


テイクアウトできる店

20

旅のはじめは、まずはここへ！
佐賀県の情報を全て取り揃えています！

観光案内
○観光コンシェルジュ常駐
○佐賀の観光案内（外国語対応可）
〇ツアー販売　〇交通案内
〇手荷物預かり
〇プロスポーツチームグッズ販売

県産品展示・販売
〇県産品の販売
〇県産品のポップアップショップ
〇ワークショップ・イベント開催

施設サービス
無料Wi-fi、携帯充電コーナー、
フリースペース、パブリックビューイング

施設案内
観光案内：９時～18時　☎0952-37-3654
県産品展示・販売：10時～20時
☎080-2743-2856
場所：コムボックス佐賀駅前1階
（佐賀市駅前中央一丁目４番17号）
JR佐賀駅から徒歩1分（1/1休み）

江戸時代、シュガーロードとも呼
ばれる長崎街道を通じて、ポルト
ガル人より伝来した佐賀の代表的なお菓子。材料は小麦
粉、卵、砂糖のみとシンプルながら、飽きのこない味です。大
隈重信の大好物であり、早稲田の大隈邸でも焼かれたとの
記録が残っている。

有料駐車場

✓

✓

✓

✓

17:00～23:00（OS22:30）
日曜・不定休有

不定休

1,300

1,800 円
1,100 円 4,400円～

1,650円～

1,400円
800円

元日

4,400円 850円

550円～

2,640円
5,200円

5  3F

◎熊本直送馬刺し三種 1,925円
2,398

570

594
1,188

（2時間）

5,280円 1,078円

11：00～翌1：00（LO 0：00）
［ランチタイム］11：00～15：00 水曜

6,000 円

佐賀藩主鍋島様より御用菓子司を仰せつかって以来、厳選した材料と
昔ながらの製法で、今日もこつこつと丸房露を手作りいたしております。

一点一点、手仕事で仕上げる丸芳露は、味わい深い、
佐賀のお菓子の定番。花ぼうろは、口溶け良い生地に
あんずジャムの上品な甘さを調和させたオリジナル。

佐賀で親しまれる
北島の丸ぼうろ

丸芳露本舗 北島 佐賀駅店

佐賀市駅前中央1-11-20
8:00～20:00
なし　　なし

0952-25-3066

◎丸ぼうろ10個入 864円
◎花ぼうろ5個入 864円

焼
肉

※掲載されている価格は、税込価格です。 ※掲載されている価格は、税込価格です。



不定休

15:00
15:00

1,320円
1,100円

テイクアウトできる店
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佐賀駅バスセンター

佐賀ん酒15種・梅酒100種・焼酎200種

バス運転士・ガイド募集中
726円

0944-73-5219

ばってん酒蔵 唐人本店

金星豚と和牛もつ鉄板鍋もおすすめです。

鉄板野菜巻き串 220円～

748円

4,400円～
イチボステーキ 3,300円

11:30～14:00、
18:00～24:00（OS23:00）

（100g）2,178円～

（要予約2日前まで）　　火曜

市街地中心部にありながら、喧騒から離れ静けさに包まれた
特別な空間。明治22年創業、130年以上の歴史を誇る老舗。

佐賀の器と美食を、
歴史に彩られた老舗旅館で楽しむ

旅館 あけぼの

佐賀市中の小路3-10
11:30～22:00（要予約）
不定休　　30台収容／大型バス可

0952-24-8181

0952-28-9160

0952-37-7001

0952-26-8820

◎松花堂 2,750円（税込・奉仕料別）～お昼のみ提供
◎会席コース 5,500円（税込・奉仕料別）～

◎会席コース お昼6,050円～24,200円（税・サ込）
　夜6,325円～25,300円（税・サ込）
◎松花堂弁当 昼のみ3,630円～（税・サ込）

昭和45年創業、佐賀市に3店舗を構える老舗です。

丸芳露本舗 北島 佐賀駅店

P15

P10

P3 SAGA MADO

ホテルマリターレ創世

ゆめタウン佐賀

TAPSTAY
HOTEL

アパホテル
佐賀駅南口

観光ホテル 朝風

佐賀インターナショナルゲストハウス
HAGAKURE

佐賀北警察署

SAGA
サンライズパーク
陸上競技場

※掲載されている価格は、税込価格です。



3,300

11:00 ～

オムライス 935円

佐賀出身、煎茶で禅を説き、京都の文化の中心となった売茶
翁。佐賀銘菓、有田焼で煎茶体験が楽しめます。

麺
・
洋
食

平日11:00～14:30（OS）、17:30～20:00（OS）
土日・祝11:00～15:00（OS）、17:30～20:00（OS）

14:30（OS）
19:30（OS）

木曜

42周年

若冲に描かれた、売茶翁の情報発信館

◎シシリアンライス 850円
◎トルコライスセット 1,000円

ステーキまる 兵庫店
お肉パワー全開！！肉の質にこだわる
「ステーキまる 兵庫店」でお肉を美味しく食べて、楽しみながら
免疫力を高めてみてはいかがでしょうか。

0952-97-8456
佐賀市兵庫南2丁目736-1
【ランチ】11:30～22:30
不定休　  12台

0952-37-1923
佐賀市白山2丁目1-24

【店内飲食】ステーキセット1,000円、
唐揚げセット450円【テイクアウト】唐
揚げ弁当400円、唐揚げ5個350円

旨味辛麺 ISSA
いっさ

宮崎辛麺とは全く違う
新感覚の新しい辛麺です。

080-3222-3534
佐賀市末広2丁目6-36
11:00～22:00
不定休　  6台

佐賀牛や九州産和牛を贅沢にしゃぶしゃぶ、すきやき
で!見た目、美味しさ、雰囲気…一度は必ず行きたい!

巨大な生け簀には玄海の活きのいい魚が泳ぐ。いかの
活造り、鯛のあら煮、各種定食などの鮮魚料理が人気。

佐賀に来たらまずここへ!
なべ家 きぶん

佐賀市愛敬町2-3
昼11:30～15:00（LO14:00）
夜18:00～22:00（LO21:00）
月曜・日曜の夜　　有（6台）

0952-26-3331

一人一台のお鍋でご用意できます。
◎金星豚の薬膳鍋ランチ 2,750円
◎和牛しゃぶランチ 3,300円

しゃぶしゃぶコース 5,500円、7,700円、11,000円
すきやきコース 6,600円、8,800円、11,000円
11月～3月はふぐ鍋コース 6,600円～もご用意しております。
※表示価格はすべて税込価格です。 600円

1,080円
572円 561円

◎いづみやオリジナルブレンド 100g 351円
◎ドリップカフェすうぃーとねす/りっちねす 各8P入 459円

1,620円
1,188円

950円

JR佐賀駅からはじまるスイーツ×
ぶらり旅。“佐賀銘菓の老舗”４店舗
を、おいしくぶらり食べ歩こう。
［チケット販売所］
●佐賀市観光案内所（JR佐賀駅構内）
●佐賀市観光交流プラザ（エスプラッツ2階）
●SAGA MADO観光案内窓口（コムボックス1階）
※チケットは販売日当日のみ利用可能

ぶらり佐賀!銘菓めぐりの旅

池田屋
創業昭和元年！昔懐かしい、「純和風だしちゃんぽん」
1925年より佐賀大学の学生を中心に愛されてきた中村食堂の看板メニュー「純
和風だしちゃんぽん」の味を継承。「あんかけ皿うどん」「池田屋カレー」も人気。

1974年創業の老舗カフェ。手作りメニューは本格的な味が楽
しめます。数量限定のベークドチーズケーキとカヌレが人気。

0952-22-7508
佐賀市赤松町241-39
11:00～15:00（OS14：45）
18:00～21:00（OS20：45）
月曜・日曜の夜の部（月曜が祝
日の場合はお昼のみ営業）
あり（10台）

月～金8：00～15：00
　土　8：30～15：00
日曜・祝日　　 10台（1時間サービス券あり）

10：00～17：00
月曜、第2・4火曜、博物館休館日

佐賀市松原2丁目2-27バルーンミュージアム2Ｆ
11：00～17：00

10:00～16:30（ランチ11:30～14:30OS）

9:00～17:00（OS16:00）

10:00～18:00 10:30～17:00

（要予約）

あり

日替わりランチをはじめ、オムライス・カレー・スパゲティなど、豊富
なメニューを楽しめます。※夜の団体予約も可。

佐賀市営バスで

が使えます！
全国相互利用交通系 IC カード

佐賀市交通局 ☎0952-23-3155
http://bus.saga.saga.jp

販売場所／佐賀駅バスセンター、佐賀市交通局、佐賀市営バス車内

使えるICカードは、nimoca、SUGOCA、はやかけん、Kitaca、Suica、PASMO、
TOICA、manaca、ICOCA、PiTaPaの10種類

便利な で佐賀市営バスをご利用ください。

バスにも電車にもお買い物にも♪

バスにも電車にもお買い物にも♪

3,500円～

［ランチ］11:00～15:00（OS14:00）
［ディナー］18:00～22:00（OS21:00）
月曜・木曜 なし

PIZZERIA DA GINO 白山店

cafe TRES

シシリアンライス 935円

1,520
森のキノコカレー 1,150円 ビーフカレー1,520円

1,100
1,400

820

1,530円
870円

1,200円
590円

唐人南パーキング
（サービス券あり）

750
700

一点一点、手仕事で仕上げる丸芳露は、味わい深い、
佐賀のお菓子の定番。花ぼうろは、口溶け良い生地に
あんずジャムの上品な甘さを調和させたオリジナル。

佐賀で親しまれる
北島の丸ぼうろ

丸芳露本舗 北島 白山本店

佐賀市白山2-2-5
9:00～18:00
元日　　なし（白山名店街駐車場をご利用ください。）

0952-26-4161

◎丸ぼうろ10個入 864円　◎和菓子・洋菓子

麺

その数日
本一！！

佐賀の恵
比須さん

佐賀恵比須DEまちづくりネットワークのHPはこちら⇒

☎0952-40-7137
恵比須に関する資料の展示・ガイド・恵比須さんのグッズ販売など行っています。

□ 開館時間／10：00～17：00
□ 所 在 地／佐賀市呉服元町7-39
□ 休 館 日／月曜日、年末年始

その他臨時休業有り http://www.saga-ebisu.com/

恵比須ステーション開

運さが

※掲載されている価格は、税込価格です。 ※掲載されている価格は、税込価格です。



2,200

172

18年連続日本一の生産量販売額を誇る佐賀県有明海漁協の直営店です。様々な佐賀海苔
商品を中心に、有明海・玄海の海産物を取り揃え販売しています。ここでしか味わえない海
苔の風味たっぷりの佐賀のりソフトをはじめ、様々な佐賀のり商品を是非ご賞味ください。

毎週木曜日、年末年始

17:30 ～ 22:00

8:30 ～ 18:30

◎スペアリブ 1,000円～
◎オリジナルピザ（3種） 900円～
◎オムレツ（パン付） 1,100円～
※スペアリブお持ち帰りできます。

3,300円
723円

11:30 ～14:30、17:30 ～20:30
11:30 ～14:30、17:30 ～20:30

11:30 ～14:30、
17:30 ～20:30 10:00 ～18:00

※各店舗、営業時間及び店休日など変更になる
　可能性がございます。

シンプルモダンをコンセプトに、陰影感を強調した照明が印
象的な高級感あふれる空間。ゆったりとしたプライベート感
あふれるワンランク上の中国料理レストランです。

旅館 あけぼの

なべ家 きぶん

24

旨味辛麺 ISSA35

「モダン＆クラシック」をテーマに、ランチは気軽に楽しめ
る明るい雰囲気で、ディナーはしっとり大人の雰囲気漂う魅
力的な食空間を演出いたします。

情緒あふれるお濠の景色を眺めながら、心づくしの料理に
舌鼓。目にも舌にも美味しい料理をご堪能ください。お座
敷もご用意しております。

白い雲、そよぐ木々、きらめく水面…
移り行く季節とともに、こころ休まるひとときを
グリーンブリーズにて
お過ごしください。

フランス料理にイタリアンのスピリット
を加えたメインダイニング

本場の味を一品料理からコース料理まで

目で舌で、新鮮な季節の旬をどうぞ

緑の見えるお濠のそばで
ちょっとひとやすみ

グリーンブリーズ

日本料理 楠レストラン ロータス

中国料理 大観苑

ウサイエン製薬（株）
伝統薬「野中烏犀圓」の製造販売を行なっています。
医薬品として厚生省より製造許可を受け、医薬品及び健康食品の
製造販売を行っています。特に健康食品の原料に関しては中国雲

南省昆明植物研究所との提携
により、共同研究を行っており、
多数の製品を開発しています。
0952-23-2065
佐賀市材木1-4-6
8:00 ～ 17:00　　あり
土・日・祝日、臨時休業あり
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ステーキまる 兵庫店

ウサイエン製薬㈱

池田屋

34

63

38

ティー＆
カクテル

600

160
160

丸芳露本舗 北島 白山本店

31PIZZERIA DA GINO 白山店
ピッツェリア　　ダ　  ジーノ

0952-25-9002 特別純米
720ml・1.8L

本格焼酎  麦
900ml・1.8L

ゲストハウス コサ

サンテ溝上病院

ビジネスホテル 一条

ガーデンテラス佐賀
ホテル&マリトピア Cottage

Ureshino

P6  開運さが
恵比須ステーション

※掲載されている価格は、税込価格です。



焼酎王国・九州の中にあって、佐賀は希少な「日本酒王
国」。佐賀の酒の特徴は、“濃醇旨口”。豊富に残された米
由来のアミノ酸が、しっかりとした口当たりと濃厚な旨
味をもたらしています。
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67
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P6 佐賀北警察署

SAGA
サンライズパーク
陸上競技場

テイクアウトできる店

［平日・祝日］11:00 ～16:00 ［水］～15:00（祝日を含む）
［土・日］19:00以降はそばがなくなり次第閉店

3,500円～

◎夜のコース 3,300円～
◎昼すし定食 1,100円～

［ランチ］11:00～15:00（OS14:00）
［ディナー］18:00～22:00（OS21:00）

11:00～15:00（OS14:00）
17:00～23:00（要予約）

月曜・木曜

10:00 ～20:00

9:30 ～18:30

季節の和菓子を公式
インスタグラムでも発信中!
「菓心まるいち」で検索!

◎いり・すりごま各種 256円～311円
◎ごまサブレ各種 222円～422円
◎ごまドレッシング各種 556円

5,500円

345円～
108円～

PIZZERIA DA GINO 神野店

目利きのオーナーが選んだ佐賀牛を堪能できる焼肉
店。佐賀牛の希少部位が豊富に揃う。地産地消にこだ
わり、食材の90%以上が佐賀県産。

佐賀牛が安価で味わえる、
創業30年の佐賀牛専門店

佐賀牛専門店 焼肉竜馬

佐賀弁当館
竜馬

佐賀市鍋島3丁目136
17:00～23:00（ラストオーダー22:30）
ランチ11:30～14:00（ラストオーダー13:30）
（金・土・日・祝）
月曜（祝日の場合は営業）　　有（15台）

0952-33-0660

680 円

地元の食材を使ったお菓子を手間暇おしまず作っています。
干し柿クッキー・あんみつ姫マドレーヌも発売中です。

佐賀銘菓 さがンポテト

佐賀県産もち粉を使用したもっちり & しっとり食感のどら焼き
です。小ぶりな食べきりサイズで老若男女に人気です。

こだわりの本格どら焼き 佐賀土産なら「さがどら」

佐賀牛専門店 焼肉竜馬の姉妹店。地産地消にこだわり、
使用する食材の90%以上が佐賀産。佐賀産黒毛和牛、有
明鶏、佐賀豚を使ったお弁当店。又、朝びきミンチで毎日作
る黒毛和牛100%のハンバーグ、有明鶏からあげ等も人気。

地産地消にこだわるお弁当専門店

1,480 円

77

65PIZZERIA DA GINO 神野店
ピッツェリア　　ダ　  ジーノ

佐賀牛専門店 焼肉竜馬

佐賀弁当館 竜馬

68

0952-32-4411
佐賀市鍋島町大字蛎久1550-1
火～日11:00～15:00（14:30ラストオーダー）

16:30～19:30（19:00ラストオーダー）
月曜（祝日の場合は営業）
有

竜馬弁当648円、焼肉弁当864円、有明
鶏からあげ弁当594円、黒毛和牛ハン
バーグ弁当756円、あぶり焼肉重972
円等、メニュー豊富に取り揃えています。

焼
肉

※掲載されている価格は、税込価格です。 ※掲載されている価格は、税込価格です。



980

TEL/0120-474-963TEL/0120-474-963

佐賀市出身の方や、ゆかりのある方に限らず、
関心のある方ならどなたでも

「ふるさと納税」で“佐賀市を応援したい”という想いを
カタチにしていただくことができます。

ムツゴロウにワラスボ・メカジャなど、個性的な外見の有明海の仲間たち。これが
食べてみるとクセになりそうな美味。栄養豊富な有明海で育っているので味も濃
厚。市内の旅館や郷土料理店などで食べられます。
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79
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84 86

87

82

78
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81すし処 三平寿し

テイクアウトできる店

P8 窓乃梅酒造

11:30 ～21:30（OS19:30）

◎えつ料理 3,600円～（サ別）
◎季節会席 3,850円～（サ別）
◎ランチ 1,540円～

すし処 三平寿し
昔ながらのお寿司屋さん♪
毎朝市場で仕入れた新鮮な魚貝類で握ったお寿司は格別。有明海・玄界灘
や、東北・北海道など、幅広く仕入れた魚を旬にあわせてご提供しています。

新鮮で美味しい地元の農産物や加工品・有明海の
水産物を販売しています。花の品揃えが多いのも特徴
です。

0952-47-2048
佐賀市諸富町諸富津128-5
11：30～14：00、
17：00～21：00
水曜（変更あり）　　8台

会席料理　3,300円～、おまかせにぎり2,860円、
すし定食1,980円、ランチ1,200円～950

9:30 ～17:00

◎香味干し（5g）486円
◎初摘み焼海苔 美香舞
　1,080円

10:00 ～17:00
土曜・日曜・祝日

アイスワッフル220円～

佐賀市南部（諸富・川副・東与賀・久保田）で採れた食材を中心に、佐
賀県産品を取り扱っています。地元の方や観光の方に日 ご々利用頂い
ており、売れ筋はお惣菜。有明海の魚介類や地元の農産物も人気です。

ふるさと納税ポータルサイト「ふるさとチョイス」、「さとふる」、「楽天ふるさと納税」、「ふるさと本舗」、
「ふるなび」、「ANAのふるさと納税」、「au PAYふるさと納税」からお申込みいただけます。

佐野常民と
三重津海軍所跡の歴史館

※掲載されている価格は、税込価格です。 ※掲載されている価格は、税込価格です。



不定休
9:00 ～ 18:00

もちもちした皮の中には甘さ控えめの上品な餡。自
家製米したうるち米の粉をこねて蒸し、餡を詰めて
もう一度蒸す、この二度蒸しが上品な食感を生むの
です。川上峡には3軒のお店が営業中。
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96

92

98
99

97

95

93

94

テイクアウトできる店

0120-51-3500

佐賀県内を走る路線バスと安心・安全で快適な貸切バス。

レストラン シャトー文雅90
さ が 　 いと

P15 村岡屋
 大和店

P15

※掲載されている価格は、税込価格です。 ※掲載されている価格は、税込価格です。

佐
賀
の
伝
統
織
物
、

「
佐
賀
錦
」を
イ
メ
ー
ジ

し
た
創
作
和
菓
子
で
す
。

911

レ
ス
ト
ラ
ン

～伝統醸造酢～
佐賀県佐賀市大和町松梅地区で栽培された渋
柿「紅稲佐」・「葉隠」を、じっくりと熟成・醸造しま
した。長期発酵・長期熟成にこだわり、365日間、
ただそのままに、何ひとつ足すことも、引くこともせ
ず。自然そのものが作り上げた、自然そのもののお
酢です。

◎ほし柿ソフトクリーム 400 円

レストラン シャトー文雅
おいしさは極上のおもてなし
日本人の舌に合うフランス料理をコンセプトに、フレンチの枠にと
らわれず、良い素材の仕入にこだわり、料理を作り続けています。

0952-62-5444
佐賀市大和町久池井2592-1
【ランチ】11:30～15:30（LO14:30）
【ディナー】17:30～22:00（LO20:30）
毎週火曜及び第2・第4月曜（祝日は営業致します）　　   80台

◎コース料理 3,630円～18,150円（税・サ込）
◎黒毛和牛ビーフカレー 1,573円（税・サ込）

7,200
4,800 1,980

3,850

850

9：00 ～ 17：00

11:00～22:00（21:30LO）

「食べておいしい! かけておいしい!」を食卓へ

◎佐賀牛味噌 648円

コンセプトは「安心」・「安全」・「美味」・「健康」。ブランド佐賀牛を
使った贅沢な万能調味料、佐賀牛味噌です。

378円
356円

650
650

400

火曜（火曜が祝日の場合営業）

1,200 1,600
800

（12㎝）756円 （18㎝）1,620円
シュークリーム 129円

21:00

21:30

20:30

（平日 20:30 OS）
（土・日・祝 21:00 OS）

葉隠の杜 Kominka 火風水土、葉隠の杜 Grumping 火風水土



2,200
1,200
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100

103

101

102

104

テイクアウトできる店

SAGA
FURUYU CAMP

大
好
評
！

お子様からお年寄まで乗り降りがスムースな JPNタクシー好評運行中！
おすすめの観光コースは
ホームページで
佐賀タクシー

（お刺身つき3,000円）

食材の都合上予約を
いただければ
幸いです。

2,300
900

現在休業中。詳細（最新情報）は
ホームページでご確認ください。

http://naoan.com/問

11:30 ～22:00（蕎麦終了まで）
※18:00 以降要予約

1,200 円（小鉢付）

金曜・不定休

600円
700円

10：00～17：00

1,450

クレジットカードや、
交通系ICカードなどの
電子マネー、スマート
フォンを使ったQRコード
決済に対応しました。

1232-1
642-6

111

ゲストハウスcafe 山秀朗

温泉民宿 みみ

※掲載されている価格は、税込価格です。



650
650

11:00～15:00

月曜（祝日の場合火曜）

1,200

108

107

109

110

111

113

106

つけもの処 鶴屋 三瀬店112

SAGA
サンライズパーク
陸上競技場

佐賀北署

テイクアウトできる店

井手野
公民館

8:00 ～18:00

0952-57-3101
佐賀市下合瀬739-1
店 9:00～17:00
食事 11:00～14:00
毎週火曜日
30台／大型バス1台

◎ヤマメごはん 1,530円

「米」地元産のコシヒカリを美味しく食べてもらいたく近隣の料理自慢の
「お母さん」が、愛情込めて作るメニューをお召し上がりください。
佐賀産の「ヤマメ」を贅沢に2匹使った、ひつまぶし風「ヤマメごはん」

かつて三瀬村では、蕎麦が主食代わり
だったそうで、その伝統の味を堪能で
きるお店が、国道付近の約4キロの間
に点在しています。

佐賀駅バスセンター7番乗り場から
昭和バス「三瀬線」乗車

三瀬村へは、バスでの
アクセスが可能です。

つけもの処 鶴屋 三瀬店
漬物樽が目印の「お漬物専門店」
四季折々の浅漬けやキムチ・珍味などを取りそろえた「お漬物専門店」。　
上質の材料で作り上げたキムチや、寒干しの大根を乳酸発酵させた柿漬け
大根が人気。「お食事処」では「おつけものバイキング」もご利用頂けます。

0952-56-2888
佐賀市三瀬村三瀬1560-4
10：00～18：00
1/1～1/2
20台

◎おつけものバイキング　1,100円

◎アロマ・ハーブ講座

［平　日］
［土・日・祝］
※パンがなくなり次第終了
カフェは無し
イートインコーナー
月曜・月2回火曜不定休 12/30 ～1/1

9:00 ～18:00
9:00 ～19:00

平日11:00～13:00
土・日・祝11:00～15:00

三調家

※掲載されている価格は、税込価格です。



　2013年に国の史跡に指定され、2015年には「明治日本
の産業革命遺産」の構成資産として世界文化遺産に登録
された、幕末佐賀藩の洋式海軍の拠点跡です。
　遺構は保存のため地下に埋め戻されていますが、目の
前を流れる早津江川や入り江の形、船を係留する機能な
ど、当時を彷彿とさせるものが今も残っており、約160年前
の様子に思いを馳せながら現地の散策が楽しめます。
　「佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館」に隣接していま
すので、歴史館にお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

●佐賀駅バスセンターから

　佐賀市営バス諸富・早津江線にて約30分

　「佐野・三重津歴史館入口」バス停下車、徒歩約5分

●長崎自動車道佐賀大和ICから車で約40分

●九州佐賀国際空港から車で約15分

佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館

　佐賀市川副町にある「佐野常
民と三重津海軍所跡の歴史館」
は、「見えない世界遺産、三重津」
が見える、体感できる展示施設で
す。2021年9月にリニューアル
オープンしたばかり！
　世界遺産「明治日本の産業革
命遺産」のガイダンスコーナーが
新設され、佐野常民に関する展
示やシアター映像が新しくなるな
ど、見どころ満載です！

2022年1月発行kyokai@sagabai.com

MAP＆アクセス

三重津海軍所跡ってどんなところ？

佐野常民と三重津海軍所跡の歴史館
TEL 0952-34-9455
〒840-2202 佐賀市川副町大字早津江津446-1

開館時間/9:00~17:00(最終入館 16:30)、駐車場あり

休館日/月曜(休日の場合は、翌平日)・年末年始　入館料/大人 500円・小中高生 200円・未就学児無料

世界遺産「明治日本の産業革命遺産 製鉄・製鋼、造船、石炭産業」

平成30年度　発掘調査

令和元年度　発掘調査

見えない三重津が見える！体感できる!!
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