
【お問い合わせ】有田観光協会 ℡0955-43-2121 Fax 0955-43-2100 
【旅行企画・実施】祐徳旅行株式会社 佐賀県知事登録旅行業第2-69号 
         佐賀県伊万里市二里町八谷搦1018番地  

有田焼を知り、有田焼を愛でる旅のご案内 

美しいもの、価値あるものを愛する貴方に、とっておきの有田をご案内いたします。 
日本磁器誕生から400年。歴史と伝統が町のすみずみまで漂う有田で、濃密な時間をお過ごしください。 
 

日程：平成25年11月5日(火)～6日(水) 
《1日目》 
14:10  有田駅ご集合、お出迎え 
14:15～ 香蘭社 
14:50～ 九州陶磁文化館 
16:20～ 源右衛門窯 
18:00～ 武雄温泉 東洋館 ご到着 
 
《2日目》 
  9:30  武雄温泉 東洋館 ご出発 
10:00～ 泉山磁石場 
10:30～ 柿右衛門窯（含む 昼食） 
13:00～ 柿右衛門窯で解散 
    各自、オプショナルツアーへ 

ﾂｱｰ参加費（お一人様あたり） 

1名1室 59,000円 

2名1室 44,000円 

3名1室 39,000円 

4名1室 38,500円 

・工房内や石畳など足元の悪いところや滑りやすい 

 ところがございますので、歩きやすい靴・服装で 

 ご参加ください 

・ツアー発着地までの交通費はお客様のご負担と 

    なります 

・オプショナルツアーの料金は含まれておりません 

・お食事は３回付き（夜１回、朝１回、昼１回） 

・定員８名様 

 

※本ツアーは、有田町の魅力あるツアー商品づくり 

 の事業の一環で開催するモニターツアーです。 

 ツアー中は、事業関係者が同行し、記録写真の撮 

 影等をさせていただきます。  

 また、参加者の皆様には、ツアー終了後にアン 

 ケートのご協力をお願いいたします。 

 何卒ご了承くださいますようお願い致します。 

香蘭社 

１８７５年創業、皇室御用達として明
治期の有田の繁栄を築いた歴史ある窯
元です。歴代の天皇・皇太子が行幸さ
れた貴賓室にご案内いたします。 

九州陶磁文化館 

世界的にも注目されている陶磁器の美
術館。歴代の人間国宝の作品が並ぶ応
接室で、実際に古陶磁に触れて学んで
いただきます。 

源右衛門窯 

歴史と品格を兼ね備えた風情のある窯元の佇
まい。今でも伝統的な技法で作られる有田焼
の細工場を見学し、有田の磁器に理解を深め
ていただきます。当主の金子昌司さんの案内
で古伊万里資料館をご見学。 

泉山磁石場 

約400年前、鍋島藩お抱え職人
李参平が、日本で初めて磁器
の材料となる磁石を発見した
記念すべき場所です。 

武雄温泉 湯元荘東洋館 

創業400年の伝統を誇る武雄温泉の老舗旅館 

“東洋館”。徳川時代には参勤交代の脇本陣を 

勤めた由緒あるお宿です。 

武雄温泉楼門 

柿右衛門窯 

有田焼ファンの夢をかなえるツアー その１  

柿右衛門窯コース 
日本人の美意識に響く柿右衛門の色
彩と歴史情緒溢れる窯元の風情をこ
ころゆくまで堪能します。 

日本初の赤絵の技法を開発し、その『柿右
衛門様式』を現代に伝える由緒ある窯元で
す。一般には非公開の細工場や窯を15代当
主の酒井田浩さんがご案内します。 
さらに、初代柿右衛門が赤絵をはじめる
きっかけとなった伝説の柿の木のある離れ
で、ご当主を囲んでの昼食をお楽しみくだ
さい。 
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有田焼を知り、有田焼を愛でる旅のご案内 

美しいもの、価値あるものを愛する貴方に、とっておきの有田をご案内いたします。 
日本磁器誕生から400年。歴史と伝統が町のすみずみまで漂う有田で、濃密な時間をお過ごしください。 
 

日程：平成25年11月6日(水)～7日(木) 
《1日目》 
14:10  有田駅ご集合、お出迎え 
14:15～ 香蘭社 
14:50～ 九州陶磁文化館 
16:20～ 源右衛門窯 
18:00～ 武雄温泉 東洋館 ご到着 
《2日目》 
  9:30  武雄温泉 東洋館 ご出発 
10:00～ 泉山磁石場 
10:30～ 井上萬二窯 
11:30～ 昼食(ﾁｬｲﾅ･ｵﾝ･ｻﾞ･ﾊﾟｰｸ究林登） 
13:00～ ﾁｬｲﾅ･ｵﾝ･ｻﾞ･ﾊﾟｰｸで解散 
    各自、オプショナルツアーへ 

ﾂｱｰ参加費（お一人様あたり） 

1名1室 63,000円 

2名1室 45,000円 

3名1室 40,000円 

4名1室 39,500円 

・工房内や石畳など足元の悪いところや滑りやすい 

 ところがございますので、歩きやすい靴・服装で 

 ご参加ください 

・ツアー発着地までの交通費はお客様のご負担と 

    なります 

・オプショナルツアーの料金は含まれておりません 

・お食事は３回付き（夜１回、朝１回、昼１回） 

・定員８名様 

 

※本ツアーは、有田町の魅力あるツアー商品づくり 

 の事業の一環で開催するモニターツアーです。 

 ツアー中は、事業関係者が同行し、記録写真の撮 

 影等をさせていただきます。  

 また、参加者の皆様には、ツアー終了後にアン 

 ケートのご協力をお願いいたします。 

 何卒ご了承くださいますようお願い致します。 

香蘭社 

１８７５年創業、皇室御用達として明
治期の有田の繁栄を築いた歴史ある窯
元です。歴代の天皇・皇太子が行幸さ
れた貴賓室にご案内いたします。 

九州陶磁文化館 

世界的にも注目されている陶磁器の美
術館。歴代の人間国宝の作品が並ぶ応
接室で、実際に古陶磁に触れて学んで
いただきます。 

源右衛門窯 

歴史と品格を兼ね備えた風情のある窯元の佇
まい。今でも伝統的な技法で作られる有田焼
の細工場を見学し、有田の磁器に理解を深め
ていただきます。当主の金子昌司さんの案内
で古伊万里資料館をご見学。 

泉山磁石場 

約400年前、鍋島藩お抱え職人
李参平が、日本で初めて磁器
の材料となる磁石を発見した
記念すべき場所です。 

武雄温泉 湯元荘東洋館 

創業400年の伝統を誇る武雄温泉の老舗旅館 

“東洋館”。徳川時代には参勤交代の脇本陣を 

勤めた由緒あるお宿です。 

武雄温泉楼門 

有田焼ファンの夢をかなえるツアー その２  

井上萬二窯コース 
人間国宝 井上萬二先生の窯。白磁の第一人
者で、ろくろの名手でもある 

井上先生のご案内で作品を鑑賞します。 

 伝統とは、古いものを模倣してつたえるの
ではなく、新しいものを創造して伝えていく
こと。平成の時代に作り上げた作品も、50年
先・100年先には伝統になる・・・とは、井上
萬二先生の言葉。作陶にかける情熱と心にふ
れていただきます。沢山のお弟子さんに慕わ
れる萬二先生。そのお人柄に接すると誰もが
ファンになってしまいます。 
 ランチは、ﾁｬｲﾅ･ｵﾝ･ｻﾞ･ﾊﾟｰｸ内の究林登で、
井上先生を囲んでお召し上がりいただきます。 
 

ﾚｽﾄﾗﾝ究林登 

井上萬二窯 
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美しいもの、価値あるものを愛する貴方に、とっておきの有田をご案内いたします。 
日本磁器誕生から400年。歴史と伝統が町のすみずみまで漂う有田で、濃密な時間をお過ごしください。 
 

有田焼を知り、有田焼を愛でる旅のご案内 

日程：平成25年11月7日(木)～8日(金) 
《1日目》 
14:10  有田駅ご集合、お出迎え 
14:15～ 香蘭社 
14:50～ 九州陶磁文化館 
16:20～ 源右衛門窯 
18:00～ 嬉野温泉 湯宿 清流 ご到着 
《2日目》 
  9:30 嬉野温泉 湯宿 清流 ご出発 
10:00～ 泉山磁石場 
10:30～ 辻常陸窯 
11:50～ 昼食(小路庵） 
13:00～ 小路庵で解散 
    各自、オプショナルツアーへ 

ﾂｱｰ参加費（お一人様あたり） 

1名1室 49,000円 

2名1室 37,500円 

3名1室 34,000円 

4名2室 33,000円 

・工房内や石畳など足元の悪いところや滑りやすい 

 ところがございますので、歩きやすい靴・服装で 

 ご参加ください 

・ツアー発着地までの交通費はお客様のご負担と 

    なります 

・オプショナルツアーの料金は含まれておりません 

・お食事は３回付き（夜１回、朝１回、昼１回） 

・定員８名様 

 

※本ツアーは、有田町の魅力あるツアー商品づくり 

 の事業の一環で開催するモニターツアーです。 

 ツアー中は、事業関係者が同行し、記録写真の撮 

 影等をさせていただきます。  

 また、参加者の皆様には、ツアー終了後にアン 

 ケートのご協力をお願いいたします。 

 何卒ご了承くださいますようお願い致します。 

香蘭社 

１８７５年創業、皇室御用達として明
治期の有田の繁栄を築いた歴史ある窯
元です。歴代の天皇・皇太子が行幸さ
れた貴賓室にご案内いたします。 

九州陶磁文化館 

世界的にも注目されている陶磁器の美
術館。歴代の人間国宝の作品が並ぶ応
接室で、実際に古陶磁に触れて学んで
いただきます。 

源右衛門窯 

歴史と品格を兼ね備えた風情のある窯元の佇
まい。今でも伝統的な技法で作られる有田焼
の細工場を見学し、有田の磁器に理解を深め
ていただきます。当主の金子昌司さんの案内
で古伊万里資料館をご見学。 

泉山磁石場 

約400年前、鍋島藩お抱え職人
李参平が、日本で初めて磁器
の材料となる磁石を発見した
記念すべき場所です。 

有田焼ファンの夢をかなえるツアー その３  

辻常陸窯コース 
有田焼の中でも「古伊万里様式」「柿右衛門様
式」「鍋島藩窯様式」と同様に、「禁裏御用様
式」として並んで称されることもある辻常陸窯
のやきものをご堪能ください。 

江戸期に皇室より常陸大堟（ひたち
のだいじょう）という官職を受け、
禁裏御用達（宮内庁御用達）を勤め
た有田の名窯で、有田の最も伝統的
な染付技法を継承している窯元です。 
作品の多くは天皇・宮家をに納めら
れたため、一般の目に触れることは
少なかったと言われています。また
トンバイ塀に囲まれた窯元の外観は
焼き物とともにあった有田の歴史を
語りかけてくれます。 
 

ランチは、小路庵（しゅう
じあん）と呼ばれる古民家
で郷土料理をお召し上がり
いただきます。 

嬉野温泉 湯宿 清流 

美肌の湯として、大変人気の高い嬉野温泉。 

清潔で安らぎに満ちたおもてなしが自慢の
お宿です。 

辻常陸窯（辻精磁社） 
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有田焼を知り、有田焼を愛でる旅のご案内 

美しいもの、価値あるものを愛する貴方に、とっておきの有田をご案内いたします。 
日本磁器誕生から400年。歴史と伝統が町のすみずみまで漂う有田で、濃密な時間をお過ごしください。 
 

日程：平成25年11月10日(日)～11日(月) 
《1日目》 
14:10  有田駅ご集合、お出迎え 
14:15～ 香蘭社 
14:50～ 九州陶磁文化館 
16:20～ 有田ポーセリンパーク 
18:00～ 嬉野温泉 ﾊﾐﾙﾄﾝ宇礼志野 ご到着 
 

《2日目》 
  9:30 嬉野温泉 ﾊﾐﾙﾄﾝ宇礼志野 ご出発 

10:00～ 泉山磁石場 
10:30～ 源右衛門窯（含む 昼食）  
13:00～ 源右衛門窯で解散 
    各自、オプショナルツアーへ 

ﾂｱｰ参加費（お一人様あたり） 

1名1室 51,000円 

2名1室 37,000円 

3名1室 32,000円 

4名2室 34,000円 

・工房内や石畳など足元の悪いところや滑りやすい 

 ところがございますので、歩きやすい靴・服装で 

 ご参加ください 

・ツアー発着地までの交通費はお客様のご負担と 

    なります 

・オプショナルツアーの料金は含まれておりません 

・お食事は３回付き（夜１回、朝１回、昼１回） 

・定員８名様 

 

※本ツアーは、有田町の魅力あるツアー商品づくり 

 の事業の一環で開催するモニターツアーです。 

 ツアー中は、事業関係者が同行し、記録写真の撮 

 影等をさせていただきます。  

 また、参加者の皆様には、ツアー終了後にアン 

 ケートのご協力をお願いいたします。 

 何卒ご了承くださいますようお願い致します。 

香蘭社 

１８７５年創業、皇室御用達として明
治期の有田の繁栄を築いた歴史ある窯
元です。歴代の天皇・皇太子が行幸さ
れた貴賓室にご案内いたします。 

九州陶磁文化館 

世界的にも注目されている陶磁器の美
術館。歴代の人間国宝の作品が並ぶ応
接室で、実際に古陶磁に触れて学んで
いただきます。 

泉山磁石場 

約400年前、鍋島藩お抱え職人
李参平が、日本で初めて磁器
の材料となる磁石を発見した
記念すべき場所です。 

有田焼ファンの夢をかなえるツアー その４  

源右衛門窯コース 
古伊万里様式に独自の現代的アレンジを施し
た作風で知られ、洗練された優美な紋様が幅
広い層に人気のある源右衛門窯。その美しい
器の秘密を探訪していただきます。 

嬉野温泉 ハミルトン宇礼志野 

由緒ある湯処・嬉野の小高い丘の上に立つ瀟
洒な洋館で、18世紀から19世紀にかけて“世
紀の美女”と謳われた、英国のレディーハミ
ルトンの名に由来したリゾートホテルです。  

歴史と品格を兼ね備えた風情のある窯
元の佇まい。今でも伝統的な技法で作
られる有田焼の細工場を見学し、有田
の磁器に理解を深めていただきます。
当主の金子昌司さんの案内で古伊万里
資料館をご見学。 

また、ランチは離れでご当主を囲んで
お召し上がりいただきます。 

海を渡って世界を魅了した古伊万里に
思いを馳せて、素敵な時間をお過ごし
ください。 

源右衛門窯 

有田ポーセリンパーク 

ドイツ・ドレスデンのツヴィンガー宮殿の
王冠の門を再現し、世界中から収集した有
田焼の名品を展示した美術館をご案内いた
します。 

 



選べるオプショナルコース 

12:50 ツアー解散場所から出発 
※ﾀｸｼｰがお迎えに参ります。 
13:00 《まちなかガイドがご案内》 
   ・大公孫樹（おおいちょう） 
   ・トンバイ塀 
   ・有田館 
   ・内山地区の散策 
14:50 ﾀｸｼｰにて移動 
15;00 有田駅で解散 

ツアーとご一緒にお申し込みください。 

①
内
山
地
区
ま
ち
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る
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12:50 ツアー解散場所から出発 
※ﾀｸｼｰがお迎えに参ります。 
13:00 《まちなかガイドがご案内》 
   ・陶山神社 
   ・陶祖 李参平窯 
   ・天狗谷窯跡 
   ・李荘窯 
14:50 ﾀｸｼｰにて移動 
15;00 有田駅で解散 

②
有
田
焼
ル
ー
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12:50 ツアー解散場所から出発 
※ﾀｸｼｰがお迎えに参ります。 
13:00 《まちなかガイドがご案内》 
   ※窯元のことを知り尽くした 
   窯元ソムリエが、おすすめの 
   窯元を2箇所ほどご案内いたし 
   ます。 
14:50 ﾀｸｼｰにて移動 
15;00 有田駅で解散 

③
窯
元
ソ
ム
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す
す
め
コ
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④
タ
ク
シ
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1名 21,000　円

2名 11,000　円

3名 7,500　円

4名 6,500　円

ｵﾌﾟｼｮﾅﾙ料金

1名 6,000　円

2名 3,200　円

3名 2,500　円

4名 2,500　円

ｵﾌﾟｼｮﾅﾙ料金

1名 21,000　円

2名 11,000　円

3名 7,500　円

4名 6,500　円

ｵﾌﾟｼｮﾅﾙ料金

空一面を黄金色に染めるような樹齢1,000年の大公孫樹
（おおいちょう）をスタートし、やきものの町有田を
物語る”トンバイ塀”のある小路を散策します。国指
定の歴史的建造物群保存地区でもある内山の町を歩く
と、お気に入りの器に出会えるかもしれません。最後
は磁器製のカラクリ人形劇を上演している有田館へ。
ここでは、お気に入りの有田焼のカップでコーヒーを
お召し上がりいただけます。 

日本で初めて磁器が焼かれたのが、有田です。朝鮮人
陶工 李参平が泉山で陶石を発見し、水と薪に便利
だったので、天狗谷に窯を築いたと子孫に伝えられて
います。有田焼のルーツを辿る時間旅行にご案内しま
す。 

陶山神社 

天狗谷窯跡 
李荘窯 

400年にわたり、脈々と受け継がれてきた伝統の
技を間近でご覧いただいたり、作陶についての苦
労話などを直接お聞きいただけたり・・有田の窯
元を知り尽くした”窯元ソムリエ”がご案内いた
します。 

今右衛門窯 龍山･清高工房 しん窯 

清六窯 

12:50 ツアー解散場所から出発 
※ﾀｸｼｰがお迎えに参ります。 
13:00 お客様のご希望に合わせて、 
   タクシーがご案内いたします。 
15;00 有田駅で解散 

1名 7,800　円
2名 3,900　円
3名 2,600　円
4名 2,900　円

ｵﾌﾟｼｮﾅﾙ料金

『骨董を見てみたい』『有田の新しいやきものを
買いたい』『もう一度あの窯元に行って買い物し
たい』『有田の自然を満喫したい』など、お客様
のご要望にお応えできる完全フリープランです。 

絵付けの体験は 

いかがですか？ 


