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福来良菓 - ふくよか -

味わえる文化財、飯塚の『食』。
•誰もが笑顔になれる飯塚のお菓子たち

•飯塚で人気を誇る美味しい食事処

2023年版



千鳥屋本家 飯塚本店
☎0948-22-0831
住）飯塚市本町4-21
営）8：30～19：30　休）元旦のみ
駐）有・大型可

創業寛永七年銘菓千鳥饅頭。全国区
の銘菓「千鳥饅頭」は飯塚がふるさ
と。口どけのよいやわらかな舌ざわり
の白餡と風味よい焼き皮の上品な甘
さ。凛とした姿は、時代を越えて愛さ
れ続けています。歴史の重みを感じる
本店で“おもてなし”の心とともに老舗
の銘菓を味わってみてください。

ひよ子本舗吉野堂
飯塚本店

ふるさとは、筑豊・飯塚。大正元年に誕
生し、全国的にも知られている銘菓「ひ
よ子」は、福岡へ、東京から全国へと知
れ渡り、多くの人に愛されるお菓子とな
りました。店内には、ひよ子誕生にまつ
わるパネルも展示されています。

お菓子の専門店 セゾン

全国規模でファンを持つ人気の菓子店。洋館
のようなクラシックな造りの店内は、いつも優
しくて甘い香りに包まれています。セゾンとは
フランス語で季節の意味。四季折々の旬の食
材を取り入れ、食に季節を感じてほしいという
パティシエのこだわりが、一口食べて心に残る
お菓子に表現されています。

はないちもんめ
☎0948-24-1232
住）飯塚市堀池155-8（流通センター通り）
営）10：00～19：00　休）無休　駐）有

カカオロマンスグループの姉妹店で、スフ
レ専門工房の直販店です。併設の工場で
作られた、できたての洋生菓子や、グルー
プ店の商品もご用意。バラエティあふれ
る品揃えが魅力です。店内では、薫り高
いコーヒーのサービスでイートインも楽
しめます。

（株）わくわく倶楽部
ジェラートみるく畑

人気のジェラート店。卵・着色料・
香料不使用でこだわりのジェラー
トが店頭にならびます。

全国でもめずらしい、天然酵母だけで
生地を作る大人気の酒まんじゅう屋さ
ん。もちもちとした柔らかな食感が特
徴で、売り切れもある大人気の酒まん
じゅうです。 GUTENTAG

グーテンターク

どこか異国の佇まいが素敵なお店。人気の
シュークリームは、ふんわり焼き上げられた
サクサクのシューの中に、濃厚なカスタード
クリームがたっぷり。ケーキは甘さ控えめで、
ひとつひとつ丁寧においしさにこだわって作
られています。

長崎街道沿いの築約８０年の初代工場を移築して建
てられた店内ではシュガーロードに想いを馳せて誕
生した「なんばん往来」や創業菓「すくのかめ」など
九州素材にこだわった商品を販売。また、本店でし
か味わえないフレッシュな旬の九州素材を使用した
工房手作りのケーキも取り揃えております。

ふたせ饅頭本舗
☎0948-22-1384
住）飯塚市伊岐須295-13
営）9：00～17：30
休）日曜（祝日・お盆・年末は営業）
駐）有

炭鉱産業の隆盛と共に歩んできた
老舗菓子店。前身の「秋月屋」から
創業90有余年。二瀬町（現飯塚市
二瀬地区）の炭鉱産業の隆盛と共
に歴史を歩んできました。創業当時
と変わらずも、時代の流れによって
生まれる素材のこだわりを踏まえ、
お客様の記憶に残る味づくりに努め
続けています。

羊羹工房 渕上
☎0948-23-2415
住）飯塚市大日寺1114
営）11：00～18：00
休）不定休
駐）有

（午前中は要TEL）

原料と製法にとことんこだわった手づ
くり羊羹。厳選された材料と地元の名
水を使い、豆の風味を活かしたこだわ
りの羊羹。甘さを控えた上品な粒あん
をそのままふんわりと固めた優しい味
で、しっとりした柔らかさが特徴です。
敷地内にあるお店「まつの蔵」でお買
い物や喫茶が楽しめます。

パティスリー エスポワール
pâtisserie ESPOIR

スイーツを通して希望を届けたい店。フラ
ンス語で「希望」を意味するエスポワー
ル。コンテストで受賞した作品の数々は、
味もさることながら、そのどれもが芸術品
とも言える出来栄えです。

菓子処 
ふじい庵

JR天道駅前で代々続く和菓
子店。先代独自の製法を受
けつぎ保存料は無添加で材
料にこだわっています。営業
日はHPをご確認ください。

タルト&スイーツエフ
TARTE & SWEETS F
☎0948-62-2848
住）嘉麻市上臼井328-1 (道の駅うすい内)
営）10：00~18：30　休）水曜
駐）有

飯塚市のおとなり、嘉麻市の道の駅うすい
に併設した本格的なスイーツのお店です。
厳選された旬の素材を吟味し、惜しげもな
く使ったお菓子は見た目もかわいくて色鮮
やか。季節のフルーツを巻き込んだロール
ケーキ「果麻ロール」は贈り物にもぴったり
です。

ヤミイケーキYummy Cakes
☎0948-72-5222
住）飯塚市平塚396-1　営）10：00～18：30　
休）水曜　駐）有　

カラフルでキュートな街のケーキ屋さん。季節感あふれる
店内にはケーキや焼き菓子など個性豊かで魅力的なお菓
子が盛りだくさん! 大人気のマカロンやショートケーキの
ほか、誕生日や記念日にピッタリのキャラクターケーキな
ど種類も豊富。選ぶのも楽しいお店です。

山田饅頭本舗
☎0948-52-0059
住）嘉麻市上山田1405-1
営）10：00～18：00 　
休）日曜 　 
駐）有

創業以来110年もの間、地元の人たちに愛
されてきた老舗の和菓子店。代々受け継
がれる伝統や技を守り、変わらぬ味を提
供し続けています。「山田饅頭」は、口ど
けが良い黄身餡を、風味良くシットリとし
た生地で包み、焼き上げたどこかほっとす
るお菓子です。

筑豊製菓直売店

様々なお菓子を製造する総合菓子
メーカー。キャンディー、キャラメル、
スナック菓子、半生菓子と様々な菓
子を製造する総合菓子メーカーで全
国のスーパー、量販店、菓子専門店
等で販売されております。包装前の
出来たて焼きたて商品や、アウトレッ
ト商品等が毎日入れ替わる楽しさ
いっぱいの直売店です。

内藤園 茶楽館 この葉
☎0948-22-5008
住）飯塚市潤野885-68
営）10：00~18：00
休）水曜
駐）有(大型可)

茶道一筋百有余年の内藤園が営む日本茶専
門店のスイーツ。店内のカフェスペースで
は、八女や鹿児島から取り寄せた内藤園オ
リジナルの日本茶のほかに、抹茶のロール
ケーキやかりんとう万十、ほうじ茶ソフトな
どの絶品スイーツが食べられます。

亀屋延永
☎0948-25-6771
住）飯塚市忠隈 77-34
営）9：00～18：00　休）第3木曜
駐）有

心和む和菓子の専門店。石炭の代名詞
として長年にわたり親しまれてきた羊羹
「黒ダイヤ」を始め、数々の和菓子を昔
ながらの製法と国産の原材料で手作りし
ています。ボタ山の風景を楽しめる喫茶
コーナーに加え、茶道を嗜まれる方に嬉
しい茶室もご用意しています。

パティスリー ソノキ
patisserie SONOKI

カラフルなお店には華やかなお菓子が満
載。ショーケースを華やかに飾る旬の
ケーキは、お子様からご年配の方にまで
大人気。季節を感じられる色鮮やかな
ケーキは見ているだけで幸せな気持ちに
なれます。とっておきの日に、とっておき
のケーキはいかがですか。

誰もが笑顔になれる　飯塚のお菓子たち

☎0948-52-3210
住）飯塚市弁分12-1
営）12：00～18：00
休）火・水・木　駐）有

☎0948-21-3721
住）飯塚市忠隈404-4
営）10：00～18：30(日・祝は18:00迄)
休）水曜　駐）有

☎0948-43-9343
住）飯塚市川津639-5
営）10：00～19：00　休）水曜
駐）有

☎0948-25-2822
住）飯塚市東徳前12-37
営）10：00～18：00　休）火曜
駐）有

☎0948-28-0768
住）飯塚市西町7-43
営）10：00～20：00（土・日・祝日～19：00）
休）月曜（変更の時あり）
駐）有

☎0948-23-8700
住）飯塚市天道70-4
営）10：00～17：00
休）不定休
駐）有

☎0948-22-7349
住）飯塚市津島408-1
営）10：00～16：00
休）日曜・祝日
駐）有(大型可)

さかえ屋 本店
☎0948-26-0111
住）飯塚市堀池128-1　営）9：00～20：00　
休）無休　駐）有（大型可）

☎0948-22-0145
住）飯塚市本町15-1
営）9：00～18：00　休）元旦のみ
駐）有

酒まんじゅうの香月屋
☎0948-22-2323
住）飯塚市本町8-18
営）10：00～17：00　休）水曜
駐）有（1台）
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飯塚で
人気を誇る
美味しい食事処 P04～05　■和食　■洋食　■カフェ

P06～07　■居酒屋　■麺　■その他

F u k u y o k a F u k u y o k a

04 05

鮨安
☎0948-25-0821
住）飯塚市飯塚4-5 姫路屋ビル1F
営）11：30～14：00(OS.13：30)
　　17：00～翌3：00　
休）日曜　駐）無

店主の永年の確かな腕を活かし、新鮮なネ
タとシャリでお客様一人ひとりに喜んで頂
けるよう努めています。納得の味を一度ご
賞味下さい。お待ち申しております。

いけす 鯛吉
☎0948-22-2266
住）飯塚市吉原町11-18
営）木・金・土11：30～14：00(OS.13：30)
　　　　　　17：00～ラスト　
休）日曜　駐）有(昼のみ)

店名にもなっている大きな
いけすがあり、魚は福岡、
唐津、呼子、下関、長崎など
から質のよいものを仕入れ
ています。素材の味を大切
にし、一皿一皿が丁寧な味
付けです。

じゃらん
☎0948-28-9351
住）飯塚市本町15-7
営）11：00～14：00　
休）日曜・祝日
駐）無

本町商店街の中の路地にあるランチのお
店。楽器店の倉庫を改装した店内にはジャ
ズのBGMが流れ、曜日ごとに素材を決め
て毎日違う定食を提供しています。

創業大正十一年。コスモスコモン
に近く、ランチタイムには煮物を中
心とした特製のお弁当をはじめ、
お得なセットメニューをご用意して
おります。旬の食材を使った季節
の会席料理や、魚介を中心とした
一品料理の数 を々ゆっくりと落ち
着いた雰囲気の空間でお楽しみく
ださい。

御料理の魚佐
☎0948-22-0367
住）飯塚市飯塚10-26
営）ランチ11：30～15：00(OS.14：00)
　　　　　17：00～22：00(OS.21：00)　
休）月曜　駐）有

和食処
ニューいいづか
☎0948-23-4988
住）飯塚市川津357-3
営）ランチ11：00～14：00
　　　　　11：00～22：00(OS.21：00)　
休）元旦　駐）有

寿司万
☎0948-22-1683
住）飯塚市本町11-50
営）ランチ 11：00～15：00
　　　　　17：00～21：30(OS.21：00)　
休）水曜　
駐）有

創業60年の老舗の寿司店。海の無い飯塚
でも美味しい寿司を食べていただけるよ
う、厳選した素材を心を込めて握っていま
す。定食メニューが充実しており、ランチで
も気軽に利用できます。

和食・うなぎ料理・鍋料理など
旬の素材をふんだんに使った
料理を提供しています。2名様
のご会食から、団体様用のプ
ランも承っています。気軽に立
ち寄れる手打ちうどんの店「大
助うどん」も併設。

和食処 日本海
☎☎0948-22-3840
住）飯塚市新立岩12-37
営）ランチ  11：00～15：00（OS.14：30）
　  ディナー17：00～21：30（OS.20：30）
休）無　駐）有・大型可

個室はご予約制となっており
ます。ご商談や祝いの席、法
事、法宴などご利用の目的に
応じてお品書きをおつくりす
ることも出来ます。法事、法宴
でのご利用の場合は祭壇やお
供花の手配も承ります。（詳し
くは係員までお尋ね下さい）

ロイヤルホストは“食”に真摯に取
り組み、お客様に安全な食事を
安心してお召し上がりいただきた
い、健康な体をつくる糧となりた
い、幸せな毎日をすごしていただ
きたいという願いがメニューにこ
められています。

歴史と伝統のある食文化と、豊富な食資源を持ち炭鉱の街として栄えた飯塚市。
炭鉱での労働は、男女関係なく危険な仕事だったため、
「食事は美味しいもの、やすくて美味しいものを食べたい」という感情が生まれました。
このような産炭地特有の気風が名店を生み、育ち、今日に至ります。
贅を尽くしたうまい物や名店自慢の料理を味わってみませんか？

ロイヤルホスト
飯塚店
☎0948-25-1100
住）飯塚市片島1-7-29
営）ランチ10：30～15：00(日、祝日を除く）
　　　　　8：00～23：00(OS.22:30)　
休）無休　駐）有

フェリーチェバジル
☎0948-24-0064
住）飯塚市片島3-11-10
営）11：30～22：00(OS.21：30)　
休）年末年始　駐）有

創業20年以上の本店で、40
種類以上のパスタの他にも、
ピザ、グラタン、デザート
等、種類豊富に取り揃えてお
ります。ランチでは12種類の
パスタからお好みのものを
選べ、大変ご好評いただい
ております。

ちろりん村とくるみの木
☎0948-24-5810
住）飯塚市幸袋新町239
営）ランチ11：00～15：00
　　　　　11：00～23：00(OS.22：30)　
休）第1・3水曜　駐）有

ゆったりとした1階は60名収
容、掘りごたつ式で和調の2
階は40名収容という構造。バ
リアフリーで車イスもOK。ラ
ンチ、パスタ料理、肉料理、
自家製ケーキとメニューも豊
富で、パーティーや2次会にも
便利です。

すし&旬菜レストラン

銀の響
☎0948-65-2450
住）嘉穂郡桂川町土居700-2
営）ランチ11：30～15：00
　　　　　11：30～22：00　
休）不定休　駐）有

飯塚市のおとなり、桂川町にある「銀の
響」は、寿司と洋食が同時に味わえるレス
トランです。人気メニューは、手ごねのふ
わふわハンバーグ「旬彩ランチ」。女子会
やママ友の食事会におススメです。

味楽門BON
☎0948-24-8825
住）飯塚市弁分412-8
営）ラ ン チ11：30～14：00(OS)
　　喫　  茶14：30～17：00(OS)
　　ディナー18：00～21：00(OS)　
休）月曜（祝日の場合は翌日）　駐）有

味楽門BONでは、和の素材を
取り入れるなどの工夫により、
どなたにでも気軽にフレンチ
をお楽しみいただけます。事
前に苦手な食材などをお知ら
せいただくと、それに対応して
料理をお作りします。

石窯Grill&WineDining 

TETE
☎0948-23-7531
住）飯塚市新飯塚15-10 フォレスト・ヴェールII1F
営）日～木11：30～16：30(OS.16：00)
　　金～土11：30～15：30(OS.15：00) 
　　　　17：00～22：30(OS.22：00)　
休）不定休　駐）無

自家菜園で採れた野菜を使用
した、体に優しいオーガニック
多国籍料理を提供しています。
野菜をぜいたくに堪能できるオ
ススメ料理を種類豊富にご用
意しています。

たまごん工房

たまごご飯カフェ
☎09496-2-6844
住）飯塚市佐與1709-2
営）11：00～17：00(OS.16：30)　
休）水曜　駐）有・大型可

直営農場で採れた産みたて卵
と、有機肥料で自然栽培され
た自家製米の炊きたてご飯が
セットになった究極の「卵か
けご飯」が390円で食べ放題!
卵かけご飯専用の醤油が新
鮮な素材を引き立てます。

喫茶 楡
☎0948-22-1033
住）飯塚市本町11-27
営）9：30～19：00　
休）水曜
駐）無

本町商店街の路地にある老舗の喫茶店で
す。コーヒーはもちろん、サンドイッチやオ
ムライス、丼物などメニューも豊富で、食
事処としても楽しめます。古くからの常連さ
んも多く、隠れ家的なお店です。

街家cafe 
つむぎ
☎0948-22-1660
住）飯塚市本町16-8
営）ランチ11：00～14：30
　　          9：30～19：00　
休）不定休　駐）無

本町商店街の中、京都を思わせる石畳の
奥にあるカフェです。日替わりで、その時々
の旬の素材を活かしたランチを提供してお
ります。おもてなしの笑顔と真心を込めて
提供させていただきます。

宮ノ上げんき
☎0948-72-0604
住）飯塚市長尾1371
営）11：00～18：30　
休）日曜・祝日・月曜　駐）有

古民家風の建物でオーガニック
や自然食品を取り扱っていま
す。商品を買いに来てくださっ
た方にゆっくり楽しんでいただ
くために、取り扱っているこだ
わりの調味料や地元の野菜・牛
肉を使用したランチやカフェを
2階の屋根裏などを使って行っ
ております。

喫茶 
グラスムーン
☎0948-25-1735
住）飯塚市吉原町1-6
営）モーニング 8：00～11：30
　　ラ　ン　チ11：30～16：00
　　　　　　　8：00～20：00　
休）日曜　駐）無

飯塚バスターミナルの隣にあるのでバスや病院
の待ち時間にもご利用ください。雑誌やコミッ
クも多数置いてあり一人でもゆっくりできます。
朝は8時からの営業でモーニングが好評です。
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ダイニングルーム
あんど
☎0948-23-9220
住）飯塚市飯塚4-17
営）18：00～翌4：00
休）水曜　駐）無

アメリカンテイストなダイニン
グルーム。お一人でも気軽に行
けるアットホームな雰囲気で
す。メニューも豊富でコース料
理もあります。深夜まで営業し
ているので、二次会や飲み直
しにもおススメです。

居酒屋 のぶりん
☎0948-23-5336
住）飯塚市新飯塚12-23
営）17：00～翌1：00　
休）不定休　
駐）無

JR新飯塚駅より徒歩2分。カウンター席も
あり仕事帰りにお一人様でも気軽に入れる
雰囲気の居酒屋です。焼鳥、刺身、パス
タ、おまかせコースなど、どれもおススメで
す。

三拍子
☎0948-23-7896
住）飯塚市飯塚3-20 コスモスビル1F
営）17：00～翌1：30(OS. 翌1：00)
休）日曜
駐）無

飯塚で最初のもつ鍋専門店として創業した
三拍子。現オーナーの祖母直伝の醤(ジャ
ン)やホルモン調理法によって引き継がれた
「もつ鍋」「石鍋もつ焼」は、居酒屋の今
でも開店以来の看板メニューです。

居酒屋
和“KOKORO”
☎0948-28-4123
住）飯塚市若菜259-81
営）18：00～24：00
休）不定休　
駐）有

備長炭でじっくり焼き上げた串や手づくり創
作料理が豊富です。友だち、恋人、家族連れ
はもちろんのこと、一人でも気軽に通えます。
宴会・打ち上げ・同窓会・食事会などにも
ピッタリです。

一休うどん
☎0948-22-1877
住）飯塚市本町15-4
営）10：30～16：00
休）水曜　
駐）無

本町アーケード内にある昭和34年創業の老
舗のうどん店です。100%国産小麦粉を使用
している手打ちの柔らか麺に、肉・山芋・ワ
カメの三種をトッピングした「三味うどん」
がおススメ。昆布のダシが絶品です。

うどん・そば処 
百花亭
☎0948-29-0317
住）飯塚市柏の森55-1
営）11：00～21：00(OS.20：30)　
休）年始のみ　駐）有

ボリュームのある料理と、ユニー
クなサービスが評判のお店で
す。麺製造や料理には、地下水
を汲み上げろ過したRO水を使
用。学生・赤ちゃんには嬉しい
サービスがあるので遠慮なく申
告しましょう。

熾火ト酒
☎0948-43-3978
住）飯塚市本町8-17
営）17：00～24：00　
休）火曜
駐）無

本町に石窯Grill＆Wine Dining TETEの姉
妹店としてOpenした炉端焼きのお店で
す。店内はカウンターメインで落ち着いた
空間です。

うどん・そば処
あぐんちゃ

「安くて多くて早い」「コシがあ
るのにやわらかくておいしいう
どん」が自慢のセルフのお店で
す。料理には、地下水を汲み上
げ、ろ過したRO水を使用。4種
類の具 (四合せ)が入ったうどん
セット「しあわせ定食」がおス
スメです。

☎0948-21-1188
住）飯塚市忠隈489-1
営）10：00～21：00(OS.20：30)　
休）年始のみ　駐）有・大型可

麺処 やま志
☎0948-21-0738
住）飯塚市小正29-1
営）ランチ11：00～15：00
　　　　　17：00～21：00
休）木曜　駐）有

当店のそば粉は、信州直送の
石臼引きそば粉を使用し、そ
ば本来の味と香りを生かした
こだわりの二八蕎麦です。人
気の鴨せいろそばや瓦そばな
ど、おいしさを追求し続けてい
るやま志自慢の味をご賞味く
ださい。

四季のうどん
春夏秋冬
☎0948-23-3868
住）飯塚市幸袋126-1
営）ランチ11：00～15：00
　　　　　18：00～20：00　
休）不定休　
駐）有

飯塚市幸袋にある旧伊藤伝右衛門邸の近
くです。季節限定のうどんをお楽しみいた
だいた後は、後乗せ茶漬けをご堪能くださ
い。

焼肉の
Mr. 青木
☎0948-24-5170
住）飯塚市鶴三緒1117-1
営）12：00～21：30(OS.)
　　(ランチは12：00～15：00)
休）火曜　駐）有・大型可

産地直送の新鮮な国産黒
毛和牛・ホルモンのみを厳
選しています。秘伝のタレ
は、10種類以上の新鮮な野
菜や果物を使ったまろやか
な味です。

焼肉
開山 庄内店
☎0948-31-1072
住）飯塚市綱分1712-5
営）ランチ11：30～14：00
　　        17：00～22：00(OS.21：30)
休）月曜　駐）有

市内に2店舗あり、精肉店が経営する焼肉
屋。こだわりのお肉が美味しいのはもちろ
ん、中華定食も楽しめます。

あかね荘
☎0948-72-0903
住）飯塚市山口611-2
営）11：30～22：00
休）不定休　駐）20台
※10名様より送迎バスを運行いたします。 

幻のブランド牛とも呼ばれる地元産
「筑穂牛」を、ステーキ、しゃぶしゃ
ぶといったシンプルな調理法で提供
されています。50年以上にわたって
親子三代で営まれてきたアットホーム
な雰囲気のなか、リーズナブルな価格
で楽しめるとあって、幅広い層から愛
されており、地元はもちろん遠方から
もたくさんの食通が訪れます。

中華料理 陽山
☎0948-25-1786
住）飯塚市徳前62-1
営）11：00～14：00（OS.）　
休）木曜　駐）有

「陽山ランチ」と、毎週替わる
メイン料理が2品選べる「週替
りサービスランチ」が人気メ
ニュー。素材本来の味を生か
したさっぱりとした味付けが
幅広い客層に支持されていま
す。祝事、法事、会食等ご宴会
にもどうぞご利用ください。

YAMABUKI
☎0948-29-8666
住）飯塚市吉原町8-36
営）20：00～翌2：00　
休）木曜
駐）無

暖かみのある照明が心を和
ませレトロな雰囲気で落ち
着いた空間のバーです。イ
ベントホールもあり、楽しく
過ごせますので二次会にも
おススメです。

手づくり惣菜 
みしまや
☎0948-23-4349
住）飯塚市本町15-10
営）10：00～19：00　
休）水曜　駐）無

お惣菜・弁当・漬物の「みしまや」です。約
50種類のお惣菜の中から、いろんなお惣
菜を組み合わせてお弁当を作ります。当店
で毎日新鮮な食材を使って作っておりま
す。

味覚焼
☎0948-23-1167
住）飯塚市本町8-7
営）10：00～18：00　
休）火曜、 12/31～1/3
駐）無

四世代に渡ってのファンもいる飯塚名物
「味覚焼」。生地に入るのは天玉、朝採れ
のネギ、秘伝のダシ。タコなしの素朴な味
が人々を魅了し続けています。懐かしいふ
るさとの味はまさに飯塚のソウルフードで
す。

のがみ大飯店
☎0948-22-3840
住）飯塚市新立岩12-37
営）ランチ11：00～15：00（OS.14：30）
   ディナー17：00～21：30（OS.20：30）
休）無　
駐）有・大型可

のがみ大飯店自慢の本格中
華料理をはじめ、和・洋の
料理も取り入れたランチタ
イム限定の贅沢バイキング
も好評です。

おとどけ料理
筑前しまや
☎0949-26-2300
住）直方市頓野3884-2

筑豊を中心とする地域のお客
様に、法要料理・お祝い料理・
行楽のお弁当など、さまざまな
場面でご利用いただけるお料
理をお届けしております。ワン
コインにてお求めいただける4
種類のお手軽お弁当もありま
す。老舗仕出し屋が作ったお
弁当をご賞味下さい。

（※前日までに要予約）
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かにすけ
☎0948-26-2800
住）福岡県飯塚市堀池154-2
営）水・木・金　11：00～17：00
   　　  土　　　10：00～17：00
休）月・火・日・祝日　
駐）有

「かにすけ」は飯塚市唯一
の水産会社、サンユーフーズ
の工場直売所です。自社製
品は直売価格で販売し、素
材を生かした海鮮惣菜や鮮
魚が盛りだくさんです。
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