
佐賀市城内の県史跡佐賀城跡に、幕末期の佐賀城
本丸御殿の一部を忠実に復元し建てられた歴史博
物館です。木造復元建物としては日本最大の規模を
誇ります。日本の近代化を先導した“幕末維新期の
佐賀”の魅力やエネルギーを分かりやすく紹介してい
ます。建物周囲には、天守台、城堀、国重要文化財
の鯱の門などの史跡もあり、当時の雰囲気を味わう
ことができる魅力的な空間です。

佐賀市三瀬村の山間に位置し、南フランスの片
田舎をイメージして作られています。動物達との
触れ合えるだけでなく、牛の乳搾り体験、ヤギ
のエサやり体験、バター作り体験など体験メ
ニューも豊富です。

所在地 佐賀県佐賀市 所在地 佐賀県佐賀市三瀬村

電話 佐賀城本丸歴史館　0952-41-7550 電話 どんぐり村　0952-56-2141

0952-28-0220

交通アクセス 長崎自動車道　佐賀・大和ＩＣから車で約25分 交通アクセス 長崎自動車道　佐賀大和ICから車で約25分

佐賀県立佐賀城本丸歴史館　　　　　佐賀①

写真

三瀬ルベール牧場「どんぐり村」　　　　佐賀②

写真

FAX FAX

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

開館時間 9:30～18:00 営業時間 10:00～17:00

見学所要時間 ９０分 見学所要時間 ６０～１２０分

受入人数 制限無し 受入人数 制限無し

休館日 年中無休（１２月29日～31日は休館。その他臨時休館あり。） 休園日 12月31日、1月1日　その他天候等理由で不定休あり。

料金 無料（満足度に応じた寄付をお願いしています） 料金 4歳～中学生：200円、高校生以上：500円
団体料金（20名以上）高校生以上100円引き

予約の必要性 有 予約の必要性 体験プログラム（要別料金）は要予約

予約申込方法 電話又はＦＡＸ 予約申込方法 電話

施設アドレス http://sagajou.jp/ 施設アドレス http://www.dongurimura.com/

観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga.jp/
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0952-56-2839



吉野ヶ里遺跡は、神埼市、吉野ヶ里町の２市町
にまたがり、推定延長2.5kmの壕に囲まれた全
国一規模の弥生時代の環壕集落跡です。 この
中からは、多数の住居跡、高床倉庫群跡、
3,000基を超えるかめ棺墓、弥生時代中期の王
族の墓である墳丘墓などが発掘されています。
また、体験プログラムも豊富です。

鏡山は標高284ｍの山で、眼下に市街地はもち
ろん、国の名勝・虹の松原や唐津湾、そのかな
たに壱岐の島影をも望む、絶景を誇る名所。鏡
山は数々の伝説に彩られ、万葉集に詠まれた
歴史ある山でもあります。山の名前は、神功皇
后（じんぐうこうごう）が、山頂に鏡を祀ったこと
に由来するともいわれています。

所在地 佐賀県神埼市、神埼郡吉野ヶ里町 所在地 佐賀県唐津市

電話
（財）公園緑地管理財団　吉野ケ里公園管理セン
ター　　 0952-55-9333

電話 唐津駅観光案内所　0955-72-4963

0952-55-9330

吉野ヶ里歴史公園　　　　　佐賀③

写真

鏡山（虹の松原）　　　　佐賀④

写真

FAX FAX

交通アクセス 長崎自動車道　東脊振ICから車で5分 交通アクセス 長崎自動車道　多久ICから車で40分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 普通車（850台） 310円、大型車（100台）1,030円 駐車場料金等 無料

開園時間 9:00～17:00　　但し6月～8月は9:00～18:00 開館時間 随時

見学所要時間 ６０～１２０分 見学所要時間 ３０～４０分

受入人数 制限無し 受入人数 制限無し

休園日 12月31日、1月の第3月曜日及びその翌日 休館日 年中無休

料金
15歳以上：420円（280円）、小・中学生：80円（40円）
※（　）は団体（20名以上）料金

料金 無料

予約の必要性 ガイド、体験プログラム（要別料金）は要予約 予約の必要性 無

予約申込方法 電話 予約申込方法

施設アドレス http://www.yoshinogari.jp/ 施設アドレス

観光ＨＰ紹介 http://www. asobo-saga jp/ 観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga jp/
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名護屋城跡に隣接する名護屋城博物館は、文
禄・慶長の役を侵略戦争と位置づけ、その反省
のうえに立って、「日本列島と朝鮮半島との交流
史」をテーマに、原始から現代までの数千年の
交流を示す約220点の資料を常設展示室で展
示し、今後の交流・友好の推進拠点になること
を目指しています｡

所在地 佐賀県唐津市鎮西町 所在地 佐賀県唐津市

電話 名護屋城博物館　0955-82-4905 電話 曳山展示場　0955-73-4361

0955-82-5664

交通アクセ 長崎自動車道 多久 から車で 分 交通アクセ 長崎自動車道 多久 から車で 分

佐賀県立名護屋城博物館　　　佐賀⑤

写真

曳山展示場　　　　　佐賀⑥

写真

FAX FAX

交通アクセス 長崎自動車道　多久ICから車で70分 交通アクセス 長崎自動車道　多久ICから車で40分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

開館時間 9:00～17:00 開館時間 9:00～17:00

見学所要時間 ６０分 見学所要時間 ３０～４０分

受入人数 ４００名 受入人数 １５０名

休館日 月曜日（祝日の際はその翌日）・年末（１２/２９～１２/３１） 休館日
11月3日・4日、12月の第1火曜・水曜、12月29日～
12月31日

料金 無料。但し、特別企画展開催中は有料 料金 15歳以上300円、4～14歳150円　※20人以上2割引

予約の必要性 有 予約の必要性 有

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://www.pref.saga.lg.jp/web/nagoya.html 施設アドレス

観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga.jp/
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唐津くんちの主役である曳山（やま）を年中展示して
いるのが、曳山展示場です。曳山は、文政2(1819)
年に最初の曳山・赤獅子が奉納され、それ以来15
台の曳山が作られました。そのうち1台は明治時代
に損失してしまいましたが、現在まで残る14台の曳
山が大切に守り継がれ、県重要有形民俗文化財に
指定されており、くんち行事は、国の重要無形民俗
文化財に指定されています。



慶長13（1608）年、7年の歳月をかけて築城され
た唐津城。天守閣を頭に見立て、左右に広がる
松林が翼を広げた姿に似ていることから「舞鶴
城」とも呼ばれています。天守閣は展望台に
なっており、唐津湾を一望することができます。

石炭王として成功した高取伊好（たかとりこれよ
し）（1850～1927）の旧居。石炭産業で唐津が栄
えた時代を伝える重要な遺構として、国の重要
文化財にもなっています。能舞台、植物の浮き
彫りや型抜きの動物を施した欄間、絵が描かれ
た杉戸絵、修復された洋間のしっくい天井など
の優れた意匠を見ることができ、近代和風建築
のすばらしさを堪能できます。

所在地 佐賀県唐津市 所在地 佐賀県唐津市

電話 唐津城　0955-72-5697 電話 旧高取邸　0955-75-0289

同上 同上

交通アクセス 長崎自動車道 多久ICから車で40分 交通アクセス 長崎自動車道 多久ICから車で40分

唐津城　　　　佐賀⑦

写真

旧高取邸　　　　佐賀⑧

写真

FAX FAX

交通アクセス 長崎自動車道 多久ICから車で40分 交通アクセス 長崎自動車道 多久ICから車で40分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等
有料（大型車　駐車時間１時間まで400円、2時間
まで900円、2時間以上1300円）

駐車場料金等

開館時間 9:00～17:00（入館は16：40まで） 開館時間 9:30～17:00

見学所要時間 ３０分 見学所要時間 ３０分

受入人数 ２００名以上可 受入人数 ２００名以上可

休館日 12月29日～12月31日 休館日
月曜日(祝日の際はその翌日)、12月29日～12月
31日、展示替・能公演等により、臨時休館あり

料金
4～14歳200円、15歳以上410円（20名以上の団体
は、２割引）

料金
4～14歳250円、15歳以上510円（20名以上の団体
は、２割引）

予約の必要性 有 予約の必要性 有

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス 施設アドレス

観光ＨＰ紹介 http://www. asobo-saga jp/ 観光ＨＰ紹介 http://www. asobo-saga jp/
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唐津よかばい旅倶楽部は、平成19年4月1日に
社団法人唐津観光協会のATA（エリアツーリズ
ム・エージェンシー）事業部として、運営をスター
トし、平成19年7月には、第3種旅行業の認定を
受け、着地型旅行事業を展開しています。シー
カヤック体験やお茶摘み体験などから民泊（農
業体験）まで、数多くの体験メニューがありま
す。

所在地 佐賀県唐津市 所在地 鳥栖市神辺町２８８－１

電話 唐津観光協会ＡＴＡ事業部　0955-74-3611 電話 中冨記念くすり博物館　0942-84-3334

0955-74-3612 0942-84-3177

交通アクセ 長崎自動車道 多久 から唐津まで車で 分 交通アクセ で

唐津よかばい旅倶楽部の体験学習　　佐賀⑨

写真

中冨記念くすり博物館　　　　　佐賀⑩

FAX FAX

交通アクセス 長崎自動車道　多久ＩＣから唐津まで車で40分 交通アクセス 長崎自動車道　鳥栖ICから車で5分

駐車場 有 駐車場 有

駐車料金 施設によって異なります。確認願います。 駐車場料金等 無料

開館時間 メニューによって異なります。 開館時間 10:00～17:00（最終入館は16：30まで）

見学所要時間 同上 見学所要時間 ６０分

受入人数 同上 受入人数 制限無し

休館日 同上 休館日 月曜日（祝日の際はその翌日）/
年末年始

料金 同上 料金

予約の必要性 有 予約の必要性 有

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://www.yokabai-tabiclub.jp/ 施設アドレス http://www.hisamitsu.co.jp/syakai/kusuri/

観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga.jp/
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日本に２ヶ所しかない、「くすりの博物館」のひとつ。鳥栖市田
代（たじろ）地域は、江戸時代に薬を作って、家庭へ売り歩く
（配置する）田代売薬が発祥した地です。その歴史資料や道
具を中心に珍重な生薬ほか、多数のくすり関連の遺産を公開
しています。先人達が残した知恵や貴重な「くすり」の文化遺
産に触れ、命の尊さや健康への願いを学ぶことが出来ます。
また、敷地内に薬になる植物を約４００種も観賞できる薬木薬
草園が有り、四季折々の景色を楽しめます。



儒教の祖である孔子を祀った多久聖廟は、宝永
５（1708）年に熱心な儒教信者の多久４代邑主、
茂文によって建てられました。廟内には孔子像
を収める八角形の厨子をはじめ、孔子の弟子の
四哲の像が安置されています。

所在地 佐賀県多久市 所在地 佐賀県武雄市

電話 （公財）孔子の里　0952-75-5112 電話 宇宙科学館　0954-20-1666

0952-75-5320 0954-20-1620

交通アクセ 長崎自動車道 多久 から車で 分 交通アクセ 長崎自動車道 武雄 北方 から車で 分

多久聖廟　　　　　佐賀⑪

写真

佐賀県立宇宙科学館「ゆめぎんが」　　佐賀⑫

写真

FAX FAX

交通アクセス 長崎自動車道　多久ICから車で15分 交通アクセス 長崎自動車道　武雄・北方ＩＣから車で10分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

開館時間 随時 開館時間
9:15～17:15（土日祝日18:00まで、春・夏休み及び
ＧＷ19:00まで）2015年7月11日リニューアルオープン

見学所要時間 ３０分 見学所要時間 ６０～１２０分

受入人数 制限無し 受入人数 １,０００名（同時間内）

休館日 年中無休 休館日 月曜日（春・夏休み・GWを除く）（祝日の際はその翌日）、
2014年9月1日〜2015年７月１０日は耐震工事のため休館

料金 無料 料金
小中学生200円、高校生300円（20名以上の団体
は、小中学生160円、高校生240円）

予約の必要性 無　ガイド利用の場合は要予約（多久市観光協会）

電話　0952-74-2502（多久市観光協会）

予約の必要性 団体での利用は予約が必要です。

予約申込方法 予約申込方法 ＦＡＸ又は郵送

施設アドレス http://www.taku.ne.jp/~takuinfo/ 施設アドレス http://www.yumeginga.jp/

観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga jp/ 観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga jp/
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体験型の展示を通して、科学を面白く楽しく学
べる科学館。宇宙・地球・佐賀の３つの発見ゾ
ーンで構成された館内では、宇宙・化学・自然
に関する約１３０のアイテムがあります。また、
最新式の投影機を備えたプラネタリウムや天
文台を完備し、さまざまな角度から自然科学と
ふれあうことができます。



所在地 佐賀県嬉野市 所在地 佐賀県西松浦郡有田町

電話
嬉野市観光商工課　0954-42-3310
嬉野温泉観光協会　0954-43-0137

電話 九州陶磁文化館　0955-43-3681

嬉野市観光商工課　0954-42-2960
嬉野温泉観光協会　0954-42-0361

0955-43-3324

嬉野市・嬉野温泉観光協会の体験学習　　佐賀⑬

写真

佐賀県立九州陶磁文化館　　佐賀⑭

写真

FAX FAX

交通アクセス 長崎自動車道　嬉野ＩＣから嬉野まで車で3分 交通アクセス 西九州自動車道　波佐見・有田ＩＣから車で10分

駐車場 有 駐車場 有

駐車料金 施設によって異なります。確認願います。 駐車料金 無

開館時間 メニューによって異なります。 開館時間 9:00～17:00

見学所要時間 同上 見学所要時間 ６０分

受入人数 同上 受入人数 １，０００名

休館日 同上 休館日 月曜日（祝祭日の場合は開館）、12月29日～31日

料金 同上 料金 無料（但し、特別企画展の場合を除く）

予約の必要性 有 予約の必要性 有

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://kankou.spa-u.net/ 施設アドレス
http://www.pref.saga.lg.jp/web/at-
contents/kanko_bunka/k_shisetsu/kyuto.html

観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga jp/ 観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga jp/
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名産品「嬉野茶」を使った茶摘み・手揉み体験をはじ
め、嬉野温泉名物「湯どうふ作り体験」、経産省認定
の近代化産業遺跡群「志田焼の里博物館」での「ろく
ろ体験」「ランプシェード作り」などが体験できます。ま
た、歴史ある温泉旅館での宿泊体験を通じて伝統的
な日本の文化やマナーを学び、「おもてなしの心」を
体験できる嬉野温泉は、グローバル化が進む現代に
おいて、貴重な経験の場となることでしょう。

青井阿蘇神社は806年に創建され、球磨地方の鎮
守として信仰を集めました。現在の社殿は江戸時
代初期に建立されました。
黒塗りで傾斜が急な萱葺き屋根に、極彩色を用い
た装飾性の高い彫刻や模様に特徴がある桃山様
式で、平成20年に社殿郡5棟（楼門、拝殿、幣殿、
楼、本殿）が国宝に指定されました。
また、神社隣接地には旧青井大宮司屋敷である
「文化苑」も立地しています。



（有田ポーセリンパーク・のんのこの郷）
17世紀以降、ヨーロッパの王侯貴族を魅了し、世界の陶磁
器に影響を与えた有田焼の里、有田ならではのパークで
す。ポーセリンパークのシンボルは、ツヴィンガー宮殿。18
世紀初頭のヨーロッパ・バロック建築の華といわれた宮殿
を再現したものです。内部には幕末から明治期にかけての
作品が展示されています。また、施設内には、有田焼の体
験工房をはじめ、飲食施設も洋食、和食、バイキング、喫
茶、パン工房と充実し、花を見ながらゆっくりとくつろげる施
設となっています。

所在地 佐賀県西松浦郡有田町 所在地 佐賀県伊万里市

電話 有田ポーセリンパーク　0120-55-3956 電話 伊万里鍋島焼会館　0955-23-7293

0955-41-0025 0955-23-7294

交通アクセ 西九州自動車道 波佐見 有田 から車で 分 交通アクセ 長崎自動車道 武雄 北方 から車で 分

有田焼絵付け体験　　　　佐賀⑮

写真

秘窯の里「大川内山」　　　　佐賀⑯

写真

FAX FAX

交通アクセス 西九州自動車道　波佐見・有田ＩＣから車で3分 交通アクセス 長崎自動車道　武雄・北方ＩＣから車で30分

駐車場 有 駐車場 有　　大型車10台　普通車450台

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

開館時間 有田焼工房 平日10:00～16:00・土日祝10:00～17:00
（体験最終受付 平日15:00･土日祝16:00） 

開館時間 9:00～17:30閉館

体験所要時間 下絵付：約３０分〜　　手びねり：約６０分〜 見学所要時間 ６０分

受入人数 下絵付　４５０人　　手びねり　３５０名 受入人数

休館日 年中無休 休館日 年中無休

料金 有料（お問い合わせください） 料金 無料

予約の必要性 有 予約の必要性 無

予約申込方法 電話　0955-41-0030　又は　0120-55-3956 予約申込方法

施設アドレス http://www.nonnoko.com/app/ 施設アドレス http://www.imari-ookawachiyama.com/

観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga.jp/

施
設

施
設

1675年佐賀鍋島藩は、藩窯を有田から大川内山へ
移し、より高い品質の保持と技法の維持に努め、そ
の技法が他に漏れないように、入口には関所を設け
て職人たちを厳重な監視下に置いてきました。藩窯
の職人たちは、朝廷や将軍家、大名に献上する品々
を類い稀な技術と情熱で明治まで焼き続けてきまし
た。大川山内では、現在も多くの窯元が軒を連ね、
時間を忘れて焼き物三昧が楽しめます。



日本三大稲荷に数えられる神社。貞享４（1687）年創
建。鹿島藩主鍋島直朝の夫人花山院萬子姫が京都
から輿入れする際、京都御所内の花山院邸に鎮座
する稲荷大神から分霊したものです。木々の緑に映
える建物の鮮やかな朱色が印象的で、神殿、拝殿、
楼門など主要建物は総漆塗り。石壁山を背後にして
本殿がたち、山裾の広い境内には楼門、神楽殿が
立っています。

所在地 佐賀県伊万里市 所在地 佐賀県鹿島市

電話
伊万里グリーン・ツーリズム推進協議会（伊万里
市観光課）　0955-23-2110

電話 祐徳稲荷神社　0954-62-2151

0955-23-2474 0954-62-2153

道 道

伊万里グリーン・ツーリズム推進協議会の体験学習　　佐賀⑰

写真

祐徳稲荷神社　　佐賀⑱

写真

FAX FAX

交通アクセス 長崎自動車道　武雄・北方ＩＣから車で30分 交通アクセス 長崎自動車道　武雄・北方ＩＣから車で30分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 施設によって異なります。確認願います。 駐車場料金等 無

開館時間 メニューによって異なります。 開館時間 随時（祐徳博物館は、9：00～16:30）

見学所要時間 同上 見学所要時間 ６０分

受入人数 同上 受入人数 制限無し

休館日 同上 休館日 年中無休

料金 同上 料金
無料（祐徳博物館は、小中学生100円、高・大生200
円（20名以上の団体は、半額））

予約の必要性 同上 予約の必要性 無

予約申込方法 電話 予約申込方法

施設アドレス 施設アドレス http://www.yutokusan.jp/

観光ＨＰ紹介 http://www.asobo

http://www.kite-mite-imari.jp

-saga.jp/ 観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga.jp/

施
設

施
設

佐賀県の北西部に位置し、海あり山あり美しく
豊かな自然に恵まれた伊万里は、民泊をはじ
め、伝統産業である「伊万里焼」の窯業体験の
ほか塩づくりや郷土料理作りの体験など様々
な農山漁村の体験ができます。天候や季節に
応じたプログラムを用意しております。



所在地 佐賀県鹿島市 所在地 佐賀県佐賀市（佐野常民記念館前）

電話 道の駅「鹿島」干潟体験事業部　0954-63-1768 電話 0952-34-9455

同上　0954-63-1788 0952-34-9465

交通アクセ 長崎自動車道 武雄 北方 から車で 分 交通アクセ

鹿島市　干潟体験　　　　　佐賀⑲

写真

明治日本の産業革命遺産「三重津海軍所跡」　佐賀⑳

写真

FAX FAX

交通アクセス 長崎自動車道　武雄・北方ICから車で40分 交通アクセス 長崎自動車道　佐賀大和ＩＣから車で４０分
有明佐賀空港から車で１０分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

開館時間
9:00～17:00
※干潟体験は潮の関係があるので要確認

開館時間 9：00～17：00　※開館時間は19：00まで

見学所要時間 １２０～１８０分 見学所要時間 ６０分

受入人数 ８００名まで 受入人数 同上

休館日 ４月から１０月までの開館期間中は、休館無し 休館日 月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始

料金
ミニガタリンピック 1,500円/人（29人以下の場合、一律45,000円）
体験コース 600円/人（1人～）
体験料に含まれるもの：潟タビ貸出し、ガタスキー使用料、シャワー使用料、他体験に関する一式

料金
無料（佐野常民記念館２階の展示室は有料・大人（１８歳以上）３００円、
団体２０名以上２４０円、小中高校生１００円、団体２０名以上８０円

予約の必要性 有 予約の必要性 有（ＶＲスコープ利用のパノラマ画像案内）

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://mitinoekikashima.main.jp/ 施設アドレス http//www.saganet.ne.jp/tunetami/

観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga jp/ 観光ＨＰ紹介 http://www.asobo-saga jp/

施
設

施
設

泥の上を板に乗ってスイスイと滑るタスキーなど、有
明海の潟を利用した競技が行われるガタリンピッ
ク。そのガタリンピックの競技がどなたでも手軽に楽
しめます。安心して遊べるように潟を整備してあり、
用具も貸し出されています。更衣室やシャワーも完
備していますので、泥だらけになっても大丈夫。シー
ズンは4月から10月いっぱい。敷地内の干潟展望館
には、有明海の生き物を展示しています。とれたて
の農産物が並ぶ千菜市などもあります。

幕末の佐賀藩が、藩船（和船）を管理していた場所
（三重津）に、洋式船を動かすための訓練所を置い
たことから始まります。その後、海軍の様々な教育
や訓練を行う場所（稽古場地区）、訓練に使う洋式
船の修理や建造を行うための場所（修覆場地区）を
整備し、海軍所として運用しました。日本発の蒸気
船「凌風丸」の建造地でもあります。明治維新後、藩
の廃止に伴って佐賀藩の海軍は解体され、三重津
海軍所もその役割を終えました。


