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https://www.crossroad
fukuoka.jp/cycletrail/
cyclemap.html 施設名 電話番号

福岡県内の主なレンタサイクル情報 詳しい情報は各施設にお尋ねください。 施設名 検索

0943 - 24 - 8021
2

0943 - 74 - 3474

092 - 710 - 2500

0944 - 52 - 2212

豊前市観光協会 0979 - 53 - 6660

観光プラザ ほとめく館（あさくら観光協会） 0946 - 24 - 6758

0942 - 27 - 5717
1

070 - 4035 - 6645NOGATA CYCLE SPOT092 - 322 - 2098糸島市観光協会

シカシマサイクル 050 - 3459 - 2956

093 - 281 - 5050岡垣町観光ステーション北斗七星

093 - 245 - 4665中間市地域交流センター

093 - 221 - 1001芦屋町観光協会

093 - 321 - 2272JOYiNT 門司港

0930 - 33 - 5771みやこ町総合観光案内所

0940 - 62 - 2715道の駅むなかた

施設名 電話番号



福岡・糸島ルート

福岡市内からアクセスしやすく、海沿いにおしゃれなカフェやショッ
プが並ぶ、地元サイクリストの定番ルートです。
信号が少なく走りやすいルートは見どころ満載で、土日には多くのサ
イクリストで賑わいます。

芥屋の大門

玄海国定公園を代表する名勝奇岩。日本三
大玄武洞の中でも最大のもので、高さ 64
メートル、開口 10 メートル、奥行き 90
メートルの洞窟が、黒々と玄界灘に向かっ
て口を開き神秘的な景観を呈しています。
波静かな 3 月から 11 月までは、芥屋漁港
から遊覧船で約 25 分、紺碧の海と洞窟内
の蜂の巣状の天井など大自然が造り出した
アートを楽しむことができます。

福岡タワー

シーサイドももちに建つ福岡のシンボルタ
ワー。 地上１２３メートルにある最上階の
展望室からは、福岡の街並み、広大な海、
脊振山系と３６０度の大パノラマが楽しめ
ます。また、夕日と夜景も絶景です。

宗像・志賀島ルート　

晴れて澄んだ日には「神宿る島」沖ノ島を望みながら、同じく世界遺
産の宗像大社や「光の道」で知られる宮地嶽神社を通り、「漢委奴国王」
の金印が発見された志賀島へ至るルートです。志賀島へ至る道は、左
右が海というロケーション。フェリーで博多に戻ることも可能です。

日本各地に七千余ある宗像神社、厳島神社、
および宗像三女神を祀る神社の総本社。
2017 年（平成 29 年）、「神宿る島」宗像・
沖ノ島と関連遺産群の構成資産の一つとし
て、世界文化遺産に登録されました。

志賀島の玄関口、鳥居のふもとにあるレン
タサイクル & カフェ。クロスバイクやマ
ウンテンバイクなど、スポーツバイクを中
心に取り揃えています。カフェでは、パス
タなどの軽食やスイーツが楽しめます。ま
た、売店も併設されており、飲料や自転車
用チューブも販売しています。

宗像大社 シカシマサイクル

｢みどりの里･耳納風景街道｣を縦断し、耳納連山に抱かれた豊かな自然
と、かつて豊後街道の往来で賑わった歴史を感じられるルートです。
果樹園が点在し、フルーツの香りを感じながらのサイクリング。
筑後川に沈む夕日の美しさは格別です。

浮羽稲荷神社 筑後川サイクリングロード

浮羽稲荷は商売繁盛、五穀豊穣、酒造と健
康、長命長寿、学問の神様と言われており、
山に沿って鳥居を登ると見晴らしの良い景
色を見ることができます。また、春は桜の
名所としても知られています。

九州最大の河川、筑後川の河川敷を走る高
低差の少ないサイクリングロードです。
うきは市吉井町から久留米市合川町までの
27.4 キロを、耳納連山を眺めながら走る
ことができます。途中原鶴温泉や山田堰を
眺める事ができ、日が落ちる時間の筑後川
の眺めは絶景です。

筑豊周遊ルート

整備された遠賀川沿いのサイクリングロードの後は、嘉穂劇場、石炭
記念公園、福智山や香春岳などの筑豊の街なみや歴史、自然を楽しむ
ことができます。道中には、ジェラートやチョコレート、季節のフルー
ツたっぷりのパフェなど地域ならではのスイーツも数多くありますの
で、食べライドとしても満足できるルートです。 

王塚装飾古墳館 嘉穂劇場

6世紀中ごろに造られた前方後円墳で、石
室内に豊富な文様が描かれた装飾古墳。高
松塚古墳やキトラ古墳と同じ国の特別史跡
に指定されており、日本三大装飾古墳の一
つでもある。特色は５色（赤・黒・緑・白・
黄色）を使い多種多様な文様が描かれ、石
室内部も複雑精緻に造られていること。通
常は春と秋しか公開していないが、王塚装
飾古墳館では王塚古墳の原寸大の石室レプ
リカを展示し、中に入って体感できる。

明治時代に日本の近代化を支えた、福岡県
の筑豊炭田の閉山後、その川筋に50あまり
あった芝居小屋の中でただひとつ残ったの
が、この嘉穂劇場です。様々な苦難・災害
などを乗り越え、今も生き続けています。
2007年には近代化産業遺産として経済産
業省より認定を受けました。

走行距離走行距離 約 86km10 那珂川・大牟田ルート

五ヶ山のヒルクライムとダウンヒルの後は、筑紫平野・有明海、川と
田園地帯で、四季と景色の変化を安心して楽しめるルートで、熊本県
へ向かう際にも利用できます。また、佐賀県の吉野ケ里遺跡、世界遺
産の三重津海軍所跡や大牟田市の三池炭鉱宮原坑などがあり、歴史を
感じるライドを堪能することも可能です。 

五ケ山クロス 筑後川昇開橋

福岡県最大の五ケ山ダム周辺の愛称です。
標高４００ｍを登りきるとご褒美のような
景色があちこちで見られます。
湖面周回がお勧めですが、展望デッキのあ
るベースやキャンプサイト、クールダウン
できるリバーパークなどがあり各エリアに
無料トイレがあります。

全長 507m にもおよぶ東洋一の可動式鉄
橋で、筑後川をまたいで大川市と佐賀市諸
富町をつないでいます。
現存する可動橋の中では全国で最古のもの
で、平成15 年 5 月 30 日に国の重要文化財
に指定、平成19年 8月には日本機械学会の
「機械遺産」としても認定されました。自
転車は押して渡ることができます。

自転車は道路交通法上、車両に分類されます。道路交通法に違反した場合、罰
則が適用されます。

北九州（門司）・京築ルート自転車は車両です。

のどかな田舎道の心地よさ、北九州空港連絡橋では海の上を走るよう
な爽快感、そして門司港レトロの情感など、北九州・京築エリアの魅
力を一度に味わえるルートです。大分や山口へのロングライドの一環
としても走っていただけます。

門司港レトロ 今川サイクリングロード

明治から大正にかけて作られた建物が今で
も残っています。 木造建築の門司港駅を初
め、大正ロマンただよう建物たちがエキゾ
チックな雰囲気を醸し出しています。

行橋市の中心に位置する全長 4.5km の全
線平坦なサイクリングロード。のどかな景
色が続き、春には両岸に千本桜が咲き乱れ
ます。菜の花と桜が開花する春には多くの
花見客で賑わいます。

宗像・直方ルート

海との距離が近く、歩行者が少ない道が数キロ続く、福岡が世界に誇
るサイクリングロードです。遠賀川沿いに入ってからは、春には菜の
花が群生し、秋にはコスモスが川沿いを覆う景色を楽しめ、世界遺産
にも立ち寄れます。

遠賀川水源地ポンプ室 遠賀宗像サイクリングロード

2015 年に世界遺産に登録された施設。
1910 年に操業を開始。動力が蒸気から電
気に変化しても、100 年以上の時を超え
今も現役で稼働し続けています。案内板や
近代的なベンチがあり、ポンプ室を背景に
インスタ映えする写真を撮ることができま
す。

宗像市から遠賀郡を結ぶ海岸沿いのサイク
リングロードです。県内でも数少ない海の
真横を走ることのできるコースで、一年を
通して海沿いの眺望と潮風を楽しめます。
レンタサイクルもありファミリーでのサイ
クリングも可能で、歩行者と自転車の専用
道路なので自動車を気にすることなくサイ
クリングを楽しめます。

安全な走行のために（自転車安全利用五則）

夜間はライトを点灯 / 交差点での一時停止と安全確認 / 二人乗りは禁止 / 並進は禁止 / 飲酒運転は禁止 / 信号を守る

自転車は、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
また、自転車は、道路の左端によって通行しなければなりません。

例外的に歩道を通行する場合には、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなけれ
ばなりません。

筑後周遊ルート

水郷と呼ばれる柳川の美しい掘割や緑が広がる八女の大茶園、江戸時
代から続く八女福島の伝統的な街並みを走る、歴史と文化を感じるルー
トです。季節によってはライドの途中でお茶の香りがしてくる、どな
たでも楽しめる平らな周遊ルートです。 

水田天満宮・恋木神社 八女中央大茶園

恋木神社は、水田天満宮の末社として建立
当時より鎮座しており、ご祭神に「恋命 ( こ
いのみこと )」を祀る神社は、全国でもこ
こだけです。ご祭神の恋命は、菅原道真公
が都に残してきた天皇・妻子を思う御心を
祀ったものといわれ、恋愛成就・良縁祈願
で篤く信仰されています。また、本殿には
たくさんのハートがあしらわれており写真
映えする恋の神様としても若者たちに人気
があります。

ゆるやかな傾斜の丘陵地一面に広がるこち
らの大茶園は、福岡を代表するブランド「八
女茶」の一大生産地です。頂上には展望所
が設けられ、八女市街や晴れた日には有明
海まで臨むことができます。新茶の季節に
は、新茶の無料接待や販売が行われます。

歴史的な建築物と近代的な街並みが交差する門司港～小倉を通り、戸
畑から若松までは船で海を渡ります。束の間のクルージングを楽しん
だ後は、大きな風車群で風を感じ、潮の香のする海沿いの道を走り、
芦屋へ至るルートです。 

芦屋海浜公園 若戸渡船

広大な芝生広場と大型遊具が魅力の公園。
日々多くのファミリーも訪れます。また、
海岸沿いにはサイクリングロードが整備さ
れているので、レンタサイクルを利用して、
海風を感じながらサイクリングを楽しむの
もおすすめ。

若松と戸畑を約 3分で結ぶ、100円で味わ
えるクルージング。旧古河鉱業ビルなどレ
トロな建物が立ち並ぶ若松南海岸の雰囲気
にぴったり合った渡船は、洞海湾のシンボ
ルの一つ。

福岡県内を自転車で周遊される方が、快適に宿泊できる宿泊施設
「サイクリストに優しい宿」では、施設によって宿泊者向けに以下
のサービスが受けられます。

サイクリストに優しい宿

・自転車を組み立てた状態で、客室への持ち込みもしくは、一般客の
  立ち入らない施錠可能な場所（バックヤードや倉庫・車庫等）での保管
・スポーツサイクル対応の空気入れ及び修理工具の貸出
・手荷物一時預かり（チェックイン前／後）
・宅配便（自転車を含む）の受取・発送サービス
・洗濯機／脱水機の貸出またはランドリーサービス（即日／翌朝渡し）
・自転車の洗浄・作業用スペースの確保
・福岡県等が作成するサイクリングマップや観光パンフレット等の提供等

あなたと被害者を守るため、事故を起こしてしまったときに備えて自転車保険（自
転車損害賠償保険）に加入しましょう。

※路側帯を通行できる場合
自転車は、歩行者の通行に大きな妨げとなる場合等を除き、
道路の左側に設けられた路側帯を通行することができます。

※歩道が通行できる場合
① 道路標識や道路標示で指定された場合
② 運転者が 13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者の場合
③ 車道または交通の状況からみてやむを得ない場合

■自転車損害賠償保険に加入しましょう

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/bicycle-insurance.html

※いずれの場合でも、警察官等が歩行者の安全を確保するため
道を通ってはいけないと指示した場合は、速やかに指示に従ってください。

路側帯 中央帯 路側帯

アイコンについて

サイクル
スタンド空気入れトイレ インフォ

メーション
サイクル
ステーション飲料補給 工具

新幹線 空路

※所要時間は、のぞみ利用の場合です。

福岡・北九州へのアクセス

各ルートへのアクセス

福岡県サイクルツーリズム推進協議会
（ 事務局　福岡県商工部観光局観光政策課内 ）
／公益社団法人　福岡県観光連盟

CYCLE & TRAIL FUKUOKA

東京（羽田）　　       福岡 約 1 時間 30 分
東京（羽田）　       北九州 約 1 時間 30 分
成田                      福岡 約 1 時間 40 分
大阪（関西・伊丹）　 福岡 約 1 時間 05 分

福岡・糸島ルート

宗像・志賀島ルート

豊前・東峰ルート

宗像・直方ルート

久留米・うきは周遊ルート

北九州 (門司 )・京築ルート
北九州 (門司 )・芦屋ルート

大濠公園

JR宇島駅

志賀島

道の駅むなかた

JR久留米駅

めかり公園

甘木鉄道甘木駅

ルート名 主なスタート地点 主なアクセス手段

※各公共交通機関への自転車の持込については、基本的には専用の袋に収納する形（輪行）でお願いします。
詳細は各交通機関へお尋ねください。

・博多駅から大濠公園駅まで約10分（福岡市営地下鉄）
・福岡空港駅から大濠公園駅まで約16分（福岡市営地下鉄）

・JR博多駅から JR宇島駅まで約90分（JR 特急等利用）
・JR小倉駅から JR宇島駅まで約30分（JR 特急等利用）

・JR小倉駅から JR門司港駅まで約15分（JR）
  → 門司港駅から和布刈公園前まで約15分（西鉄バス）
・北九州空港から約50分（車）

・博多ふ頭（ベイサイドプレイス博多）から約30分（福岡市営渡船）
・JR博多駅から JR西戸崎駅まで約40分（JR）
・天神から約50分（車）

・JR博多駅から JR東郷駅まで約40分（JR鹿児島本線）
  → JR 東郷駅前から牟田尻まで約13分（西鉄バス）→徒歩約15分
・天神から約70分（車）

・JR博多駅から JR久留米駅まで約40分（JR）

・JR博多駅から JR基山駅まで約35分（JR）
  →甘木鉄道基山駅から甘木鉄道甘木駅まで約25分（甘木鉄道）

・JR博多駅から約60分（車）
・JR博多駅から JR久留米駅まで約40分（JR）
  → JR 久留米駅から JR筑後吉井駅まで約40分（JR）
  → JR 筑後吉井駅から約10分（車）

筑後周遊ルート JR筑後船小屋駅 ・JR博多駅から JR筑後船小屋駅まで約60分（JR）

筑豊周遊ルート JR直方駅 ・JR博多駅から JR直方駅まで約60分（JR）
・JR小倉駅から JR直方駅まで約50分（JR）

那珂川・大牟田ルート JR博多南駅 ・JR博多駅から JR博多南駅まで約10分（JR）

東京　　　　　　博多 約 5 時間
東京　　   小倉 約 4 時間 50 分
新大阪　　博多 約 2 時間 30 分
新大阪　　小倉 約 2 時間 10 分

https://www.crossroadfukuoka.jp/
cycletrail/

福岡　サイクル 検索

走行距離走行距離 約 44km 走行距離走行距離 約 89km 走行距離走行距離 約110km

走行距離走行距離 約78km 走行距離走行距離 約49km 走行距離走行距離 約39km

原鶴温泉 秋月

福岡県随一の湧出量を誇り、「良質な美人
の湯」に恵まれた温泉郷です。
その泉質は弱アルカリ性単純泉と単純硫黄
泉の二つの泉質を合わせ持ち、『ｗ（ダブル）
美肌の湯』とも呼ばれています。

戦国時代には秋月氏が、江戸時代には黒田
氏が治めた城下町で約 800 年の様々な歴
史と悲話を秘めています。
その町並みは武家屋敷、苔むした石垣、格
子が続き、まさに「筑前の小京都」と呼ば
れるにふさわしい場所です。

あさくら・大刀洗周遊ルート

筑前の小京都と言われ古い町並みが残る城下町・秋月や小石原焼で知
られる朝倉・東峰村をめぐるルートです。
勾配がきつめの上級者向けルートですが、森林からさしこむ木洩れ日
の下、清々しい気持ちで走ることができます。

修験道の聖地である求菩提山を越え、古来より神の山として信仰され
ていた英彦山に臨む、福岡でも最難関の山越えルートです。途中にあ
る湧き水や滝、動物などの自然に触れながら登り続けるのは、まさに
冒険そのもの。季節が変わるたびに表情を変える山々や、小石原焼で
知られる東峰村の山里の風景も魅力的です。 

求菩提温泉卜仙の郷 英彦山神宮　銅の鳥居

開放感と緑にあふれた露天風呂からは、求
菩提山が望め、特に女湯からのロケーショ
ンは抜群です。癒しの湯にゆったりと浸り、
四季の彩を愉しむ長閑な里山の風景をお楽
しみ下さい。

寛永１４年 ( 1637年 ) 佐賀藩主鍋島勝茂に
よって建立された全国でも珍しい青銅製の
鳥居です。昭和１４年に国指定重要文化財
に指定されました。

福岡県内で快適にサイクリングを楽しんでいただける施設「サイ
クルステーション」では、店舗によって以下のサービスがうけら
れます。

福岡サイクルステーション

・サイクルスタンドの利用
・スポーツサイクル対応の空気入れの貸し出し
・自転車用工具の貸し出し
・飲料水（水道水等）の提供
・トイレの提供
・福岡県等が作成するサイクリングマップや観光パンフレット等の提供等
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走行距離走行距離 約 61km6 走行距離走行距離 約 73km7 走行距離走行距離 約 60km8 走行距離走行距離 約 55km9

CYCLING MAP
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