
五十音 No. 施設名 地区 ミッション ジャンル 分類 住所
1 味処 花むら 白木原 「大野城鶏ぼっかけ」を食べつくせ！ 店舗 居酒屋 大野城市白木原1-2-15

2
一般社団法人
大野城市にぎわいづくり協議会

瓦田 粋な名だね 団体 大野城市瓦田2-6-12　大野城市商工会3階

3 インテリアショップはりがね 乙金 カフェトリップ　ＰＡＲＴ１ 店舗 雑貨 大野城市大字乙金618-9
4 牛頸小学校跡 南ヶ丘 大野城トレイル 田園と牛頸川ルート 史跡・文化財 大野城市南ケ丘5-155-1
5 牛頸須恵器窯跡 牛頸 大野城トレイル 牛頸須恵器窯跡ルート 史跡・文化財 大野城市大字牛頸636－1
6 牛頸ダム 牛頸 大野城トレイル 田園と牛頸川ルート その他 大野城市大字牛頸766－4
7 牛頸の田園風景（田園風景ＶＰ） 南ヶ丘 大野城トレイル 田園と牛頸川ルート その他 大野城市大字牛頸4036

8 梅頭窯跡 上大利
このまちに眠る「キング」を探せ！
大野城トレイル 牛頸須恵器窯跡ルート

史跡・文化財 大野城市上大利５丁目

9 梅庄 若草 大野城の伝説を追え！ 店舗 和菓子 大野城市若草2-2-6
10 欧風懐石 勝 乙金台 ＯＮＯＪＯワールドトリップ！ 店舗 フランス料理 大野城市乙金台3-1-32

11 王城山４号墳 大城
大野城トレイル　山城ルート
このまちに眠る「キング」を探せ！

史跡・文化財 大野城市乙金東１丁目

12 大野城いこいの森水辺公園 牛頸
ジョークエストリリース記念～リアルクエスト
大野城トレイル 牛頸須恵器窯跡ルート

公園 大野城市大字牛頸683-1

13 大野城心のふるさと館 曙町
おためしクエスト
大野城トレイル　山城ルート
大野城トレイル 田園と牛頸川ルート

公共施設 大野城市曙町3-8-3

14 大野城市総合公園＜まどかパーク＞ 乙金
ぼくのまち、大野ジョーだじょー！
大野城トレイル 山城ルート

公共施設 大野城市乙金618-12

15 大野城市役所 曙町
おためしクエスト
ぼくのまち、大野ジョーだじょー！

公共施設 大野城市曙町2-2-1

16 大野城市役所売店（㈱クロワッサン） 曙町 おためしクエスト 店舗 売店 大野城市曙町2-2-1 大野城市役所内（新館1

17 大野城まどかぴあ 曙町
おためしクエスト
ぼくのまち、大野ジョーだじょー！

公共施設 大野城市曙町2-3-1

18 大野城歴史の散歩道 乙金 大野城トレイル 山城ルート 史跡・文化財 大野城市大字乙金
19 お菓子のアトリエ優菓 筒井 ハッピーリングクエスト 店舗 洋菓子 大野城市筒井3-16-1-1F
20 おかわりBuffet Nico Mino 若草 ＯＮＯＪＯワールドトリップ！ 店舗 レストラン 大野城市若草3-13-13
21 お好み亭 下大利 お持ち帰りのＴＯＲＩＫＯ！ 店舗 鉄板焼き 大野城市下大利1-13-12 1F
22 乙金宝満神社 乙金 大野城トレイル 山城ルート 史跡・文化財 大野城市乙金２丁目16
23 春日原停留所運動場道の碑 錦町 大野城トレイル 往還とにぎわいルート 史跡・文化財 大野城市錦町２丁目

24
カフェ＆ギャラリー　レ・グラン（Ｌｅｓ　Ｇｒａ
ｎｄｓ）

下大利 カフェトリップ　ＰＡＲＴ2 店舗 カフェ 大野城市下大利2-18-25

25 cafe&Bar　ＣＡＦＥ　ＲＥＺＯ（カフェ レソ） 若草 カフェトリップ　ＰＡＲＴ2 店舗 カフェ 大野城市若草2-6-20
26 ｃａｆｅ　Ｊａｚｚ　Ｂｅａ（カフェ ジャズ ビー） 山田 カフェトリップ　ＰＡＲＴ3 店舗 カフェ 大野城市山田3-1-3
27 カフェ ヒュッテ 下大利 カフェトリップ　ＰＡＲＴ2 店舗 カフェ 大野城市下大利1-11-5-Ｂ
28 からあげ聖林 下大利駅前店 下大利 お持ち帰りのＴＯＲＩＫＯ！ 店舗 からあげ 大野城市下大利1-13-8

29 からあげ屋　KUROMARU　大野城店 雑餉隈 カリッとジュ～シー　からあげクエスト 店舗
テイクアウト（から

あげ）
大野城市雑餉隈町3-2-8　メゾンドールⅡ102号

30 雉子ヶ尾古墳 大城
大野城トレイル　山城ルート
このまちに眠る「キング」を探せ！

史跡・文化財 大野城市大城

31 北コミュニティセンター 御笠川 ぼくのまち、大野ジョーだじょー！ 公共施設 大野城市御笠川1-17-1
32 きんもくせい 曙町 パン ワンダーランド 店舗 ベーカリー 大野城市曙町2-1-1
33 減塩パン工房クロワッサン 下大利 パン ワンダーランド 店舗 ベーカリー 大野城市下大利1-6-29
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34 Ｇｏｌｄ　ｃｏａｓｔ　ｃａｆｅ　＋　ｄｉｎｉｎｇ 下大利 カフェトリップ　ＰＡＲＴ3 店舗 カフェ 大野城市下大利1-9-20

35 JR大野城駅 白木原 大野城トレイル　山城ルート 駅 大野城市白木原1-17-12

36 JA筑紫ゆめ畑 大野城店 御笠川 ハッピーリングクエスト 店舗 農産物直売所 大野城市御笠川1-16-10

37 JR水城駅 下大利
大野城トレイル　水城跡ルート
大野城トレイル ため池ルート

駅 大野城市下大利3-1-13

38 Gcoffee（ジー・コーヒー） 若草 カフェトリップ　ＰＡＲＴ2 店舗
テイクアウト（コー
ヒー豆、他）

大野城市若草1-1-7

39 消防ポンプ格納庫 瓦田 大野城トレイル 往還とにぎわいルート 史跡・文化財 大野城市瓦田3-6-3
40 小水城ゆめあかり広場 上大利 大野城トレイル ため池ルート 史跡・文化財 大野城市旭ヶ丘１丁目４
41 新池 下大利 大野城トレイル ため池ルート 史跡・文化財 大野城市下大利５丁目
42 新川 錦町 大野城トレイル 往還とにぎわいルート 史跡・文化財 大野城市錦町３丁目
43 すこやか交流プラザ 瓦田 ぼくのまち、大野ジョーだじょー！ 公共施設 大野城市瓦田4-2-1

44 相撲鳥 錦町
「大野城鶏ぼっかけ」を食べつくせ！
粋な名だね

店舗 居酒屋 大野城市錦町2-1-25

45 西門跡 下大利 大野城トレイル 水城跡ルート 史跡・文化財 大野城市下大利４丁目１１

46 善一田古墳 乙金東
大野城トレイル　山城ルート
このまちに眠る「キング」を探せ！
ジョークエストリリース記念～リアルクエスト

史跡・文化財 大野城市乙金東１丁目９

47 大輝 仲畑 粉にまみれて～ラーメン編～ 店舗 ラーメン 大野城市仲畑4-31-1

48 DiningBar Fear Lees 下大利 ナイトクエスト～お父さんお疲れ様。　下大利編～ 店舗 ダイニングバー 大野城市下大利1-15-9

49 太平閣 白木原 お持ち帰りのＴＯＲＩＫＯ！ 店舗
テイクアウト（肉
まん、他）

大野城市白木原1-11-1

50 大文字公園 瓦田 大野城トレイル 御笠川ルート 公園 大野城市瓦田4-1
51 溜井之碑 上大利 大野城トレイル ため池ルート 史跡・文化財 大野城市上大利５丁目
52 中央コミュニティセンター 中央 ぼくのまち、大野ジョーだじょー！ 公共施設 大野城市中央1-5-1
53 筒井の井戸 筒井 大野城トレイル 往還とにぎわいルート 史跡・文化財 大野城市筒井２丁目

54 父子嶋 下大利
大野城トレイル　ため池ルート
大野城の伝説を追え！

史跡・文化財 大野城市下大利４丁目９

55 天狗の鞍掛けの松 紫台
大野城の伝説を追え！
大野城トレイル 牛頸須恵器窯跡ルート

史跡・文化財 大野城市牛頸

56 豆香洞コーヒー 白木原 カフェトリップ　ＰＡＲＴ１ 店舗 カフェ 大野城市白木原3-3-1

57 胴ノ元古墳 牛頸
このまちに眠る「キング」を探せ！
大野城トレイル 牛頸須恵器窯跡ルート

史跡・文化財 大野城市牛頸２丁目

58 道標石 大城 大野城トレイル 山城ルート 史跡・文化財 大野城市大城４丁目

59 鶏膳　乙金店 乙金 カリッとジュ～シー　からあげクエスト 店舗
テイクアウト（から

あげ）
大野城市乙金2-10-15

60 鶏膳　御笠川店 御笠川 カリッとジュ～シー　からあげクエスト 店舗
テイクアウト（から

あげ）
大野城市御笠川6-2-3　まどかファーム内

61 鶏ぼっかけ隊 瓦田 「大野城鶏ぼっかけ」を食べつくせ！ 団体 大野城市瓦田2-6-12 大野城市商工会3階

62 呑鳥 大城
粋な名だね
カリッとジュ～シー からあげクエスト

店舗 割烹料理 大野城市錦町2-5-26

63 どんぶり勘定。 白木原 粋な名だね 店舗
テイクアウト（焼き

芋、他）
大野城市白木原1-4-1

64 仲島遺跡 仲畑 大野城トレイル 御笠川ルート 史跡・文化財 大野城市仲畑2-5-13
65 仲畑中央公園 仲畑 大野城トレイル 御笠川ルート 公園 大野城市仲畑2-7
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66 ニクヤキ はなちゃん 南ヶ丘 ヤキニクエスト　ｐａｒｔ１ 店舗 焼肉 大野城市南ケ丘2-23-3

67 西鉄下大利駅 下大利
大野城トレイル　往還とにぎわいルート
大野城トレイル 水城跡ルート

駅 大野城市下大利１丁目

68 西鉄白木原駅 白木原
大野城トレイル　山城ルート
大野城トレイル 往還とにぎわいルート

駅 大野城市白木原１丁目

69 花あそびConoCoCo 錦町 カフェトリップ　ＰＡＲＴ１ 店舗 フラワーショップ 大野城市錦町4-1-55 城田ビル1F

70 333SaiGon（バーバーバーサイゴン） 錦町 ＯＮＯＪＯワールドトリップ！ 店舗
テイクアウト（バイ
ンミー、他）

大野城市錦町2-1-20

71 東コミュニティセンター 大池 ぼくのまち、大野ジョーだじょー！ 公共施設 大野城市大池2-2-1
72 ＨＩＫＡＲＩ　ｃａｆｅ 東大利 カフェトリップ　ＰＡＲＴ3 店舗 カフェ 大野城市東大利1-14-18 原田ビル1Ｆ

73 ビストロロッシェ 下大利
ＯＮＯＪＯワールドトリップ！
ジョークエストリリース記念～リアルクエスト

店舗 イタリア料理 大野城市下大利1-10-14-1F

74 日田街道周辺の文化財 錦町 大野城トレイル 往還とにぎわいルート 史跡・文化財 大野城市錦町3-1-1
75 ひでちゃん食堂 白木原 ヤキニクエスト　ｐａｒｔ１ 店舗 焼肉 大野城市白木原3-10-4
76 日の浦池公園 上大利 大野城トレイル ため池ルート 公園 大野城市南大利２丁目１
77 平野松栄堂 牛頸 大野城の伝説を追え！ 店舗 和菓子 大野城市牛頸4-3-13
78 平野神社 牛頸 大野城トレイル 牛頸須恵器窯跡ルート 史跡・文化財 大野城市牛頸３丁目１４
79 富貴 南ヶ丘店 南ヶ丘 ＯＮＯＪＯワールドトリップ！ 店舗 和菓子 大野城市南ケ丘3-3-3
80 不動城跡 牛頸 大野城トレイル 田園と牛頸川ルート 史跡・文化財 大野城市大字牛頸4046
81 ブーランジェリー サンクフルール 上大利 パンワンダーランド 店舗 ベーカリー 大野城市上大利4-6-23
82 ふるさとにぎわい課 曙町 おためしクエスト 公共施設 大野城市曙町2-2-1 大野城市役所（新館3階）
83 ふるさと水城跡公園 下大利 大野城トレイル 水城跡ルート 公園 大野城市下大利3-2-9
84 ペリカン薬局ファミリーガーデン大野城店 旭ヶ丘 カフェトリップ　ＰＡＲＴ3 店舗 薬局・カフェ 大野城市旭ヶ丘2-1-16
85 ぽんぽこ 大池 粋な名だね 店舗 定食 大野城市大池1-5-23

86 maroon café 御笠川 カフェトリップ　ＰＡＲＴ１ 店舗 カフェ 大野城市御笠川1-6-1

87 御笠の森 御笠川
大野城トレイル　御笠川ルート
大野城の伝説を追え！

史跡・文化財 大野城市山田２丁目

88 三兼池公園 上大利 大野城トレイル ため池ルート 公園 大野城市上大利５丁目
89 水城ゆめ広場 下大利 大野城トレイル 水城跡ルート 史跡・文化財 大野城市下大利４丁目
90 南コミュニティセンター 南ヶ丘 ぼくのまち、大野ジョーだじょー！ 公共施設 大野城市南ケ丘5-9-1

91 宮添井堰の碑 御笠川
大野城トレイル　山城ルート
大野城トレイル　御笠川ルート
大野城の伝説を追え！

史跡・文化財 大野城市御笠川２丁目

92 むっちゃん万十 下大利
お持ち帰りのＴＯＲＩＫＯ！
粋な名だね

店舗
テイクアウト（まん
じゅう、他）

大野城市下大利1-11-4

93 木造聖観音立像 雑餉隈 大野城トレイル 往還とにぎわいルート 史跡・文化財 大野城市雑餉隈町２丁目

94 焼鳥 丸屋 白木原 「大野城鶏ぼっかけ」を食べつくせ！ 店舗 居酒屋 大野城市白木原1-4-7-1F

95 焼肉と韓国家庭料理の店 桃花園 南ヶ丘 ヤキニクエスト　ｐａｒｔ１ 店舗 焼肉 大野城市南ケ丘2-23-18
96 薬師の杜 南ヶ丘 大野城トレイル 田園と牛頸川ルート 史跡・文化財 大野城市大字牛頸776－7
97 山の神 牛頸 大野城トレイル 田園と牛頸川ルート 史跡・文化財 大野城市大字牛頸766-7
98 リッチモンド 白木原 パンワンダーランド 店舗 ベーカリー 大野城市白木原1-8-9
99 立花寺橋のビューポイント 仲畑 大野城トレイル 御笠川ルート 史跡・文化財 大野城市仲畑1-18-11
100 レストランアンジェロ 雑餉隈 ジョークエストリリース記念～リアルクエスト 店舗 イタリア料理 大野城市雑餉隈町3-3-15
101 ロンブラージュビガレ 白木原 パンワンダーランド 店舗 ベーカリー 大野城市白木原1-7-14
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