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唐津港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

イカの活造り  
  

透き通った身が、時にはピクッと動くほど新鮮なイカの活造り（刺身）。独特な歯ごたえと甘みが魅力。半透明のイカの刺

身を味わったら、残りの身を天ぷらでいただきます。 

  
 

 

所在地・開催地 
唐津エリア・呼子エリア  

（唐津市内取り扱い旅館・ホテル・飲食店） 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
唐津観光協会 
http://www.karatsu-kankou.jp/guide/gourmet/ 

お問合せ【（一社）唐津観光協会】 

電話番号: 0955－74－3355 メールアドレス: info@karatsu-kankou.jp 

ホームページ:http://www.karatsu-kankou.jp/ 

 

サバ活  
  

九州大学との共同開発で育てられた完全養殖のマサバ、唐津 Qサバの活き造り。 

完全養殖なので安全に刺身で食べられ、身は弾力があり脂ののりがよく上品な味わいが魅力。 

  
 

 

所在地・開催地 
唐津エリア・呼子エリア 

（唐津市内取り扱い旅館・ホテル・飲食店） 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
唐津市水産課 
https://www.city.karatsu.lg.jp/suisan/kasseikacenter/kanzen
yousyokumasaba.html 

お問合せ【（一社）唐津観光協会】 

電話番号: 0955－74－3355 メールアドレス: info@karatsu-kankou.jp 

ホームページ:http://www.karatsu-kankou.jp/ 

 サザエのつぼ焼き屋台  
  

玄界灘の荒波の中で育ったサザエを焼く磯の香りと醤油の香ばしい香りが漂う。サザエやイカの一夜干し、季節によって牡

蛎も登場。 

  
 

 

所在地・開催地 佐賀県唐津市鎮西町波戸岬  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 35分(20km) 

個人:港より昭和バス湊・呼子線「波戸岬」下車 徒歩 5分 

季節 通年 

関連リンク 
唐津観光協会 
http://www.karatsu-kankou.jp/gourmet/detail/168/Gourmet 

お問合せ【（一社）唐津観光協会】 

電話番号: 0955－74－3355 メールアドレス: info@karatsu-kankou.jp 

ホームページ: http://www.karatsu-kankou.jp/ 
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唐津港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

佐賀牛  
  

「佐賀牛」は、日本最上級の等級格付けを誇る国産黒毛和牛の最高峰です。（社）日本食肉格付協会の定める厳格な基準で

選ばれており、その品質は、全国に数多くある銘柄牛のなかでもトップクラスの肉質等級 5 と 4，BMS7 以上。キメの細か

な美しい霜降りは「艶さし」と呼ばれ、全国のグルメや高級料理店で愛されています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
佐賀牛 
http://www.sagagyu.jp/ 

お問合せ【（一社）唐津観光協会】 

電話番号: 0955－74－3355 メールアドレス: info@karatsu-kankou.jp 

ホームページ: http://www.karatsu-kankou.jp/ 

唐津焼  
  

唐津焼（からつやき）は、近世初期以来、現在の佐賀県東部・長崎県北部で焼造された陶器の総称。日常雑器から茶器まで

さまざまな器種があり、作風・技法も多岐にわたる。茶碗は古くから「一井戸二楽三唐津」と称されて名高い。分派の武雄

古唐津焼と共に、日本の伝統的工芸品に指定されている。 

  
 

 

所在地・開催地 
唐津市新興町２８８１－１  

ふるさと会館アルピノ内唐津焼総合展示場ほか  

アクセス 港より車で 10分(3 km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

3台 

関連リンク 

唐津観光協会  
http://www.karatsu-kankou.jp/guide/karatsu/ 
佐賀県観光連盟 
http://www.asobo-saga.jp/search/detail.html?id=3 

お問合せ【（一社）唐津観光協会】 

電話番号: 0955－74－3355  メールアドレス: info@karatsu-kankou.jp 

ホームページ:http://www.karatsu-kankou.jp/ 

 

呼子朝市  
  

日本三大朝市 

朝市通りと名づけられた 200ｍほどの通りの左右にはトロ箱に入ったままの新鮮な魚介類、季節の野菜や花、果物など、ま

さに産地直送の品が所狭しと並べられています。活気あふれる朝市です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒847-0303唐津市呼子町呼子朝市通り  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 30 分(20 km) 

個人:昭和バス 湊・呼子線 呼子下車すぐ 3 分(港より 20 km) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
6台 

関連リンク 
唐津観光協会 

http://www.karatsu-kankou.jp/spots/detail/52/ 

お問合せ【（一社）唐津観光協会】 

電話番号: 0955－74－3355 メールアドレス: info@karatsu-kankou.jp 

ホームページ: http://www.karatsu-kankou.jp/ 
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唐津港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

伊万里焼・有田焼  
  

有田焼（ありたやき）は、佐賀県有田町を中心に焼かれる磁器である。その積み出しが伊万里港からなされていたことによ

り、「伊万里（いまり）」とも呼ばれる。泉山陶石、天草陶石などを原料としているが、磁器の種類によって使い分けている。 

  
 

 

所在地・開催地 〒848-0026 佐賀県伊万里市大川内町丙 秘窯の里 大川内山  

アクセス 港より車で 45分(30 km) 

季節 通年 

関連リンク 

有田観光協会 
http://www.arita.jp/ 
伊万里鍋島焼協同組合を秘窯の里 大川内山 
http://www.imari-ookawachiyama.com/ 

お問合せ【伊万里市観光課】 

電話番号:0955-23-2110 l メールアドレス:kankou@city.imari.lg.jp  

ホームページ:http://www.city.imari.saga.jp/ 

唐津城  
  

唐津城は、豊臣秀吉の家臣、寺沢志摩守広高によって慶長 7 年（1602）から 7 年の歳月を費やして築城されました。東西

に伸びる松原が両翼を広げた鶴のように見えることから、別名「舞鶴城」と呼ばれています。藤や桜の名所としても知られ

ています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒847-0016唐津市東城内 8番 1号  

アクセス 港より車で 10分(3 km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5台 

関連リンク 

唐津観光協会 
http://www.karatsu-kankou.jp/spots/detail/181/ 
佐賀県観光連盟 
http://www.asobo-saga.jp/search/detail.html?id=21 

お問合せ【（一社）唐津観光協会】 

電話番号: 0955－74－3355 メールアドレス: info@karatsu-kankou.jp 

ホームページ: http://www.karatsu-kankou.jp/ 

 

旧高取邸  
  

旧高取邸は、炭鉱王として成功した高取伊好(1850～1927)の旧宅で、唐津市北城内の海岸沿いに建っています。多くの建築

専門家や文化庁から建物の価値を評価され、平成 10 年 12 月に国の重要文化財の指定を受けました。大広間に能舞台を設

けるなど独特な造りで、欄間や杉戸絵などの意匠にも見所が多いのが特徴。 

  
 

 

所在地・開催地 〒847-0015唐津市北城内 5-40  

アクセス 港より車で 8分(3 km) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
6台 

関連リンク 

唐津観光協会 
http://www.karatsu-kankou.jp/spots/detail/195/ 
唐津市文化事業団 
http://www.karatsu-bunka.or.jp/kyutakatoritei.html 

お問合せ【（一社）唐津観光協会】 

電話番号: 0955－74－3355  メールアドレス: info@karatsu-kankou.jp 

ホームページ: http://www.karatsu-kankou.jp/ 
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唐津港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

虹の松原  
  

虹の松原（にじのまつばら）は、佐賀県唐津市の唐津湾沿岸に広がる松原。日本三大松原のひとつで特別名勝に指定され、

日本の白砂青松 100 選、日本の渚百選、かおり風景 100 選、日本の道 100 選にも選ばれている。玄海国定公園の一部。長

さ約 5kmにわたって弧状にクロマツの林が続く。 

  
 

 

所在地・開催地 〒847-0017唐津市東唐津  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 15 分(4 km) 

個人:電車で JR九州 筑肥線 虹の松原駅下車すぐ 1分(港より 5 km) 

季節 通年 

関連リンク 

唐津観光協会 
http://www.karatsu-kankou.jp/spots/detail/1/ 
佐賀県観光連盟 
http://www.asobo-saga.jp/search/detail.html?id=87 

お問合せ【（一社）唐津観光協会】 

電話番号: 0955－74－3355 メールアドレス: info@karatsu-kankou.jp 

ホームページ: http://www.karatsu-kankou.jp/ 

  

肥前名護屋城跡  
  

国の特別史跡に指定された肥前名護屋城跡は、豊臣秀吉の命により黒田官兵衛が縄張り（設計）した城で、現在日本に残る

桃山時代の城郭の中では最大級の城跡であり、現在でも立派な石垣が残り当時の面影を残している。周辺には、130もの武

将の陣跡が確認されている。 

  
 

 

所在地・開催地 〒847-0401唐津市鎮西町名護屋 1938-3  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 30 分(15 km) 

個人:港より昭和バス呼子線「名護屋城博物館入口」下車徒歩 5分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
唐津観光協会 
http://www.karatsu-kankou.jp/spots/detail/221/ 

お問合せ【（一社）唐津観光協会】 

電話番号: 0955－74－3355 メールアドレス: info@karatsu-kankou.jp 

ホームページ: http://www.karatsu-kankou.jp/ 

  

唐津くんち  
  

唐津神社の秋期例大祭で約 400 年の歴史があるといわれている。曳き山は 1819 年に始まったとされ、漆の一閑張りで造ら

れた豪華絢爛な 14 台の巨大な曳山が、笛・太鼓・鉦の囃子と曳子達の掛け声とともに旧城下町を練り歩く。昭和 55 年に

国の重要無形民俗文化財に指定。 

  
 

 

所在地・開催地 唐津神社周辺  

アクセス 港より車で 5分(3 km) 

季節 11月 2日～11月 4日 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

唐津観光協会 
http://www.karatsu-kankou.jp/feature/karatsukunchi/ 
佐賀県観光連盟 
http://www.asobo-saga.jp/search/detail.html?id=10 

お問合せ【（一社）唐津観光協会】 

電話番号:0955－74-3355   メールアドレス: info@karatsu-kankou.jp 

ホームページ: http://www.karatsu-kankou.jp/ 
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唐津港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

環境芸術の森  
  

作礼山というキャンパスに、広葉樹という絵の具で森本来の姿を再現。紅葉の隠れた名所となっている。 

  
  

 

所在地・開催地 〒849-3115唐津市厳木町平之 667  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 60 分(32 km) 
個人: 昭和バス佐賀線「厳木駅前」乗換星領線（乗合タクシー）「平
之」下車 徒歩 5分 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
15台 

関連リンク 
環境芸術の森 
https://morisaga.com/ 

お問合せ【（一社）唐津観光協会】 

電話番号: 0955－74－3355 メールアドレス: info@karatsu-kankou.jp 

ホームページ: http://www.karatsu-kankou.jp/ 
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