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多彩な文化講座を開催中!
様々なイベントなどを開催している交流スペース

佐賀市の観光情報から
市民の暮らしをサポートする施設が満載。

F l o o r  M a p

日用品から暮らしに必要なアイテムまでなんでも揃うスーパーから
おしゃれな食事を楽しむ空間まで。

S - P L A T Z  I N F O R M A T I O N

人が出会い、人が集う。「街づくりの基点施設」として

S-PLATZ　エスプラッツ
〒840-0826 佐賀市白山2丁目7-1

http://s-platz.jp/

一時間無料駐車券のご利用を！
お車でお越しの場合、永池本店駐車場（立体・平面）、アネックス第２白山駐車場をご利用ください。

各施設をご利用の方には、原則、１時間無料駐車券をお渡しします。

◆アスタラビスタをご利用の方は、アスタラビスタ専用駐車場「アネックスパーク白山」もご利用いただけます。

エスプラッツは平成19年8月にリニューアルオープンしました。1階は、市民の暮らしにかかせない生活必需品を

中心とした商業エリア、2階は医療や子育て支援と公共的な市民サービスを柱としたエリア、3階はエスプラッツ

ホールや佐賀新聞文化センターを中心とした文化の発信基地です。

もともとエスプラッツの位置する白山地区は旧長崎街道沿いに形成された市の中心商店街であり、エスプラッツ

は、今後とも新しい街づくりの拠点です。

永池本店駐車場エスプラッツ 東側入り口

アクセスマップ

公共交通機関をご利用のお客様へ
佐賀駅から【徒歩約20分】【タクシー約5分】
佐賀駅バスセンターから
【各路線あり／エスプラッツ前、呉服元町、
 中の小路バス停にて下車】

車でお越しのお客様へ
●八幡小路交差点（中央大通り）を東へお進みください。
●大財橋北交差点（大財通り）を西へお進み下さい。

アネックス
パーク
第2白山

唐人プラザビル

医療・健康医療・健康

子育て子育て

地域住民地域住民

行政行政

商店街商店街

まちづくりまちづくり

S - P L A T Z  S H O P  I N F O R M A T I O N

アスタラビスタ

イタリア酒場

King　Kitchen 

MIZ 溝上薬局

H.I.S.

株式会社まちなか不動産

えびすＦＭ 89.6MHz

ATM（現金自動預払機） 

アンダルファ
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子育て支援センター

ゆめ・ぽけっと

七賢人の里 おへそ保育園

（株）佐賀新聞文化センター

キッズスペース

悠心堂クリニック

医療法人d a y s すこやか女性クリニック

市民サービスセンター

特定非営利活動法人 まちづくり機構ユマニテさが

（一社）佐賀市観光協会

（株）佐賀新聞文化センター 2 階教室

佐賀市交流センター　

（株）佐賀新聞文化センター　

S-PLATZ SHOP

2F 3F

1F

3F

2F

1F 2F 3F

人とモノと情
報を繋ぐ

プラットホー
ムとして。人とモノと情
報を繋ぐ

プラットホー
ムとして。人とモノと情
報を繋ぐ

プラットホー
ムとして。人とモノと情
報を繋ぐ

プラットホー
ムとして。

A3　エスプラッツ　リーフレット 表



お昼は「パスタランチ」や「オムライスランチ」
が人気です。夜は「飲み放題付のパーティコー
ス」が、女子会や誕生会他、各種宴会に人気で
す。詳しくはTELにてお問い合わせください。

イタリア酒場
King　Kitchen 

02

TEL0952-27-0510
ランチタイム/11：30～14：00

ディナータイム/18:00～24:00

定休日／不定休

今の自分に似合う大人のトレンドを楽しみた
い！そんな大人世代女性のためのセレクト
ショップです。ANDALFAとは、and+α。。。
「そしてもうひとつ」という気持ちを込めて
付加価値のある商品やサービスを届けします。

アンダルファ08

TEL 0952-25-1293
10：00～18：00
※火曜日と雨の日はANDALFAポイントカード2倍!

めばえ教室、ステップワールド英語スクー
ル、グリムスクール、プログレス、書道、そ
ろばんの6部門の教室を展開し、現在400人を
超える子どもたちが元気に通っています。

（株）佐賀新聞文化センター

キッズスペース
12

TEL0952-25-2151
平日 / 10：00～19：30
土曜日 / 9：30～18：30
定休日 / 日・祝日・年末年始
※19:30以降は3階で対応

3F(株 )佐賀新聞文化センター 2階教室

（株）佐賀新聞文化センター

2階教室
18

TEL0952-25-2160
10:00～22:00 

定休日/年末年始

【住民票等証明窓口】 
平日10:00～18:30　火曜日10:00～19:00
定休日 /土・日・祝日・年末年始
【パスポート窓口】
平日 10:00～18:30　火曜日 10:00～19:00
日曜日12:00～16:00（交付のみ実施） 
定休日 /土・祝日・年末年始

市民サービスセンター15

TEL0952-27-6700
佐賀市に住民票がある方のパスポートの申請や

手続きができます。また、戸籍、住民票、印鑑証明書

税証明などの証明書を受け取ることもできます。

佐賀市の中心市街地で、様々な世代の人々が快
適に住まい、いきいきと働き、楽しく集う、そん
な場所づくりを目標に活動しています。そのた
めに空き店舗対策や賑わいづくりに取り組ん
でいます。

まちづくり機構
ユマニテさが

16

TEL0952-22-7340
平日 / 8:30～17:30 

定休日 / 土・日・祝・年末年始

特定非営利活動法人

演奏会や講演会、展示会（ギャラリー）など、さ
まざまなイベントに使える多目的スペース。完
全防音設備のミュージックスタジオも併設し
ています。それぞれの目的に応じて、ご利用く
ださい。

佐賀市交流センター19

TEL0952-40-0560
10:00～22:00

定休日/年末年始

あなたの知性や感性を刺激する、多彩なジャン
ルの 400 講座をラインナップ。一流の講師陣
が、みなさまをお待ちしています。講座のあと
は、喫茶「よりみち空」で楽しいひとときを。

（株）佐賀新聞
文化センター

20

TEL0952-25-2160
10:00～22:00

定休日/年末年始

きめ細やかな関わりを大切にしている精神科
クリニックです。患者様にゆっくりとくつろい
で頂けるような癒しの雰囲気を大切にしてお
ります。

悠心堂クリニック13

TEL0952-28-1828
平日/9:00～13:00 / 14：00～18：00

水・土曜日/9:00～13:00 

定休日/日・祝日

平成 29 年 4 月より小規模認可園といて生ま
れ変わりました。おへそ保育園は、地域に喜ば
れ、愛される保育園を目指していきます。

七賢人の里
おへそ保育園

11

TEL0952-27-6566
開園時間　（月～土）7:30～ 18:30

延長保育　（月～土）18:30～ 19：00

定休日 / 日・祝・年末年始

乳幼児と保護者が、いつでも自由に遊び、学び
あえる空間、それが「ゆめ・ぽけっと」です。地
域での子育てが充実するようサークル支援や
ファミリーサポート事業も行っています。

子育て支援センター

ゆめ・ぽけっと
10

TEL0952-40-7287
月～土 / 10:00～17:00

定休日 / 日曜日、祝日 (土曜日を除く )

　　　　年末年始

女性の日々の暮らしに寄り添うかかりつけの
婦人科を目指しています。みなさまのすこやか
な毎日と未来のためにどうぞお気軽に相談下
さい。また待ち時間短縮のために、予約優先制
としております。

14

TEL0952-20-1671
月・水 / 8:45～13:00、14:00～17:30
火・土 / 8:45～13:00
木 / 10:00～13:00、14:00～17:30
金 / 8:45～13:00、14:00～16:00
定休日 / 日、祝、年末年始 

すこやか
女性クリニック

医療法人d a y s

佐賀市の観光のことならここにおまかせ！
◆各種観光パンフレットの取扱い
◆イベント情報の紹介
◆佐賀市の特産品の展示
◆国内旅行商品の取扱い
また、各種証明写真（パスポート等）、印紙・証紙・
切手等も取扱っています。

(一社)佐賀市観光協会17

TEL0952-20-2200
平日 / 9:30～18:30 
火曜日 / 9:30～19:00
日曜日 / 10:00～16:00 
定休日 / 土・祝日・年末年始

店頭販売と野菜受注配
達やカット野菜、フルー
ツ盛合せ、ブライダル創
果もいたします。一足先
の野菜や果物を取り揃
えています。

旬のお野菜たっぷりの
お料理が、10 種類以上
並ぶバイキングです。メ
インのれんこん入りハ
ンバーグや手造りコ
ロッケが人気です。

株式会社坂井商店
フルーツパーラー旬果

09

TEL 0952-23-4366
8：00～20：00

定休日/日・祝

12：00～14：00(ランチ)
12：00～19：30(パフェ等)
定休日/日・祝

「いつもあなたのそばで。」MIZは、お客さまの
声を大切にしています。お買い物を楽しく、ご
相談はゆっくりと伺います。処方箋も受付けて
います。

MIZ溝上薬局03

TEL0952-27-8228
平日/9：00～21：00

日・祝/10：00～21：00

旅を通してお客さまに夢を与え、感動を届けた
いと思っています。自社ブランドの企画旅行だ
けでなく、他社のプランも取り扱っています。

H.I.S.04

TEL0952-41-8155
月～土/10：30～18：30

定休日/日曜日

衣・食・住プラス医・職・充で都市機能の回
復を願っています。
「佐賀んまちを元気にしたい」という想いで
日々活動しております。

株式会社
まちなか不動産

05

TEL0952-65-4142
営業時間／月～金（祝日祭日除く）

9:30～17:00

えびすＦＭは、佐賀市をエリアとするコミュニ
ティ放送局です。佐賀で楽しく豊かに暮らすた
めの生活情報、地域情報のほか、ひとりひとり
の想いをつなぐ市民参加型の放送局として佐
賀の元気なまちづくりを応援しています。

えびすＦＭ
89.6MHz

06

TEL0952-97-9699
9:00～21:00

佐賀銀行、佐賀信用金庫のご利用が可能です。
佐賀信用金庫のお客様につきましては、カード
による「お引き出し」「お振込」「残高照会」のみ
ご利用いただけます。（佐賀信用金庫の通帳に
よるお取り引きはできません）。

ATM
（現金自動預払機）

07

佐賀銀行

佐賀信用金庫

10:00～21:00

店内には、産地直送の生鮮野菜をはじめ、鮮魚、
酒、惣菜、日用品、園芸、ペット用品、衣料
品など、暮らしに必要な品が揃っています。

アスタラビスタ01

TEL0952-29-2013
10:00～21:00

F1

お買い物・情報発信
エリア

毎日の暮らしに便利な
アイテムがいっぱいです。

F2

子育てエリア
大切なお子様を、

しっかりサポートします。

F2

医療と市民サービス
エリア

心と身体の健康をサポートする
と共に暮らしを支えます。

F3

カルチャーエリア
より豊かな心と充実した
生活を応援します。

生活情報 ～人とモノと情報を繋ぐプラットホームとして。～

人が出会い、人が集う。「街づくりの基点施設」として 「S-Platz」の「S」はSAGA（佐賀）とSIRAYAMA（白山）の頭文字であり、「Platz」はドイツ語で「広場」「街」「空間」などの意味。「人が集まるにぎやかな場所になれば」との思いで付けられた。

S-PLATZ SHOP INFORMATION

S-PLATZ SHOP INFORMATION S-PLATZ SHOP INFORMATION

S-PLATZ SHOP INFORMATION

A3　エスプラッツ　リーフレット 裏


