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平成 30年 1月 26日 

関係各位 

 

春の有田でおひなめぐり 

「第 14回有田雛(ひいな)のやきものまつり」開催！ 
 

 

佐賀県有田町では、「第 14 回有田雛(ひいな)のやきものまつり」を 2 月 10 日(土)～3 月 18日

(日)まで開催いたします。つややかな白磁の肌に精巧な着物の絵付けが美しい、有田焼の雛

人形が皆様のお越しをお待ちしています。 

昨年 12月に、有田の文化的景観が、後世に残したい『日本の 20世紀遺産 20選』に選定され

ました。有田の内山地区の歴史ある町屋では、ひなまつり期間中、その家に代々伝わる雛人

形が展示されます。 

今年は土・日・祝日限定で無料の「ガイド付き有田周遊ひいなバス」を運行。また、古民家・小

路庵(しゅうじあん)では、フレンチシェフが作る"オトナ女子の古民家ランチ"をお楽しみいただけ

るほか、町内 23のお食事処でも、春を感じる期間限定メニューが提供されます。多彩なまちあ

るきメニューや、初心者向けの着物の着付けセミナーも開催。 

 

やきものの雛人形が町内を飾る、有田ならではの雛まつりをごゆっくりとお楽しみください。 

 

 

第 14回 有田雛(ひいな)のやきものまつり 主なみどころ 
期間： 平成 30年 2月 10日(土)～3月 18日(日) 

 

 

『日本の 20世紀遺産 20選』の有田を楽しむ① 

無料 ガイド付き！有田周遊ひいなバス  

JR有田駅前を起点に、有田館のある内山地区と 

有田陶磁の里プラザを巡る有田ひいな巡りバスを運行します。 

1日 3便運行。運賃は無料です。 

車内では、有田のベテランガイドによる案内が楽しめます。 

【運行日】 2月 10日(土)～3月 18日(日)の土・日・祝 

【運行ルート】 

JR有田駅前(KILN ARITA向かい側)～有田館見学～ 

JR有田駅前経由～有田陶磁の里プラザ見学～JR有田駅前 

【出発】 

10:30～、12:30～、14:30～ (約 1時間 30分の行程です。) 

※予約制ではありません。バス出発の 30分前から KILN ARITAにて整理券を配布します。 
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『日本の 20世紀遺産 20選』の有田を楽しむ② 

～フレンチシェフが作る～オトナ女子の古民家ランチ 

日本の棚田百選に選ばれた「岳の棚田」で収穫されたオーガニックな棚田米をはじめ、地元の食

材をふんだんに使った女性に嬉しいフレンチテイストのランチが登場！ 

大正時代に建てられた古民家で、いつもと違うランチをお召し上がりください。 

※完全予約制 (11:00～／13:00～)  ※1日限定 40食 

※メインはローストビーフ丼か海鮮丼からお選びいただけます。 

【期間】 2月 10日(土)～3月 11日(日) 

【場所】 小路庵(しゅうじあん) 

【定休日】 月曜日 

【料金】 1名 2,500円(税込) 

【問・予約】 有田観光協会 TEL：0955-43-2121                   

 

 

『日本の 20世紀遺産 20選』の有田を楽しむ③ 

レトロな町並みが百貨店に！？有田うちやま百貨店 

有田内山地区の町並みがこの日一日、やきもののお店だけでなく、 

いろいろな品物と出会える百貨店になります。 

日本磁器 400年の歴史が息づく町並みに、 

おしゃれなカフェや可愛い雑貨のお店が限定で登場！ 

春の有田で町歩きしながら、ゆっくりお買い物はいかがですか？ 

【日時】 3月 4日(日) 11:00～16:00 

【場所】 内山地区の町屋 

 

 

 

『肥前さが幕末維新博覧会』コラボ企画 Ⅰ 

春の有田を牛車でおさんぽ♪ 

≪牛車に揺られて有田の町並み見物はいかがですか？≫ 

鹿児島県・出水市から牛車がやってきます！ガタゴト揺られながら、歴史が息づくロマンティックな

町をお散歩しませんか？  ※天候・牛の都合により中止の場合あり 

【日時】 2月 25日(日) 10:00～15:00 

【運行エリア】 トンバイ塀通り商店会(中山陶和堂前)⇔皿山商店会(有田郵便局付近) 

         ※運行エリア内に数ヶ所、乗降場所があります。 

【料金】 1区間 100円 

【定員】 10名 

※写真はイメージ 
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≪牛車と晴れ着で写真を撮ろう！≫ ※お子様向けの企画 

きものを着て、有田のレトロな町並みをお散歩しましょう。 

また旅の記念に牛車と記念撮影はいかがですか？ 

プリントアウトサービスも付いています。  

※3日前までの事前予約制 

【開催日】 2月 25日(日)  

【写真撮影場所】 手塚商店前 

【料金】 特別価格 1名 1,500円 (着物レンタル・着付け・写真撮影・プリントアウト付き) 

【定員】 男児 10名、女児 10名 (小学生までのお子様対象) ※定員になり次第受付終了 

 

 

『肥前さが幕末維新博覧会』コラボ企画 Ⅱ 

ガイドがご案内！幕末維新と有田 

2018年は、明治維新から 150年目の記念すべき年です。観光ガイドの案内で明治時代にまつわる

スポットを巡ります。ロマンあふれる明治の香りを体感してください。 

※3日前までの事前予約制 

【日時】 期間中 3月の土・日 13:30～15:00 

【集合場所】 伝統文化の交流プラザ 有田館 

【料金】 1名 500円 

【定員】 15名(最少催行 4名) ※定員になり次第受付終了 

 

 

 

ゆっくり、のんびり『春の有田でまちあるき』 

江戸～昭和の町屋が並ぶ有田の町並みは、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されてい

ます。今年の春は、有田焼のお雛様を鑑賞しながら、“ありたさんぽ”しませんか？ 

 

Ａ： 超初心者向け きものの着付けレッスンときものでありたさんぽ 

自分できものを着て、インスタ映えする有田の町並みで写真を撮りませんか？SNSに写真を投稿し

ていただいた方には、かわいい有田焼グッズをプレゼント！ 

※3日前までの事前予約制 

【日時】 3月 3日(土) ／ 3月 18日(日) 

     着付けレッスン 10：30～12：00 ※着物は 16：00 までに返却 

【集合場所】 有田一番館 

【料金】 3,000円 ※着物で参加の場合は 2,000円 

     （着物レンタル・着付けレッスン受講料込み） 

【定員】 10名（最少催行 4名） ※定員になり次第受付終了 
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Ｂ： きものでありたさんぽ 

レトロな町並みを着物で歩けば、まるでタイムスリップしたよう。子ども用や男性用の着物もあります。 

町内のお食事処やカフェで使える 1,500円チケット付きのお得な“ランチ＆カフェチケットプラン”が

オススメです。  

※前日 17時までの事前予約制 

【期間】 2月 10日(土)～3月 18日(日)の土・日・祝 

【時間】 10：00～16：00 ※受付 14：00 まで 

【着付け場所】 有田一番館（JR有田駅前） 

【料金】 1着 3,000円（着物レンタル、着付け、1,500円チケット付き） 

      1着 2,000円（着物レンタル、着付け込み） 

 

Ｃ： 有田散策 QUIZ (さんさクイズ) 

風情ある町並みや町屋に関するクイズを解きながら、楽しく町歩きしませんか？ 

全問正解の方には可愛い有田焼グッズをプレゼントします。 

【日時】 期間中毎日 9:30～12:00 

【クイズ用紙配布場所】 有田観光協会 

【料金】 1名 500円 

 

 

 

 

匠の技が光る！有田の雛人形の展示 

<世界最大の磁器製座りびな七段飾り> 

人形だけでなく、ぼんぼりやお道具まで全て有田焼で作られています。 

高さ 2.7m という大きさと、精巧な絵付けの文様にもご注目ください。 

今年は、有田焼のショッピングモール「有田陶磁の里プラザ」に展示します。 

【展示場所】 有田陶磁の里プラザ 

 

<世界に誇る名窯元の雛人形> 

有田町を代表する窯元・柿右衛門窯と、姉妹都市ドイツ・マイセンのマイセン磁器製作所の雛人形

を展示します。400年受け継がれてきた技術で作られた有田焼のお雛様と、ヨーロッパで作られた

お雛様。ぜひ、見比べながら鑑賞してください。 

【展示場所】 伝統文化の交流プラザ 有田館 

 

 

 

 

 
柿右衛門窯製 雛人形 マイセン磁器製陶所製 雛人形 
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<陶ひなコンテスト歴代最優秀作品展示> 

昨年まで開催していた「陶ひなコンテスト in有田」の歴代最優秀作品を展示します。 

個性溢れるお顔や作風の陶磁器のお雛様を是非ご鑑賞ください。 

【展示場所】 伝統文化の交流プラザ 有田館 2階 

 

<町内各所でお雛様展示> 

世界最大の立ち雛や、磁器製のミニ雛人形七段飾りなど、 

町内の各商店には様々なお雛様が飾られます。 

また、雛人形が描かれた有田焼のお皿や小物なども販売されており、 

お買い物も楽しめます。 

町内 24 ヶ所のお店を巡る“おひなめぐりスタンプラリー”に参加すると、 

抽選で素敵な有田焼や有田の小物のプレゼントが当たります。 

 

 

 

春の期間限定メニュー 

町内 23のお食事処では、旬の食材を使った期間限定メニューが提供されます。 

有田焼の器で美味しい料理に舌鼓を打ちながら、一足早い春を感じてください。 

【提供期間】 2月 10日(土)～3月 18日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

町内の商店会・団体のおもてなし 

商店会やボランティアグループによる、心温まるおもてなしやイベントがご用意されています。 

・皿山商店会スタンプラリー  ・さげもんでおもてなし  ・ペンで有田焼雛人形絵付け体験 

 

 

【取材のお問い合わせ】 

一般社団法人 有田観光協会 (担当：岩崎) 

TEL：0955-43-2121  FAX：0955-43-2100 メール： iwasaki@arita.jp 

第 14回有田雛のやきものまつり特設 Webページ http://www.arita.jp/event/hinamatsuri/ 

春の有田まちあるきWebページ http://www.arita.jp/machiaruki/ 


