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「ミシュラン・グリーンガイド佐賀 WEB 版」公開 

佐賀県の観光地、観光施設 29 箇所を新たに掲載！ 

吉野ヶ里歴史公園、大川内山が二つ星（★★）として掲載 

 

日本ミシュランタイヤ株式会社（東京都新宿区、代表取締役会長：ベルナール・デルマス）は、 

「ミシュラン・グリーンガイド佐賀 WEB 版」（英語版、仏語版）を本日より公開することを発表

いたしました。「ミシュラン・グリーンガイド佐賀 WEB 版」は「ミシュラン・グリーンガイド・

ジャポン」改訂第 4 版に掲載されている、佐賀県のコンテンツに新たに取材した観光地、観光施

設を追加し、WEB サイトとして公開するものです。 

 

今回の公開にあたり、「ミシュラン・グリーンガイド」の編集者は、あらためて佐賀県内の観

光地、観光施設を取材しました。 

その結果、唐津から 8 箇所、佐賀から 9 箇所、有田から 6 箇所、伊万里から 2 箇所、武雄温泉か

ら 4 箇所の合計 29 箇所の観光地および観光施設が新たに掲載されました。そのうち佐賀の吉野ヶ

里歴史公園と伊万里の大川内山は「寄り道する価値がある」を意味する二つ星（★★）として紹

介されています。 

尚、今回新しく掲載となった観光地および観光施設の一部は、書籍「ミシュラン・グリーンガ

イド・ジャポン」改訂第 5 版発行時（発行日未定）に反映されます。 

 

今回の佐賀県の取材を担当したミシュラン・グリーンガイドのフランス人編集者は、取材旅行

について「陶磁器の話は奥深く、フランス人の私は非常に興味を掻き立てられた。旅行者達は陶

磁器の文化遺産が残る多くの場所を訪れ、その魅力に惹かれ、大いに楽しめるだろう。陶器のア

トリエを訪問するかたわら、容易に周りの美しい場所に散策に出かけることもできる。山、海、

温泉、神社やお寺、遺跡、博物館などたくさん見どころがある。佐賀県は、日本の歴史や伝説を

学びたい観光客や、東京・京都など大都市とは一味違う日本を味わいたい観光客にとって理想的

な場所になるだろう。広い空間、美しい自然、ここでしか味わえないおもてなし、すべてが揃っ

ていて、様々な発見をすることができる。」と感想を述べています。 

また、今回二つ星（★★）として掲載された観光地、観光施設に関しては「吉野ヶ里歴史公園は、

弥生時代の住居が再現され、古代のロマンを感じる。大川内山は、幕府や大名などへの献上・贈

答用の最高級品のみを焼いていた、鍋島藩の藩窯で、秘窯の里とも呼ばれている。歴史を知ると、

ますます興味深い。」と述べています。 

 

今回の「ミシュラン・グリーンガイド佐賀 WEB 版」の公開を記念し、ミシュランライフスタイ

ルとのライセンス契約のもと株式会社日直商会が販売している自転車『ヴェロ・ミシュラン』シ

リーズ「パリ・ブレスト・スポール V2」が佐賀県のレンタサイクル事業の自転車に採用されまし

た。この自転車には『MICHELIN Dynamic Sport Black 700CX28』が装着されており、車体は“ミ



 

シュラン・グリーンガイドカラー“で塗装されています。これはミシュラン・グリーンガイドに

掲載された地域のレンタサイクルオリジナル（非売品）の特別仕様車です。 

 

日本ミシュランタイヤ株式会社 代表取締役会長のベルナール・デルマスは、「昨年、『ミシュ

ランガイド福岡・佐賀 2014 特別版』を発行し、佐賀県の食の魅力をご紹介しました。今回、『ミ

シュラン・グリーンガイド佐賀 WEB 版』が公開されたことにより、さらに多くの外国人が佐賀県

の魅力を知り、興味を持ち、実際に訪れるきっかけになればと思います。私自身も佐賀県の観光

スポットを訪れ、『ミシュランガイド福岡・佐賀』に掲載された飲食店・レストランで美味しい

食事も味わい、佐賀県の魅力を満喫したいと思います。」と語りました。 

 

【ミシュラン・グリーンガイド佐賀 WEB 版 概要】 

 

公開日： 2015 年 12 月 22 日（火） 

リンクアドレス： 

英語 http://travel.michelin.com/web/destination/Japan-Saga 

仏語 http://voyage.michelin.fr/web/destination/Japon-Saga 
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掲載地一覧  

＊今回新たに掲載された観光地・観光施設は NEWで表記しております 

NEW以外の掲載内容、星の数は書籍「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」改訂第 4版と同一掲載地です。 

フランス語 日本語 評価 新規掲載 

Karatsu 唐津 ★   

Château de Karatsu 唐津城     

Four de Nakazato Taroemon revu 中里太郎右衛門陶房 ★   

Salle d'exposition des chars Hikiyama  曳山展示場 ★ NEW 

Forêt de pin Niji-no-Matsubara 虹ノ松原   NEW 

Observatoire du mont Kagami  (vue) 鏡山からの眺め ★ NEW 

Château de Hizen Nagoya et musée 肥前名護屋城と博物館 ★ NEW 

Ancienne Résidence Takatori  旧高取邸 ★ NEW 

Rizières en terrasses d'Hamanoura 浜野浦の棚田  ★ NEW 

Marché aux poissons de Yokubo  呼子の朝市   NEW 

Nanatsugama Caves 七ツ釜   NEW 

Saga 佐賀   NEW 

Château de Saga et musée 佐賀城本丸歴史館 ★ NEW 

Sanctuaire Niiyama et Kunen An 仁比山神社と九年庵   NEW 

Parc historique de Yoshinogari 吉野ヶ里歴史公園 ★★ NEW 

Musée de Youkan 羊羹資料館   NEW 

Site de l établissement naval Mietsu 三重津海軍所跡   NEW 

Quartier Hizen Hamashuku  肥前浜宿界隈   NEW 

Yutoku Inari Jinja  祐徳稲荷神社 ★ NEW 

Observatoire de lagune asséchée 干潟展望館   NEW 

Arita 有田 ★ NEW 

Aux alentours d'Arita 有田周辺   NEW 

Musée de Youkan 九州陶磁文化館 ★ NEW 

China on the Park チャイナ・オン・ザ・パーク ★ NEW 

Four de Kakiemon  柿右衛門窯 ★ NEW 

Four de Gen-Emon  源右衛門窯 ★ NEW 

Imari 伊万里 ★ NEW 

Ookawachiyama 大川内山 ★★ NEW 

Takeo Onsen  武雄温泉   NEW 

Mifuneyama Rakuen  御船山楽園   NEW 

Grand camphrier du sanctuaire de Takeo 武雄神社の大クスノキ   NEW 

Musée departemental de l' univers et de la science de Saga 佐賀県立宇宙科学館 ★ NEW 

＊WEB に掲載する際のインデックス（キー）をもとに作成しています。必ずしも書籍「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポ

ン」改訂第 4版の項目と合致するものではありません。ご了承ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

【ミシュラン・グリーンガイド 書籍概要】  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<レンタサイクルイメージ写真＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©MICHELIN 

 

©MICHELIN 

 

【フランス語版】  

「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」改訂第 4 版（仏語） 

【ページ数】719 ページ 

【ISBNコード】978-2-06-719840-1 

【フランスでの参考店頭価格】27.9 ユーロ 

※ 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」掲載の三つ星、二つ星、一つ星の観光地は、日本

ミシュランタイヤのウェブサイト（http://nihon.michelin.co.jp/）に掲載しています。 

        

【英語版】 

「ミシュラン・グリーンガイド・ジャパン」改訂第 4 版（英語） 

【ページ数】581 ページ 

【ISBNコード】978-2-067204－21－8 

【参考店頭価格】UK 15.99ポンド、USA 21.99ドル、France 15.40ユーロ 

※ 「ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン」掲載の三つ星、二つ星、一つ星の観光地は、日本

ミシュランタイヤのウェブサイト（http://nihon.michelin.co.jp/）に掲載しています。 

        

 

 

Paris Brest Sport V2 (パリ・ブレスト・スポール V2) 

サイズ： S/M 420mm または M/L 480mm 

カラー： ミシュラン・グリーンガイドカラー（非売品） 

フレーム：Cro-Mo 

フォーク：Cro-Mo 

R ハブ：   SHIMANO 外装 7 段 11-28T 

スタンド：サイドスタンド 

タイヤ：  MICHELIN Dynamic Sport Black 700X28 

チューブ： MCHELIN A2 仏式バルブ 

 

 

 

 

 



 

「ミシュラン・グリーンガイド」とは 

最初のミシュランガイド・フランス版は、1900 年 8 月に発行されました。当初、ドライバーの

ために作成されたこのガイドには、タイヤの使い方と修理方法、自動車修理工場のリスト、ガソ

リンスタンドや宿泊施設の場所、市街地図など、ドライブに必要で実用的な情報が多数掲載され

ていました。その後、1926 年にブルターニュ編が発行され、以降ミシュラン・グリーンガイドと

いう旅行ガイドのラインナップが誕生しました。ミシュラン兄弟は、自動車の活用を促進し、ひ

いてはタイヤ市場を発展させていくために、旅をより安全で楽しいものにすること、つまり、モ

ビリティの向上を目指していました。これは現在もミシュランの地図、ガイドなどの各種刊行物

に共通の目標になっています。 

「ミシュラン・グリーンガイド」シリーズは、好奇心に満ちた旅行者たちが、訪れる土地をよ

りよく理解し、充実した旅を楽しめるような情報を多数ご紹介しています。豊かな自然や多彩な

文化に触れることができる興味深い観光地、観光施設が紹介されており、掲載地は旅行者へのお

薦め度という観点で、星なしから「わざわざ旅行する価値がある」という三つ星まで分類されて

います。星の定義は「わざわざ旅行する価値がある（★★★）」、「寄り道する価値がある（★

★）」、「興味深い（★）」を意味します。この評価は「ミシュラン･グリーンガイド」独自の下

記 9 つの基準に従って決定されます。 

 

1. 旅行者がその観光地を訪れた時に受ける第一印象 

2. その場所の知名度  

3. 文化財の豊かさ、レジャーの充実ぶり 

4. ユネスコの世界遺産などの公的評価 

5. 芸術品や史跡の固有の美術的価値 

6. 美観 

7. 作り物ではない本物としての魅力と調和 

8. 旅行のしやすさと利便性（施設整備、アクセス、維持管理など) 

9. 旅行者の受け入れの質 

 

「ミシュラン・グリーンガイド」コレクションは、客観的で正確、明瞭でわかりやすい情報を

提供し、旅行者をサポートすることを常に目指しています。現在約 360 種類のガイドが約 10 か国

語で展開されています。 

 

ミシュランについて 

11 万 2,300 人の従業員を擁し、170 カ国以上で事業を展開するミシュランは、タイヤ製造の世界的

なリーダーです。持続可能なモビリティの向上を常に追求し、五大陸 17 カ国の 68 カ所の製造拠

点で、航空機、自動車、自転車、建設用機械、農業用機械、トラック、モーターサイクルなどの

あらゆる種類のタイヤを製造し、販売しています。また、旅行ガイド、ホテル・レストランガイ

ド、地図、ロードアトラスを発行するとともに、電子モビリティサポートサービスの

ViaMichelin.com を提供しています。研究開発は、ヨーロッパ、米国と日本にあるテクノロジーセ

ンターで行っています。 

 



 

日本のミシュランについて 

ミシュランの日本における歩みは、1964 年、浜松町・羽田空港間に新設されたモノレールへのミ

シュランスチールラジアル“X”タイヤの採用から始まりました。日本ミシュランタイヤは、日本

とアジア向けの乗用車用タイヤの研究開発を担うとともに、モーターサイクル用、乗用車・ライ

トトラック用、トラック･バス用から、航空機用、建設機械・農業機械用まで、幅広いレンジのタ

イヤを取り扱い、ガイドブック事業、ライセンスビジネスも展開しています。 

 

※ 画像と表紙画像はミシュラン WEBサイト・メディアセンター／報道関係者専用メニューのフォトライブラリー

（https://nihon.michelin.co.jp/media_center/）よりダウンロードしていただけます。 

この画像のご掲載時には “©MICHELIN”と表記願います。 

 

 

 


