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佐世保バーガー  
  

昭和 25 年頃、佐世保に駐留していたアメリカ海軍から、地元の人々にレシピを伝えられたのが始まりといわれている佐世

保を代表するグルメ。日本人の口に合うように佐世保流にアレンジされたバーガーは、オーダーを受けてから作るのが特徴

で、各店舗趣向を凝らしたバーガーを楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 各店舗による 

季節 通年 

関連リンク 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
http://www.sasebo99.com/burger 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ:http://www.sasebo99.com/ 

 

レモンステーキ  
  

日本人の口に合うようなステーキはないか、ということで考案された佐世保発祥のステーキです。食べやすいように薄切り

の牛肉を使用し、熱々の鉄板にかけられたレモン風味で醤油ベースのソースの香りは食欲をそそります。さっぱりとして食

べやすく、残ったソースにご飯を絡めて食べれば、2 度美味しくいただけます。 

  
  

所在地・開催地  

アクセス 各店舗による 

季節 通年 

関連リンク 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
http://www.sasebo99.com/gourmet/minatomachi/#lemonsteak 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ:http://www.sasebo99.com/ 

 

九十九島が育んだ新鮮な海の幸  
  

栄養豊富な九十九島の海に育まれた新鮮な海産物は全国でも大人気。小ぶりな身に旨みがギュッとつまった「九十九島か

き」をはじめ、佐世保産の早摘みみかんを入れた特別な資料で育てられ、引き締まった身が美味な「九十九島とらふぐ」、

エサに４種のハーブを配合したブランドさば「長崎ハーブさば」など海の幸が盛りだくさんです。 

  
 

  

所在地・開催地  

アクセス 各店舗による 

季節 

九十九島かき：旬 11 月～3 月 

九十九島岩がき：旬 5 月～8 月 

九十九島とらふぐ：旬 11 月～2 月 

長崎ハーブさば：通年 

 

関連リンク 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
https://www.sasebo99.com/gourmet/seafood/ 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 ホームページ: http://www.sasebo99.com/ 

 

 

http://www.sasebo99.com/burger
http://www.sasebo99.com/
http://www.sasebo99.com/gourmet/minatomachi/#lemonsteak
http://www.sasebo99.com/
https://www.sasebo99.com/gourmet/seafood/
http://www.sasebo99.com/
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海軍さんのビーフシチュー  
  

旧日本海軍時代に佐世保の鎮守府で司令長官を務めたこともある東郷平八郎が、イギリス留学中に出会いました。帰国後、

東郷さんがどうしてもまた食べたいと願い、再現しようとした逸話があるんだとか。旧日本海軍の料理本である「海軍割烹

術参考書」に記載されているレシピを基に、各店舗が趣向を凝らしアレンジを加えたビーフシチューとなっています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 各店舗による 

季節 通年 

関連リンク 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
http://www.sasebo99.com/gourmet/minatomachi/#stew 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ:http://www.sasebo99.com/ 

さるくシティ 4○3 アーケード  
  

四ヶ町と三ヶ町の全 7 町を一直線に貫いている全長約 1ｋｍのアーケードで、直線で繋がったアーケードとしては日本一の

長さを誇ります。アーケードでは年間を通じて、様々なイベントを開催しており、いつも多くの買物客で賑わっています。

また、ドルが使用可能なお店もあります。 

  
  

所在地・開催地 
長崎県佐世保市下京町～上京町～本島町~島瀬町～栄町～常盤町
～松浦町  

アクセス 
三浦岸壁から徒歩で約 10 分、車で約 10 分 

浦頭岸壁から車で約 30 分 

季節 通年 

関連リンク 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
http://www.sasebo99.com/spot/61223 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ:http://www.sasebo99.com/ 

 

させぼ五番街  
  

2013 年 11 月にオープンしたファッションや雑貨、スーパーマーケット、レストランなど佐世保エリア初進出店や、地元の

人気店、佐世保にゆかりのある店などが集まった新しい大型商業施設です。佐世保港に面しておりクルーズ船が停泊する三

浦岸壁から歩いて５分程です。佐世保の新しいショッピングスポットとして人気を集めています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒857-0855 長崎県佐世保市新港町 2 番 1 号  

アクセス 
三浦岸壁から徒歩で約 3 分 

浦頭岸壁から車で約 30 分 

季節 通年 

関連リンク 

佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 

http://www.sasebo99.com/spot/61222 

させぼ五番街 

http://sasebo-5bangai.com/ 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ:http://www.sasebo99.com/ 

 

http://www.sasebo99.com/gourmet/minatomachi/#stew
http://www.sasebo99.com/
http://www.sasebo99.com/spot/61223
http://www.sasebo99.com/
http://www.sasebo99.com/spot/61222
http://sasebo-5bangai.com/
http://www.sasebo99.com/
http://www.google.co.jp/maps/@33.1711031,129.7212918,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.1655752,129.7228284,17z
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戸尾町商店街・とんねる横丁  
  

大正時代から市民の台所として親しまれている市場で、鮮魚店や蒲鉾店、青果店など様々な店舗が立ち並んでいます。また、

戦時中に使用された防空壕を利用した商店が並ぶ「とんねる横丁」は、佐世保の街の歴史を物語る風景となっており、佐世

保の食文化や人情に触れることができます。 

  
  

所在地・開催地 長崎県佐世保市戸尾町（トノオチョウ）  

アクセス 
三浦岸壁から徒歩で約 10 分 

浦頭岸壁から車で約 30 分 

季節 通年 

関連リンク 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
http://www.sasebo99.com/spot/61224 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ:http://www.sasebo99.com/ 

 

西海国立公園 九十九島（くじゅうくしま）  
  

佐世保市を代表する観光スポットである「九十九島」は、西海国立公園の中にあり、島の数が 208 で、島の密度は日本一と

言われています。島の緑と青い海が織りなす風景はまさに絶景で、「世界で最も美しい湾クラブ」にも加盟認定されていま

す。九十九島の玄関口である「九十九島パールシーリゾート」からは、九十九島の風景を満喫できる遊覧船が出ています。 

  
  

所在地・開催地 〒858-0922 長崎県佐世保市鹿子前町 1008 番地  

アクセス 
三浦岸壁から車で約 15 分、浦頭岸壁から車で約 40 分 

バス：「パールシーリゾート九十九島水族館」バス停下車すぐ 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

18 台(九十九島パー

ルシーリゾート内) 

関連リンク 

九十九島パールシーリゾート 
http://www.pearlsea.jp/ 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
http://www.sasebo99.com/kujukushima 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ:http://www.sasebo99.com/ 

 

ハウステンボス  
  

中世ヨーロッパの街並みを再現した日本一広いテーマパークです。園内には様々なアミューズメント施設や美術館をはじ

め、ホテルやレストランなどが立ち並び、子どもから大人まで楽しむことができます。また、四季折々に花が咲き揃う「花

の王国」や冬には世界最大級を誇るイルミネーション「光の王国」も必見です。 

  
  

 
所在地・開催地 〒859-3292 長崎県佐世保市ハウステンボス町 1－1  

アクセス 
三浦岸壁から車で約 20 分、浦頭岸壁から車で約 10 分 
電車：ＪＲ大村線 ハウステンボス駅徒歩約 5 分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

55 台 

関連リンク 

HTB ハウステンボスリゾート 
http://www.huistenbosch.co.jp/ 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
http://www.sasebo99.com/htb 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ:http://www.sasebo99.com/ 

 

http://www.sasebo99.com/spot/61224
http://www.sasebo99.com/
http://www.pearlsea.jp/
http://www.sasebo99.com/kujukushima
http://www.sasebo99.com/
http://www.huistenbosch.co.jp/
http://www.sasebo99.com/htb
http://www.sasebo99.com/
http://www.google.co.jp/maps/@33.1690894,129.7243439,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.1621276,129.6788999,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.0863498,129.7872201,17z
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弓張岳展望所  
  

弓張岳の山頂に位置し、佐世保市街地と九十九島をパノラマで一望できる展望所です。時間帯によって様々な風景を楽しむ

ことができ、特に夜は港街らしいすばらしい夜景を眺望することができます。2 つある展望所はともにバリアフリーとなっ

ているので、車椅子の方でも気軽に楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒858-0965 長崎県佐世保市小野町  

アクセス 
三浦岸壁から車で約 15 分、浦頭岸壁から車で約 40 分 

バス：弓張岳展望台 下車すぐ 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

8 台 

関連リンク 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
http://www.sasebo99.com/spot/265 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ:http://www.sasebo99.com/ 

 

展海峰展望台  
  

展望台の眼下に広がる九十九島の大自然と、東に望む佐世保港のコントラストが間近に楽しめるのは、ここ展海峰ならで

は。園内の花壇には春（3 月下旬～4 月上旬）は菜の花、秋（10 月上旬～10 月中旬）はコスモス 15 万本が咲き誇り、花の

迷路が出現します。眺望と共に園内の散策もお楽しみください 

  
  

所在地・開催地 〒857-1232 佐世保市下船越町３９９  

アクセス 
三浦岸壁から約 20 分、浦頭岸壁から約 40 分 

バス：「展海峰」下車すぐ 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5 台 

関連リンク 
展海峰展望台 
http://www.sasebo99.com/spot/274/ 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ:http://www.sasebo99.com/ 

 

YOSAKOI させぼ祭り  
  

佐世保市の秋の一大イベント「YOSAKOI させぼ祭り」は、約 180 チーム、約 7,000 名の踊り子が日本全国各地から集う九

州最大の YOSAKOI 祭りです。鳴子を持ち、音楽に合わせてメイン会場を中心にアーケード会場など、市内の各会場で熱い

演舞を繰り広げる様子は、見る人も心躍る祭りです。 

  
 

 

所在地・開催地 佐世保市内各所 

アクセス 各会場による 

季節 10 月下旬の金・土・日 

関連リンク 

YOSAKOI させぼ祭り 
http://yosa.jp/ 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
http://www.sasebo99.com/event/51727 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ:http://www.sasebo99.com/ 

 

http://www.sasebo99.com/spot/265
http://www.sasebo99.com/
http://www.sasebo99.com/spot/274/
http://www.sasebo99.com/
http://yosa.jp/
http://www.sasebo99.com/event/51727
http://www.sasebo99.com/
http://www.google.co.jp/maps/@33.1812731,129.7014774,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.1323488,129.6928744,17z
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九十九島かき食うカキ祭り  
  

九十九島の自然に育まれた「九十九島かき」や旬の魚介等をセルフバーベキューで楽しめる祭りで、「九十九島かき」が旬

となる季節の代表的なイベントです。「九十九島かき」は、身は小ぶりながら、クセがなくプリプリとした食感と、濃厚な

うまみが特徴で、毎年多くのファンが訪れます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒858-0922 長崎県佐世保市鹿子前町 1008 番地  

アクセス 
三浦岸壁から車で約 15 分、浦頭岸壁から車で約 40 分 

バス：「パールシーリゾート九十九島水族館」バス停下車すぐ 

季節 11 月の土日祝日、2 月の土日祝日 

関連リンク 

九十九島パールシーリゾート 
http://www.pearlsea.jp/ 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
http://www.sasebo99.com/event/51728 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ:http://www.sasebo99.com/ 

三川内はまぜん祭り  
  

三川内は４００年続く焼き物の里で、江戸時代には平戸藩の御用窯として厚く保護されていました。「三川内はまぜん祭り」

は毎年 5 月に三川内皿山の窯元で開催される、焼き物をつくる際の焼き物の台となる道具「はまぜん」の供養祭です。期間

中は窯元が主催の陶器市が開催され、三川内皿山の風景を楽しみながら窯元を自由に訪れて買い物ができるイベントです。 

  
  

所在地・開催地 三川内皿山一帯（長崎県佐世保市三川内町）  

アクセス 
三浦岸壁から車で約 30 分、浦頭岸壁から車で約 30 分 

電車：ＪＲ佐世保線 三河内駅下車徒歩 10 分(港より約 15km) 

季節 5 月 1 日～5 日 

関連リンク 

三川内陶磁器工業協同組合～現代によみがえる匠の技、みかわち焼～ 
http://www.mikawachi-utsuwa.net/ 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
http://www.sasebo99.com/event/51772 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ:http://www.sasebo99.com/ 

 

入り江で迎えるまちの駅 “おおたや”  
  

築約 100年の古民家をリノベーションした「入り江で迎える まちの駅『おおたや』」。2021年に施設内の食堂が「恢復食

堂 OTAYA」へとリニューアルオープンしました。「恢復（かいふく）」をキーワードに塩麹や甘酒、地元の良質食材を使っ

たメニューを提供しています。手作り雑貨や地元のお野菜も販売。常時、繭玉作りの体験も予約受付可能です。 

  
 

  

所在地・開催地 長崎県佐世保市江迎町長坂 129  

アクセス 

三浦岸壁から車で約 45 分、浦頭岸壁から車で約 55 分 

＜バス＞ＪＲ佐世保駅前から西肥バス平戸行などで約 1 時

間、江迎バスセンター下車後、徒歩 2 分 
＜電車＞ＪＲ佐世保駅から松浦鉄道で約 1 時間、江迎鹿町

駅下車後、徒歩 5 分 

季節 通年 

関連リンク 
恢復食堂 OTAYA  Facebook 
https://www.facebook.com/otaya.emukae/ 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 ホームページ: http://www.sasebo99.com/ 

 

 
 

http://www.pearlsea.jp/
http://www.sasebo99.com/event/51728
http://www.sasebo99.com/
http://www.mikawachi-utsuwa.net/
http://www.sasebo99.com/event/51772
http://www.sasebo99.com/
https://www.facebook.com/otaya.emukae/
http://www.sasebo99.com/
http://www.google.co.jp/maps/@33.1613309,129.6790503,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.1326369,129.8338070,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.1326369,129.8338070,17z?hl=en
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西海橋  
  

西海橋は 1955年に佐世保市と西彼杵半島をつなぐ橋として急流の針尾瀬戸にかけられた全長 316m、海面からの高さ 43m

のアーチ式の橋です。圧巻は日本三大急潮のひとつに数えられる針尾瀬戸の急流とうず潮です。特に春と秋の大潮での潮

流は見事で、春の「うず潮まつり」では西海橋周辺に約 1,000本の桜が咲き誇り、うず潮と桜の両方を楽しめます。 

  
  

所在地・開催地 長崎県佐世保市針尾東町  

アクセス 
三浦岸壁から車で約 30 分、浦頭岸壁から車で約 10 分 

バス：「西海橋西口」バス停下車すぐ 

季節 通年（うず潮まつり：春、秋） 

関連リンク 

西海橋公園 
http://saikaibashi.com/ 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
https://www.sasebo99.com/spot/60856/ 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ: http://www.sasebo99.com/ 

針尾無線塔  
  

大正 7（1918）年から大正 11（1922）年にかけて建設された日本に残る唯一の長波通信施設。高さ 136ｍを誇る 3 本の巨

大な電波塔は、レンガ造りに代わる最先端技術として佐世保で発展した鉄筋コンクリート技術の到達点であり、近代建築の

金字塔といえます。太平洋戦争開戦を告げる「ニイタカヤマノボレ 1208」の電信を発したとも伝えられています。 

  
  

所在地・開催地 長崎県佐世保市針尾中町 382  

アクセス 三浦岸壁から車で約 30 分、浦頭岸壁から車で約 10 分 

季節 通年 

関連リンク 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
https://www.sasebo99.com/spot/268/ 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ: http://www.sasebo99.com/ 

 

梅ヶ枝酒造  
  

天明７年(1787年)創業以来、江戸時代の建物を現在でも使用している造り酒屋です。お酒の販売はもちろん、酒蔵は年間

を通じて見学することができ、お酒の試飲もできます。豊かな自然と地下 300ｍからの名水によって作られる酒類は、品

評会などでも高く評価されています。歴史を感じる建物に魅了されながら心地の良いお酒でいい気分になれる酒蔵です。 

  
 

  

所在地・開催地 長崎県佐世保市城間町 317  

アクセス 
三浦岸壁から車で約 30 分、浦頭岸壁から車で約 15 分 

バス：「宮支所入口」バス停下車徒歩８分 

季節 通年 

関連リンク 
梅ヶ枝酒造 http://umegae-shuzo.com/ 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
https://www.sasebo99.com/spot/61155/ 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 ホームページ:  http://www.sasebo99.com/ 
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http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 
佐世保港周辺観光情報 

九十九島観光公園  
  

約 4.7ヘクタールの広大な芝生広場の丘「眺望の丘」から、複雑に入り組んだリアス式海岸と 208の島々が並ぶ壮大な九

十九島の風景を大パノラマで楽しむことができます。島の密度日本一、ここでしか見ることができない風景がお楽しみい

ただけます。2021年に供用を開始したばかりの新スポットです。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県佐世保市野崎町 1746  

アクセス 
三浦岸壁から車で約 20 分、浦頭岸壁から車で約 40 分 

バス：「展海峰入口」バス停下車徒歩 6 分 

季節 通年 

関連リンク 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
https://www.sasebo99.com/spot/65230 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ: http://www.sasebo99.com/  

福井洞窟ミュージアム  
  

佐世保市は、洞窟遺跡の数日本一。福井洞窟は旧石器時代から縄文時代の洞窟でのくらしと文化の移り変わりを知ることが

できる重要な史跡です。昭和・平成の発掘調査で発見された出土品は国の重要文化財に指定されており、こちらで観覧可能

です。ミュージアムで学習した後はレンタサイクルを借りて実際に福井洞窟を見に行くことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県佐世保市吉井町立石 473  

アクセス 三浦岸壁から車で約 30 分、浦頭岸壁から車で約 50 分 

季節 通年 

関連リンク 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
https://www.sasebo99.com/spot/65231 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ:http://www.sasebo99.com/ 

 

 

古民家体験工房＆Cafe とらいかん  
  

いきいきライフ＆健康長寿を願って、築 100 年の古民家：自宅兼店舗で活動している健康志向の民間施設です。とらいかん

では体験教室、軽食＆カフェ、体験民泊、施設貸切研修（3 食食事つき）といったことを行っています。体験教室では、食

材の栄養素や効能を学べるオーガニックの料理教室や農業体験ができます。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県佐世保市吉井町福井 1017-1  

アクセス 三浦岸壁から車で約 40 分、浦頭岸壁から車で約 60 分 

季節 通年 

関連リンク 
佐世保・小値賀（おぢか）の観光・イベント情報 
https://www.sasebo99.com/tour/100035 

お問合せ【佐世保観光情報センター】 

電話番号:0956-22-6630 

ホームページ: http://www.sasebo99.com/ 
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