緑化された新みなとターミナルの展望所は、日差しと
景色を楽しむには最高の場所。出入りする様々な船を
眺めながらのんびりできます。

ユウコの

まちなか
PIC K U P
steakhouse
珈琲専門店

くにまつ

ご当地ナンバーは
やっぱり海のイメージ。
“倉島赤煉瓦倉庫”の記憶として
形を変え保存された赤レンガ。
新みなと駐車場で佐世保 100 年の
歴史の一端に触れられます。

見る
！

珈琲で有名なお店ですがレモネードや
ジンジャーエールもお試しを。

佐世保川の上に突き出した
建物。たくましい。

chi to ki

上京町 4-16-1F ☎ 0956-25-2888
10:00 〜 21:00（金、土曜のみ 22 時まで）
㊡火曜
白あん
です

松かさの形が可愛い地元のおやつ。
湊町 1-2 ☎ 0956-25-3672
10:00 〜 19:00 ㊡第 2 〜 5 土曜

Michele Brown
佐世保公園やアルバカーキ橋の眺めが
素晴らしい、アンガス牛のステーキ専門店。
湊町 2-9 松尾ビル 2F ☎ 0956-76-8883
ランチ 11:30 〜 14:30、ディナー 17:30 〜 21:00
（金・土曜のみ 22 時まで）
年中無休

Sandwich ロン

サンドウィッチ

志げる製菓舗

SASEBO BOLO

具材の存在感がある、優しい甘めの
マヨネーズが特徴のサンドイッチ。
バスセンターで販売

店内にはいろいろな種類の刃物が
所狭しと並べられています。
包丁などの研ぎもやってくれます。

バスセンターで販売

魚の味が濃い！
シャキシャキとした
歯ごたえがたまりません。

佐世保バーガー

木村の

高島ちくわ

とぎや金物店

レトロ

食べる
！

大黒屋

松かさ焼き

古い建物を利用した、
おしゃれな子供服屋さん。
現役で頑張っている、
歴史を感じる建物が
佐世保には多く
残っています。
戸尾町 6-1 ☎ 0956-25-2223
10:00〜18:00 ㊡日曜
京坪町 8-1 ☎ 0956-23-8642
8:30 〜 19:00 ㊡不定休（お盆、年末年始は休み）

陳列ケースも

マルボーロをペチャンコにした
アーケード周辺や外国人バー街の
ようなユニークな見た目。
路地を覗かないともったいない。
しっとり食べやすいお菓子です。
非日常感を味わえるかも。
三浦町 1-23-1F ☎ 0956-22-7274
お栄さん
9:00 〜 19:00（日曜のみ 10:00 〜 18:00）
ボリューム満点の濃厚な皿うどんは
㊡不定休
カリッと焼きあげた香ばしい太麺
がクセになります。
三浦町 2-1 ☎ 0956-25-7674
Sasebo C&B Burgers
11:00 〜 ㊡不定休

坂の町佐世保らしい高低差を
利用した建物も多く見られます。

川上文旦堂

ざぼん漬け

皮付きの“青切りざぼん漬け”は
香りが一層引き立ちます。
“かんころ餅”もオススメ。
☎ 0956-58-3396
土、日のみ佐世保駅前広場にて
営業（8:30 〜 13:00）

やっぱり食べたい佐世保バーガー。
C&B は、お店もスタッフさんも楽しい
新しいお店です。
国産具材にこだわったバーガーは
焼きたてのバンズをぜひ味わって。
下京町 3-1 ☎ 0956-55-6212
平日 11:00 〜 22:00、土日祝日 10:00 〜 22:00
㊡火曜（火曜が祝日の場合は水曜休み）

企画・発行
（公財）佐世保観光コンベンション協会 「海風の国」佐世保・小値賀観光圏事業
〒857-0863 長崎県佐世保市三浦町21-1（JR佐世保駅構内） TEL0956-23-3369 FAX0956-23-6750
http://www.sasebo99.com/

〈交 通〉
◎バス
市営バス
（路線バス）····································· 0956-25-5112
西肥バス
（路線バス）····································· 0956-23-2121
（高速バス）·····································（予約）
0956-25-8900
西鉄バス
（高速バス）·····································（予約）
0120-489-939、
（予約）092-734-2727
◎鉄道
JR佐世保駅 ··················································· 0956-22-7115
MR松浦鉄道佐世保駅 ··································· 0956-25-2229
◎タクシー
佐世保市タクシー協会·································· 0956-22-2714
長崎空港乗合ジャンボタクシー ···················（予約）
http://www.jumbotaxi.info
携帯http://www.jumbotaxi.info/m

イラストレーターユウコがマチタビふたたび。
佐世保の“日常”探検は発見の連続だ。
街角で出会うなにげない風景や人々。

佐世保観光情報センター（JR佐世保駅構内）··· 0956-22-6630
（9:00〜18:00／年中無休）
http://www.sasebo99.com/

テレホンガイド
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テレホンガイド

付き

マップ

松浦鉄道

旧日本海軍の士官が集った水
交社の一部を復元し、後ろには
現代的な高層ビルが。明治の
海軍から今の海上自衛隊までの
歴史は、
ここに来れば一目瞭然。
上層階は港が一望できる知る
人ぞ知るナイスビュースポット。

段差のある土地と古い建
物を上手に活用した自動
車用品店。坂のまちを象
徴するような店構えだ。

神吉商会自動車
り
通 全 国 有 数のハイカラなまち
だった頃の面影を残す銀行。

際

国

広い国道の上を気動車が通過する
松 浦 鉄 道。1936（昭 和 11）年に
開通した九州初の市街地高架橋
だ。鉄道ファン必見？

長崎銀行佐世保支店

セイルタワー
（海上自衛隊佐世保史料館）
佐世保中央 IC

松浦
公園

佐世保橋
（旧海軍橋）

13

佐世保市民文化ホール

外国人バー街

ログキット本店
ヒカリ本店

35
島瀬
公園

佐世保玉屋

ご存知佐世保バーガーの老舗だ。

光海中学校

35 号線にまたがる高架橋

11
大黒屋

アルバカーキ橋
ニミッツパーク

10

佐世保
中央

佐世保公園

佐世保玉屋を過ぎ、左折して佐世保川の
方へ。川にかかるアルバカーキ橋を渡れ
ば木々が生い茂る佐世保公園。
そこに隣接する一帯はニミッツパークと呼
ばれ、市民や基地の外国人の憩いの場
であり、また交流の場にもなっています。

とぎや金物店

9

ード
ケ
ー
3ア
4○

海上自衛隊佐世保地方総監部

金比良小学校

Michele
Brown 12

ティ
くシ
さる

もともとは海軍佐世保鎮
守 府 凱 旋 記 念 館という
ちょっと長い名前。日英同
盟中の第 1 次大戦の凱旋
記念館としてたてられた
そう。
（登録有形文化財）

くにまつ

11
ス
イパ
SK バ

S

14
佐世保川に残る旧ジョスコー線の
赤茶けた鉄橋。これもこのまちの
激動の時代の証しのひとつ。
佐世保川

赤レンガ倉庫

SSK（佐世保重工業㈱）

佐世保は日本屈指の赤煉瓦倉庫のまち。
明治の終わりから大正時代にかけて造られ
その多くが現在でも米海軍基地内の倉庫
や売店として使われています。
長い年月を経て独特の風合いが増し美し
い。SSK バイパスを歩けば、赤煉瓦倉庫
の整然とした街並みが印象深く、こころに
残ります。

港の南側に立つと、居並ぶ多くの艦船の向こうに若
草色のひときわ背の高いクレーンが目に飛び込みま
す。1913（大正 2）年に建造されたクレーンが今も
造船所の主役だそう。高さ62メートル、カンチレバー
（回転部）の長さは81メートルに及ぶそうです。世界
に同じタイプのものは17 台が残るのみといわれます。

Sasebo C&B
Burgers

佐世保こま本舗

西

九

州

自

とんねる横丁

戸尾市場街

8
7
chi to ki

名 前の由来は戦 時中の
防空壕を店舗として再利
用したことから。奥に長い
店の作りは、ついつい覗
き込みたくなるのは当たり
前で、勇気を出してお店
の人に声をかけてみて。

6

動

お栄さん

車

道

荘厳な、しかしやさしい
白塗りの教会は崖の上
にそびえたつ。

5
志げる製菓舗

米海軍佐世保基地
朝市の前を流れる佐世保川の向こう
岸。市域の1 割以上、面積約 4 平方
キロメートルの佐世保基地を市民は
気さくにベースと呼んでいます。

三浦教会

船具店
大規模な埋立によって海岸線は激変したけれど、
大きな船具店や周辺の道路に残された係船柱
が、かつての岸壁や海岸線をしめす。

4

佐世保朝市

1

3

佐世保

新みなとターミナル
2

西肥バス
センター
バスの出入りの
見張り台？

新みなと駐車場
（倉島赤煉瓦倉庫の記念碑）

させぼ
街角スケッチmap
九州の西端に位置する港まち佐世保。
明治期以降海軍の港として栄え、アメリカ海軍や海上自衛隊の

海に浮かぶブイは
陸にあがるとびっく
りする程大きい。

第七管区海上保安部
国際ターミナル

倉島岸壁

基地のまちとして発展してきた佐世保市には、
ここにしかない独特の風情が漂います。
日本遺産にも認定された近代化遺産がまちのあちらこちらに点在、
またアメリカ文化にいち早く触れ取込んだ暮らしが、
いまも息づいていてまちを歩くほどに発見の連続。
ようこそディープな港まち佐世保へ。

佐世保港は大小さまざまな形の船が行き来している。大型のフェ
リー、胴体ふたつの定期船、古タイヤをかけた給油船、クレーン
付き作業船など。
さらに高架道路下の海岸歩道を歩けば、海上保安庁の警備艇
の数々、さらに進んで極め付きは自衛隊の掃海艇や大きな煙突
が目立つタグボート、専用岸壁に停泊する大型護衛艦が目に飛
び込んでくる。まるでここは現役船舶のショールーム？ 博物館？
？

海岸歩道

