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佐賀市の概要 （1/2）

佐賀市は佐賀県の県庁所在地。平成17・19年の市町村合併により、北は福岡
市に、南は有明海に面するようになりました。
背振山地のふもとに広がる広大な佐賀平野はバルーンのフライトに最適。毎
年10月下旬～11月上旬には、アジア最大規模の国際熱気球大会「佐賀イン
ターナショナルバルーンフェスタ」が開催され、国内外から多くの観光客が
訪れます。

１．“バルーンの街”、佐賀市。

Intro

佐賀市は、鍋島家・佐嘉藩の旧城下町でもありました。
36万石もの石高を抱えた鍋島藩は、幕末期に日本で最も進んだ科学技術を擁する“雄藩”とし
て活躍し、大隈重信や佐野常民など明治維新期の日本を支えた人材を多数輩出しました。
今も佐賀市の各所に、在りし日の風景が残っています。

３．様々な観光コンテンツがコンパクトに集約

２．鍋島家・佐嘉藩の旧城下町

佐賀市の概要 （2/2）Intro

佐賀市の北部には三瀬村や富士町（古
湯・熊の川温泉）が、中心部には佐賀城
下エリアや佐賀バルーンミュージアムな
どの都市型観光施設があり、南部には広
大な有明海が広がります。同じ市域の中
に様々な観光コンテンツがあり、コンパ
クトに回れるのも佐賀市の魅力です。



佐賀市へのアクセスIntro

福岡空港
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★ JR博多駅から特急で約35分
★ JR長崎駅から特急で約80分
★ JR佐世保駅から特急で約70分
★ JR有田駅から特急で約40分
★ JR熊本駅から

新幹線+特急で約50分
★ JR大分駅から特急で約170分
★ JR広島駅から

新幹線+特急で約130分

★ 羽田空港から約110分
★ 成田空港から約120分
★ 上海浦東空港から約90分
★ 仁川空港から約80分
★ 金海国際空港から約50～75分
★ 台湾桃園国際空港から約90分

JRで・・・ （JR佐賀駅利用） 自動車で・・・

飛行機で・・・（九州佐賀国際空港利用）

2019佐賀インターナショナルバルーンフェスタ

今年は第40回記念大会！佐賀の空を熱く盛り上げます！

【大会概要】
開催期間 10/31（木）～ 11/4（月・祝）
開催場所 佐賀市嘉瀬川河川敷
参加機数 約100機（予定）
※来場者数 2017年度 88.6万人（18ヶ国・112機）

2018年度 82.1万人（17ヶ国・109機）

Topics

佐賀市の秋の風物詩・佐賀インターナショナルバ
ルーンフェスタが今年も開催されます。
今年は第40回記念大会として、40年間のバルーン
フェスタの歩みに親しんで頂けるような企画をご用
意しております。



2019佐賀インターナショナルバルーンフェスタ

会場内イベント

ホンダトライアル
バイクショー

夜間係留
（ラ・モンゴルフィエ・ノクチューン）

バルーンファンタジア

動物や人気キャラクターが巨大なバ
ルーンになって登場。11/1のキッズ
デーではバルーン内体験などのイベント
を開催します。

日本のトップライダーたちが、華麗でスリリ
ングなデモンストレーションを披露。障害
物をクリアする高度なテクニックは必見。

夕闇に包まれた会場を、バルーンの炎
と音楽が彩る人気イベント。

Topics

特別体験プログラム「バルーニストと語る夕べ」

バルーン国際大会出場経験のあるバルーニストを
囲みながら、美しい映像・エピソード・地元食材
を使ったビュッフェを堪能できるひとときをご提
供いたします。

実施日：11/1・2・3
会場：佐賀バルーンミュージアム
販売価格：1万円（税込）
定員：各回25名程度

2019佐賀インターナショナルバルーンフェスタ

11月上旬に見ごろを迎えるシチメンソウを鑑賞するイベント。
11/2～7の間には、シチメンソウのライトアップも行います。
※バルーン会場からシャトルバスで行けます。

約50店の古美術商が集まる九州屈指の骨董市。バルー
ン搭乗体験が楽しめる「街なか遊園地」も同時開催。

11/2～4 シチメンソウまつり10/30～1/13
2019サガ・ライトファンタジー

11/2～4 佐賀城下秋の骨董市

Topics

九州屈指の約180万球の
LEDが、佐賀の街中を華や
かに彩ります。
10/30には点灯式やオープ
ニングパレードを開催します。



第20回佐賀城下ひなまつり

こちらも第20回記念！
どなたでもお楽しみいただける、楽しい企画をご用意いたします！

【開催日程】平成31年2月中旬～3月下旬
※期間中休館日なし

【会 場】佐賀市歴史民俗館、徴古館ほか
【開館時間】午前10時～午後5時
※通常の開館時間とは異なります。

Topics

佐賀に春の訪れを告げる“佐賀城下ひなまつり”、今回で節目となる20回目を迎えます。
生花でつくられた色とりどりのお雛さまや、みなさんから贈られたお雛さまがひなまつり会場
や通りを彩り、さまざまなお雛さまに出会えます。
鍋島家伝来の格調高いお雛さまや鍋島小紋をまとった愛らしいお雛さま、伝統工芸手織り佐賀
錦をまとったきらびやかなお雛さまなど、佐賀ならではのお雛さまもお楽しみいただけます。

ぶらり佐賀！銘菓めぐりの旅Topics

佐賀市の中央大通り沿いにある４つの老舗菓子店と、佐賀バルーンミュージアムや幕末さが維
新博会場など、佐賀市の街なかにある観光スポットを巡る“街あるき”旅行商品。
1枚500円（税込）のチケットを購入して4店舗をめぐれば、合計500円以上のお菓子がもらえる
お得な企画です。
【販売手数料】15％（1枚あたり75円）※本年度より増額
【チケット販売箇所】佐賀市観光案内所（JR佐賀駅構内）・佐賀市観光交流プラザ

佐賀銘菓×街あるき！



佐賀バルーンミュージアム（1/2）Like

日本初！常設型のバルーン展示施設

日本初のバルーン常設展示館。スーパーハイビジョンシアターやフライトシミュレーター、日
本気球殿堂など、最先端の技術と豊富で貴重な展示物の数々で、バルーンを楽しく体験・学習
できる施設となっています。

【観覧時間】 １０：００～１７：００
（※入館は１６：３０まで）

【休 業 日】 月曜日・年末年始
【観 覧 料】 大人５００円（３５０円）、高校生以下２００円（１４０円）、

小学生未満 無料
※（ ）は２０人以上の団体料金

【駐 車 場】 普通車６５台、大型バス３台（要予約）
【手数料率】 １５％

佐賀バルーンミュージアム誘客施策について

佐賀バルーンミュージアム（2/2）Like

１．助成金給付条件
①大型バス1台毎に給付（ただし、乗客25名以上。乗務員、添乗員を除く）
②ツアー設定期間 2019年10月1日（火）～2020年2月29日（土）
※佐賀インターナショナルバルーンフェスタ期間中（10月31日～11月4日）を除く
※休館日（月曜・月曜が祝日の場合は翌日）を除く

③給付金額（買い物・昼食場所については佐賀市観光協会旅行課が仲介します）

２．お申し込みについて
①仮申し込み ※書類のご提出をお願いします
②ツアー催行後、実績に応じて助成金をお支払いいたします
③締切日（仮申し込み）2019年10月4日（金）
※ただし、申込が予算の上限に達し次第、締め切ります

コース 内容
助成額

（バス1台あたり）

Ａ ミュージアム入館 10,000円

Ｂ
ミュージアム入館+佐賀市内買物一箇所以上
※佐賀工房バルーンミュージアム店を除く

20,000円

Ｃ
ミュージアム入館+佐賀市内での昼食
※ハルカフェを除く

30,000円

Ｄ
ＮＥＷ！

バルーン満喫プラン
ミュージアム入館+ハルカフェでの昼食+佐賀工房
バルーンミュージアム店での買い物

40,000円

【お申込み・お問い合わせ】
佐賀市観光協会 旅行課
TEL．０９５２－３７－７４８９
FAX．０９５２－２８－５６５６

ハルカフェ

佐賀工房



佐賀市観光ボランティアガイドTopics

佐賀市柳町や佐賀城下の散策などに、観光ボランティアガイドのご案内はいかがですか？
定番コースのほか、ご要望に応じてガイドを手配いたします。
【ガイド料】10名様まで1,500円（ガイド1名派遣）、11～20名様3,000円（2名派遣）

佐賀市のまちなか散策のおともに！

佐賀市観光親善大使によるガイドツアーも承ります。ガイドコー
スはご要望に応じ設定します。【料金】13,000円/日（1名）

【定番コースのご案内（一部）】
〇ご利益いっぱい！開運！佐賀の神社めぐりプラン

（Aコース）（約2時間）
佐嘉神社＞＞龍造寺八幡宮＞＞しるこ一平（名物
あわぜんざい）＞＞弘道館記念碑

〇佐賀城下「歴史民俗館めぐり」（約2時間）
旧古賀銀行＞＞馬場家住宅八坂神社＞＞旧古賀家
＞＞旧牛島家＞＞旧三省銀行＞＞旧久富家
＞＞野中烏犀圓＞＞旧福田家＞＞肥前通仙亭

佐賀市観光親善大使ガイド

おすすめスポットLike

佐野常民記念館
日本赤十字の生みの親であり、日本の近代化を支えた佐野常民の情報館。三重津海軍所を再現
したミニチュアも展示されています。

三重津海軍所跡
2015年7月世界文化遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産 製鉄・鉄鋼、造船、石炭産
業」にの構成資産。今は土中に埋められていますが、お隣の佐野常民記念館の「みえつスコー
プ」や「みえつドームシアター」でVR体験を行うことが出来ます。

明治維新関連（1/3）

場 所 佐賀市川副町早津江

ア ク セ ス 佐賀大和ICから車で30分

駐 車 場 無料

休 館
月曜日、年末年始、
その他資料整理期間

料 金
一般：大人300円 小人100円
団体：大人240円、小人 80円

（20名以上）



おすすめスポットLike

大隈重信記念館
平成２７年２月に内外装を刷新してリニューアルオープンした大隈記念館では、大隈侯の生き
ざまや功績を貴重な資料を添えて展示しています。小学校の修学旅行から高齢者大学まで、幅
広く支持をいただいています。

明治維新関連（2/3）

場 所 佐賀市水ヶ江2-11-11

ア ク セ ス 佐賀大和ICから車で20分

駐 車 場 無料（大型バス可）

休 館
年末年始（12/29～1/3）
・資料等整理期間

料 金

大人300円・小中学生150円
※団体割引（20名以上）
大人 200円
小中学生 100円

おすすめスポットLike

佐賀城本丸歴史館
佐賀城は、佐賀藩主鍋島家が戦国大名であった龍造寺家の居館を江戸時代に居城として整備し
た城で、幅70mを超える濠に囲まれた典型的な平城。幕末・明治維新期、日本近代化を先導する
存在であった佐賀藩。まさにその中心であったのがこの佐賀城の本丸御殿です。
佐賀城本丸歴史館では、幕末・明治維新期に日本の近代化を推し進めた多くの偉人たちの足跡
を展示しています。また、館内には数名のボランティアガイド（無料）が常駐し、展示品のく
わしい解説などを行っています。

明治維新関連（3/3）

場 所 佐賀市城内

ア ク セ ス 佐賀大和ICから車で15分

駐 車 場 無料

休 館 年末

料 金 無料



おすすめスポットLike

東よか干潟は、平成27年５月に国際的に重要な湿地として、ラムサール条約登録湿地に登録
されました。
６ｍある干満差は日本一。沖へ何キロに続く広大な干潟はムツゴロウやメカジャなど珍しい魚
介類の宝庫となっており、その豊富なえさを求めて多くの野鳥が集まるスポットにもなってい
ます。

ラムサール条約登録湿地・東よか干潟

場 所
佐賀市東与賀町大字下古賀
２８８５−２

アクセス 佐賀大和ICから車で60分

営業時間 9:00～17:00 

駐 車 場 無料

休 業
月曜（祝日の場合は翌日）
12月29日から1月3日まで

料 金 無料

※東よか干潟に隣接する干潟よか公園の情報です。

おすすめスポットLike

日本国有鉄道（国鉄）佐賀線に存在し、筑後川をまたいで佐賀県佐賀市諸富町と福岡県大川市
を結んでいた鉄道用可動式橋梁です。列車の通過時には中央高架部分が降下していました。昇
開橋は佐賀線の廃線後も保存され、現在は歩道橋として活用されており、旧筑後川橋梁（筑後
川昇開橋）として重要文化財と機械遺産に指定されています。
【お問い合わせ】（公財）筑後川昇開橋観光財団 TEL：0944-87-9919

筑後川昇開橋

場 所 佐賀市諸富町為重

アクセス 佐賀大和ICから車で40分

駐 車 場 無料

稼働時間
9～17時の毎時35分より
上昇開始

休 業 月曜(祝日の場合は翌日）

料 金 無料↑橋の駅ドロンパ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




