太宰府市宰府2-5-1
                             西鉄太宰府駅

092-925-1880

参道 [中] やまや　太宰府店 お土産店 太宰府市宰府3-1-1 092-918-5085

参道 [中] 加寿利屋 お土産店 太宰府市宰府3-1-26 092-924-0912

参道 [中] 風見鶏 飲食店 太宰府市宰府3-1-23 092-928-8685

参道 [中] Dai　きまぐれ(な )工房 お土産店 太宰府市宰府3-1-22 092-921-9115

参道 [中] アクセサリー イシバシ お土産店 太宰府市宰府3-1-21 092-922-4314 

参道 [下] 山口油屋 福太郎 お土産店 太宰府市宰府1-14-28 092-924-0088 

参道 [下] 平山商店　 お土産店 太宰府市宰府1-14-32 092-929-0538 



エリア 店舗名 業種  住　所  電話番号

参道 [下] 久留米絣会館　太宰府ギャラリー お土産店 太宰府市宰府1-14-33 092-929-3129

参道 [下] 馬場商店 梅ヶ枝餅 太宰府市宰府1-11-10 092-922-4171 

参道 [下] あじ華 お土産店 太宰府市宰府1-10-20 092-928-8346 

小鳥居小路 カフェ さくら館 飲食店 太宰府市宰府3-1-19 092-922-4425  

小鳥居小路 木村製麺所（さいふうどん） 飲食店 太宰府市宰府3-4-31 092-922-0573

小鳥居小路 蛇の目うさぎ お土産店 太宰府市宰府3-4-31 092-923-7893

錦町 福香　香りのお守りの店 お土産店 太宰府市宰府2-6-16 092-922-2120

錦町 ＆Myuu. chocolaterie 飲食店/お土産店 太宰府市宰府2-4-8 092-688-0503

錦町 チーズケーキ研究所 飲食店/お土産店 太宰府市宰府2-8-33 092-408-9627

その他[内山] caferestaurant 人と木 飲食店 太宰府市内山609-9 092-929-6639

その他[観世音寺] 三十三茶屋 お土産店 太宰府市観世音寺2-1-1 092-923-5511

その他[観世音寺] 太宰府茶房うさぎ＆ルーインズ 飲食店 太宰府市観世音寺1-8-32 092-928-1069 

その他[通古賀] ジャン・ドゥ 洋菓子店 太宰府市通古賀3-4-26 092-928-0505

その他[通古賀] とふろうグリル 飲食店
太宰府市通古賀3-9-7
                               北橋ビル1F

092-923-6063


