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令和 2 年 1 月 17 日 

関係各位 

 

やきものの町に こころ和む おひなさま 
「第 16回有田雛(ひいな)のやきものまつり」開催！ 

期間：令和 2年 2月 8日(土)～3月 22日(日) 

 

佐賀県有田町では、「第 16 回有田雛(ひいな)のやきものまつり」を 2 月 8 日(土)～3

月 22 日(日)まで開催いたします。つややかな白磁の肌に繊細な絵付けが美しい、有田

焼の雛人形が皆様のお越しをお待ちしています。 

期間中、陶磁器店には有田を代表する窯元の雛人形が飾られ、内山地区の歴史ある町

屋では、その家に代々伝わる雛人形が展示されます。町内のお食事処では、ひなまつり

気分を美味しく満たしてくれる「ひいなランチ」が提供され、また、各施設や陶磁器店

を回ると豪華賞品が当たる「おひなめぐりスタンプラリー」も行います。 

昨今見直されている日本の伝統と文化が融合する有田町。有田焼の雛人形とともに、

子供達の健やかな成長と明るい未来を願ってみてはいかがですか？ 

 

『匠の技が光る！有田焼の雛人形』を楽しむ 

<しん窯：世界最大の磁器製座りびな七段飾り> 

有田の窯元・しん窯で、3 年がかりで制作された七段飾り。 

人形、ぼんぼり、お道具など全て有田焼で作られています。 

高さ 2.7m ある大きさと、繊細な絵付けの文様にもご注目ください。 

【展示場所】アリタセラ ギャラリー青磁 

 

<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、昨年有田町と姉妹都市提携 40 周年を迎えたドイツ・

マイセン市の国立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伝

統技術で作られた有田焼のお雛様と、有田焼の影響を受けながらヨーロッパで作られたお

雛様を、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 1 階 

 

 

 

 

 柿右衛門窯製 雛人形 マイセン磁器製作所製 雛人形 
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<香蘭社製：世界最大の磁器製ひな人形二段飾り> 

繊細に描かれた高貴な衣装の文様や、 

細部にまでこだわって制作されたお道具など、 

磁器製ならではの輝きと艶やかさをぜひご堪能ください。 

【展示場所】伝統文化の交流プラザ 有田館 1 階 

 

<古民家・小路庵(しゅうじあん)のひなまつり> 

大正時代に建てられた古民家に、「陶ひなコンテスト in 有田」の歴代最優秀作品や雛人形作

家のひな人形 15 組を展示します。個性溢れるお顔や作風の、やきもののお雛様と心落ち着

く和の空間をお楽しみください。 

【展示場所】古民家・小路庵(しゅうじあん) 

【展示日時】期間中の土・日 10:00～16:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

有名窯元の器が当たる『おひなめぐりスタンプラリー』を楽しむ 

町内の各施設や陶磁器店には世界最大の立ち雛や、磁器製のミニ雛人形七段飾りなど、熟

練の技を駆使して制作された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合わせて販売されており、お買い物も

楽しめます。 

29 ヶ所の施設やお店を巡る“おひなめぐりスタンプラリー”に参加すると、抽選で参加店が

提供する素敵な有田焼のプレゼントが当たります。有名な窯元・作家の器が当たるかもし

れません。 
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ひなまつり気分を美味しく満たす『ひいなランチ』を楽しむ 

町内 25 のお食事処では、旬の食材を使ったひなまつり限定ランチが提供されます。 

有田焼の器で美味しい料理に舌鼓を打ちながら、春の味覚をお楽しみください。 

【提供期間】2 月 8 日(土)～3 月 22 日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

『レトロでフォトジェニックな町並み』を楽しむ 

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されている内山地区の町並みは、江戸・明治・大

正・昭和の上質な町屋が立ち並び、まるでその時代にタイムスリップしたような風情ある

通りです。2017 年 12 月に、有田の文化的景観として『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。 

 

<有田うちやま百貨店 2020 春> 

日本磁器 400 年の歴史が息づく町並みが、”百貨店”に大変身！ 

歴史ある町屋にカフェや雑貨のお店が 2 日間限定で登場します。 

いつもと違う有田の町並みで、お買い物をお楽しみください。 

【日時】3 月 21 日(土)・22 日(日) 10:00～16:00 

【場所】内山地区(有田町上幸平～中の原)の町屋 

 

<CAFÉ DE ARITA カフェ・ド・アリタ> 

トンバイ塀のある裏通りに、期間限定のコーヒースタンドが出現！コーヒーは、有田焼紋

様をあしらったイベント限定のキュートな紙製カップで提供されます。更に同じ文様のや

きもののカップも販売されます。 

歴史を感じさせる通りでほっこりコーヒータイムはいかがですか？ 

【日時】3 月 21 日(土)・22 日(日) 9:30～16:30 

【場所】トンバイ塀のある裏通り 
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<きものでありたさんぽ> 

風情ある町並みを着物でお散歩しませんか？子ども用や男性用の着物も準備しています。 

町内のお食事処やカフェで使える 1,000 円分のチケット付きのお得な“ランチ＆café チケ

ット付きプラン”がオススメです。  

※3 日前までの事前予約制 

【期間】2 月 8 日(土)～3 月 22 日(日) 

【時間】10:00～15:00 ※受付 13:00 まで 

【着付け場所】有田一番館(有田駅前) 

【料金】○ランチ&café ﾁｹｯﾄ付きプラン 3,500 円（着物ﾚﾝﾀﾙ、着付、1,000 円ﾁｹｯﾄ付） 

    ○きものでお散歩プラン 3,000 円（着物レンタル、着付） 

【予約】有田観光協会 TEL：0955-43-2121 

 

<春の有田を牛車でおさんぽ> 

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】3 月 22 日(日) 10:00～15:00 

【運行エリア】○往路：岩尾對山窯 ⇒ 札の辻停留所 ⇒ 有田郵便局 

       ○復路：赤絵座 ⇒ 札の辻停留所 ⇒ 手塚商店 

【料金】1 区間 200 円 

【定員】1 区間 10 名 

 

<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、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、定員になり次第受付終了 

【日時】3 月 22 日(日) 10:30～14:30 

【写真撮影場所】手塚商店前 

【料金】特別価格 1 名 2,500 円 (着物レンタル・着付・写真撮影・プリントアウト) 

【定員】男児 10 名、女児 10 名 (小学生までのお子様対象)  

【予約】有田観光協会 TEL：0955-43-2121 
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<ガイドと共に”ブラアリタ”> 

NHK 人気番組でタモリさんが歩いた有田の名所を、観光ガイドがご案内します。 

地元ガイドならではの裏話を交えながら、楽しく案内します。 

※3 日前までの事前予約制、定員になり次第受付終了 

【日時】2 月 22 日(土)・23 日(日・祝)・24 日(月・振休) 

    3 月 20 日(金・祝)・21 日(土)・22 日(日) 

    13:30～15:00 

【コース】泉山磁石場・トンバイ塀・赤絵町など 

※約 1.5km の町歩き 

【料金】500 円 

【定員】各日 15 名(最少催行 4 名) 

【予約】有田観光協会 TEL：0955-43-2121 

 

 

『有田周遊ひいなバス』に乗ってガイドの案内を楽しむ 

JR 有田駅前を起点に、有田館のある内山地区とアリタセラの雛人形を巡る無料の周遊バス

を 1 日 3 便運行します。運賃は無料。車内では、有田のベテランガイドによる観光案内が

楽しめます。 

※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。 

【運行日】2 月 8 日(土)～3 月 22 日(日)の土・日・祝 

【料金】無料 

【ルート】有田駅前(KILN ARITA 向かい側)～有田館～有田駅前～アリタセラ～有田駅前 

【出発】10:30～、12:30～、14:30～ (約 1 時間 30 分の行程) 

 

 

 

【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 16 回有田雛のやきものまつり特設 Web ページ

https://www.arita.jp/event/hinamatsuri/ 


