
shinamon cafe
（シナモンカフェ）

ごえん工房
音誘君舎（ねゆきや）

古民家
橋口屋

ソーシャルサポート
ぷらんぷらん

菓子工房＆カフェ
椋の木ムック

W.MOON
（ダブルムーン）

ハナウタコーヒー
勝屋酒造

今井神社

街道の駅 赤馬館

古民家たらいま
新整体ともの

grin time

赤間宿BistroCafé
NecoDeco
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エイム大和（有）
大和電器

賞品引換所（旧桝屋）

赤馬館
専用駐車場

6.19（土）～20（日）
10:00～16:00

2021.

とき

ところ
旧唐津街道赤間宿

・浴衣体験できます
・各店舗でイベント満載！

唐津街道赤間宿

赤間よかもん市

同 時 開 催

古民家 橋口屋

古民家 たらいま

19日（土）は、よかもん市。20日
（日）は、よかもんLiveを開催。また
２日間ともに、二川秀臣さんの赤間
宿の版画と松元えるくさんの水墨
画の展示。そして、時季の風カレー
が橋口屋で復刻します。

築１００年以上の歴史ある古民家
で、作家たちによるポップアップス
トア。絵やアクセサリーなどを販売。
ハンバーグ弁当やカレーとカレー
パン、珈琲なども提供しています。

街道の駅 赤馬館

【開催場所】
赤馬館前「勝屋酒造倉庫」

「赤間よかもん市」に参加します。

grin time
grintimeの庭でハンドメイド作家さ
んたちによるマルシェを開催します！

雑貨、木工、陶芸で宗像市在住も
しくは市内で作家活動されている
方々です。宗像オリジナル作品を
目指していします。店内ではケーキ
とコーヒーでお待ちしています。

◎筑前木村屋　◎ぶたまん豚豚拍子
◎farmers village　◎きゃんどるく～みん
◎時安建具店　◎KATSURA
◎数寄屋　◎花結び　◎じぇんまい
◎豆えほんのマメカバ本舗

◎アイリー＆フレンズ　◎スリーブラッサム
◎ROSSETTA　◎イマージュ　◎ことり
◎デューク東郷　◎もかしゅ～くりぃむ

ごえん工房 音誘君舎
ネ ユ キ ヤ

1 9日 出店店舗

◎安布雑貨　◎マシャマシャ
◎匠の集う家　◎鶴屋　◎手作り木工阪田
◎手作り木工山下　◎漆器工房芳山
◎木工芸塾的場　◎木工清水　◎木工大塚
◎みろく窯　◎妙見窯

20日 L i v e出演者

2 0日 出店店舗

出店店舗

作家紹介

出店店舗（予定）

◎つり雛の会　◎町屋　◎koo＊
◎MUMIN　◎プランプラン
◎さくら　◎Green Life　◎Ryu Ryu　
◎Atelier Clover House

賞品が当たるフォトラリー
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◎布古(洋服、雑貨)
◎Chuette(アクセサリー)
◎恋(ドライフラワー)※20日のみ

出店店舗

◎ハンバーグTARO
◎くつろぎ珈琲
◎天神屋台カレー本家瑠璃

※雨天の場合は中止です

◎今後の新型コロナの感染状況により、イベントの中止、変更がある
　場合があります。各店舗や赤馬館のホームページやFBでお知らせします。
◎新型コロナ感染・予防対策にご協力ください。
◎体調の優れない方のご来場はご遠慮ください。

3

5

10

11
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赤間よかもん市
赤間宿に“よかもん”が集まる！
ハンドメイド作家さんを中心に、
小物や雑貨などの販売を行います。

赤間宿に“よかもん”が集まる！
ハンドメイド作家さんを中心に、
小物や雑貨などの販売を行います。

同 時 開 催 ！
さらに

主催：赤間宿商店組合
協力：街道の駅 赤馬館
主催：赤間宿商店組合
協力：街道の駅 赤馬館

◎筑前木村屋　◎豚豚拍子　◎farmers village

家族やお友達と
フォトラリー
家族やお友達と
フォトラリー
A・B・Cエリアでそれぞれ1枚以上

各お店のフォトスポットで写真を撮ろう！
ご家族・お友達と一緒に赤間宿を巡ってください。

※フォトラリーの参加はお一人様一回までとさせていただきます。
※3人以上でのご参加の場合、賞品の交換は上限3個までといたします。
※先着を達しましたら賞品交換終了となりますのでご了承ください。

Aエリア

Bエリア

Cエリア

Aエリア

Bエリア

Cエリア

Aエリア・Bエリア・Cエリアにて
それぞれ1枚以上写真を撮る！！

このエリアで
1店舗以上撮影！

このエリアで
1店舗以上撮影！

このエリアで
1店舗以上撮影！

MAP

3店撮影で くじ引き！

◎シナモンカフェソフトクリーム引換券
◎大和電器Panasonic防災グッズ
◎勝屋酒造オリジナル枡

いずれかプレゼント！
全14店撮影で

各10名
先着

必ずなにか
当たるよ！

※歩行者天国ではありません

写真を撮ったら賞品引換所へ！
撮影した画面をスタッフにお見せください

色んな賞品を
用意して〼！



テイクアウトOK！期間中、
ご来店のキッズへオモチャ
プレゼント！

2021年3月18日ゆめタウン宗像より赤間宿に
移転オープン！ゆったりソファ席、大人気のキッ
ズルームでお食事、ティータイムをお楽しみくだ
さい。雑貨やジェリーズポップコーンもあり〼

090-2723-9603

0940-51-1050

宗像市赤間5-1-11所 水・年始休

10:30～18:30（日～木）
10:30～23:00（金・土）

営
デリバリー

要事前予約

テイクアウト

赤間宿の通りがあじさいで華やかに！
各店、この日限りの特典を用意してお待ちしてます！

当日は当店オリジナル
アジサイコースターを
先着各50名様にプレゼント

4月29日オープン仕立てです。1番人気のレモ
ンケーキ、定番の芋ケーキ、チョコケーキ、一
押しの当店豆腐スムージー、イタリアコーヒー
でお待ちしています。

宗像市赤間5-1-9所 火・水休

10:00～17:00営
デリバリー

要事前予約

テイクアウト

ごえん工房 音誘君舎
ネ ユ キ ヤ

shinamon cafe
シ ナ モ ン カ フ ェ

ちょこっと体験あり
2時間ほどで素敵な
糸掛ができあがります

海外出展アーティスト糸掛人MOKOのお店
W.MOONです。糸掛まんだらの体験、スクー
ル、展示・販売などをしています。リモートでも
対応しております。

070-5482-3914
宗像市赤間5-1-19所

12:00～18:00営
デリバリー

要事前予約

テイクアウト

1 ２

19日（土）よかもん市
20日（日）よかもんLive
AKAMA de DABADA vol 9

築140年以上の古民家で、橋口屋は、当時
の屋号です。先先代が、ろうそくの金型職人
だったため、広い吹き抜けと土間が昔のまま
残っています。

宗像市赤間3-3-12所 ー休

1ヶ月に1回程度イベント開催時のみ営
デリバリー

要事前予約

テイクアウト

古民家 橋口屋

◎おつまみ等……… 200円～
◎バティックはぎれ…… 100円～
◎アジアン雑貨…… 100円～

普段は福祉の会社です。会社の前にフォトス
ポット、販売は勝屋酒造さんの前で行います。
お酒に合うおつまみや現地買い付けのアジア
ン雑貨を販売します。

宗像市赤間3-3-4所 不定休休

不定営
デリバリー

要事前予約

テイクアウト

ソーシャルサポートぷらんぷらん
0940-51-10540940-32-2117

la goutteさんの
ステンドグラス、
たくさん入荷しています！

いつもの暮らしが楽しくなるココロときめく雑
貨や着ごこちの良い衣類をセレクトしていま
す。ゆっくり見てぜひお気に入りを見つけてく
ださい。

宗像市赤間4-11-2所 水・日・祝休

11:00～16:00営
デリバリー

要事前予約

テイクアウト

grin time

0940-32-8998

9種類と豊富な
シューソフトクリーム
380円税込み

福岡県宗像市赤間の教育大前駅から徒歩10
分唐津街道赤間宿側のケーキ屋さんですが、
お食事もできる和と洋が合わさった珍しい空
間のお店です。

宗像市赤間2-4-32所 火休

10：00～19：00営
デリバリー

要事前予約

テイクアウト

菓子工房＆カフェ 椋の木ムック

50分 4,000円
チラシ持参で
10分サービス

よくあるマッサージとは違う、新整体独自の
技術で痛みや不調の根本的な原因を狙い
ます。肩凝り腰痛、不眠や動悸など自律神経
の問題も対応し〼

宗像市赤間4-10-9所 不定休休

10：00～12：00／13:00～21:00営
デリバリー

要事前予約

テイクアウト

新整体ともの

2日間ヨシノ鍋の岡田さんが
実演販売します！
包丁やまな板も超オススメ！

創業54年！パナソニックのお店です。地域の皆
様へ安心と快適をお届けすべく、日々精進し
ております。まめ電球のことからおうちのこと
まで！何でもご相談くださいませ！

宗像市赤間４-１０-５所 日・祝休

9：00～19：00営
デリバリー

要事前予約

テイクアウト

エイム大和（有）大和電器

0940-32-3010

父の日のプレゼントに
勝屋酒造のお酒は
いかがですか？

19、20日は「夏の蔵出し祭」開催。今年創業
231年目を迎えた酒蔵です。宗像大社のご神
酒や「沖ノ島」「赤間宿」など地元に愛される
お酒を造っています。

宗像市赤間4-1-10所 月・日・祝休

8:30～17:00営
デリバリー

要事前予約

テイクアウト

勝屋酒造
0940-35-4128

19（土）・20（日）限定企画
浴衣着付2,500円（所要時間：3時間）
喫茶あじさいセット1,000円

宗像市東部の観光情報発信施設として唐津
街道赤間宿や郷土の偉人を紹介する展示室、
喫茶室、和装着付体験（着物、浴衣）も有り。
和装体験は特別価格で提供！（3日前要予約）

宗像市赤間4-1-18所 月休

10:00～17:00営
デリバリー

要事前予約

テイクアウト

街道の駅 赤馬館

月が祝日の場合、
翌日店休 ※予定

0940-51-1033

ワークショップや展示
などの貸しスペースとして
ご利用できます。

唐津街道赤間宿にある、築100年以上になる
古民家。奥に長い作りで、定期的にイベントな
どをやっています。

宗像市赤間4-10-9所 ー休

ー営
デリバリー

要事前予約

テイクアウト

古民家たらいま

火・水・木休
変動あり、要確認

テトラんコーヒー
1杯150円で
お持ち帰りできます！

旧薬局の面影が残る店内で珈琲豆を毎日
焙煎しています。焙煎したての新鮮な珈琲
をおうちで楽しみませんか。贈り物にも喜ば
れています。

0940-55-1490
宗像市赤間3-4-8所

10:00～18:00（平日）
10:00～17:00（日・祝）

営
デリバリー

要事前予約

テイクアウト

ハナウタコーヒー

水休

リーズナブルな価格で
おいしいものを！！

「美味しい」＝「笑顔」＝「幸せ」がモットーで
す。おいしい幸せ時間をおすごしください。

080-7989-1545
宗像市赤間3-1-1所

11:30～20:00営
デリバリー

要事前予約

テイクアウト
火・水休

※一部予約が必要なメニューがあります。

赤間宿BistroCafé NecoDeco
ビ ス ト ロ カ フ ェ  ネ コ デ コ

W.MOON
ダ ブ ル ム ー ン
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唐津街道赤間宿の通りには、旧くから商いをやっているお店、近年新しく始めたお店が様々あります。
梅雨のジメジメした季節ですが、色鮮やかなあじさいで通りを飾り付け、みなさんのお越しをお待ちし
ております。今回、プレゼントがもらえるフォトラリーや、同時開催で手作り作家さんの雑貨販売を中心
とした「赤間よかもん市」各店舗の趣向を凝らした催しものを計画しております。この機会にぜひ赤間
宿通りに遊びに来てください！

※なくなり次第終了いたします。


