
昭和25年頃、佐世保に駐留していた米海軍が、地元の人々にレシピを伝えたのが
始まりといわれます。当時は外国人バー街などでアメリカ人向けに売られていま
したが、日本人の口に合うよう佐世保流にアレンジされ、現在の佐世保の味とし
て受け継がれてきました。今では店ごとに趣向を凝らしたハンバーガーが市民の
味として定着しています。

佐世保はハンバーガー伝来の地。

『それいけ！アンパンマン』でおなじみのやなせたか
し先生が佐世保バーガーボーイの生みの親。手作り
バーガーを実際に食べた先生が、愛情のこもった美
味しさをイメージして作ってくれたとか。ガールフ
レンドの「させぼのボコちゃん」（左）もキュート♪

佐世保バーガーボーイ
佐世保バーガーのイメージキャラクターは
アンパンマンの兄弟 !?

CHARACTER 佐世保市外の
ショップ

ショップ案内

Good!

ラッキーズ 鹿子前店

パールシーのシーサイドでどうぞ
人気No.1はパンと一緒にかみ切れる柔らかお肉のステー
キバーガー。スパイシーなジャポネソースは新鮮野菜や
炒め玉ねぎとも相性マル。

MAP
A-2

ステーキバーガー 570円（税込）ステーキバーガー 570円（税込）

鹿子前町1055  TEL：0956-28-4470
10:00～20:00/無休/23席
P有(パールシー駐車場)

1

バーガーハウス ダム

大人から子どもまで、みんな大好きな味
ボリューム満点100gパティを使用！新鮮野菜とベーコン＆目
玉焼に絡んだオーロラソースがクセになるおすすめの一品。

MAP
E-4

キングダムバーガー 800円（税込）キングダムバーガー 800円（税込）

ハウステンボス町1-1
(ハウステンボス内アムステルダムシティエリア）  
TEL：0956-27-0220
日～木10:00～21:00　金・土10:00～22:00
※季節により変更あり
無休/68席/P有（ハウステンボス駐車場）
※ハウステンボス場内のため、別途入場料が必要です。

23

ベルビーチ パールシー店

MAP
A-2

鹿子前町1058  TEL：0956-28-0655
平日9:00～17:00 土日祝9:00～18:00
夏季（7月～9月）9:00～19:30
元旦のみ休/P有（パールシー駐車場）

2

自家製のふかふかバンズに美味しさギュッ
自社のパン工房で焼くバンズに、数種類のスパイスを効かせた
昔ながらの手作りパティと甘めのマヨネーズ、そしてボリューム
たっぷりの具材がはさまれたスマイルでスペシャルなバーガー。

佐世保スペシャルバーガー 580円（税込）佐世保スペシャルバーガー 580円（税込）

冬季限定（11月～3月）九十九島かきバーガー 1個630円

Sasebo C＆B Burgers
 （サセボ シーアンドビー バーガーズ）

MAP
C-2

下京町3-1ラテスビル1F（四ケ町アーケード入口）
TEL：0956-55-6212
平日11：00～22：00
土日祝 10：00～22：00（OS21：30）
火曜休/20席

11

あなたもきっと好きになる、こだわりの味
国産肉100％の手ごねパティなど厳選された具材が皆さん
の思い出に残ること間違いなし！電話注文、持帰りもOK！
アーケードの入り口にてお待ちしております！

佐世保バーガーC＆B 700円（税込）佐世保バーガーC＆B 700円（税込）

ベルビーチ 本店

MAP
B-2

鹿子前町936-2  TEL：0956-28-7718
9:00～20:00/無休/P有

3

ジューシーなチキンに思わず笑顔が!!
とりもも肉をしっかり味付けして、カリッと揚げた「てりやき
チキンカツバーガー」は、子どもも大人も大好きな味！冬季
限定（11月～3月）九十九島かきバーガー 1個630円

大きなてりやきチキンカツバーガー 500円（税込）大きなてりやきチキンカツバーガー 500円（税込）

（有）佐世保バーガー 本店

★九州グルメグランプリ2位の味★
パールシーより車で4分、動植物園より車で2分。九十九島が一望できるバ
ーガーショップ。「本店だけの焼きたてプレミアムバンズ」と「日本一長崎和
牛」はモ～最高。目も舌も楽しめ、地元の人も多く集まるよ。1個300円～

MAP
B-2

船越町190  TEL：0956-28-2771
10:00～20:00/無休/120席/P80台

ベーコンチーズバーガー 600円（税込）ベーコンチーズバーガー 600円（税込）

4

グレインダイナー

お手頃価格でこのボリューム!!
自家製バンズに国産手ごねパティ・厚切ベーコン・ふわふわ
卵をサンド。特製コクソースが自慢です！24種の変わり種
バーガーもぜひ食べてみて！

MAP
B-1

比良町7-1　TEL：0956-23-0578
平日10:00～19:00 土祝11:00～19:00
日曜休（月曜日が祝日の場合日曜営業）
20席/P3台

ベーコンエッグチーズバーガー 500円（税込）ベーコンエッグチーズバーガー 500円（税込）

6

ハンバーガーショップ ヒカリ

手作りの味を頑固に守る老舗店
この店が学生向けに作ったのがジャンボバーガーの発祥。
市民に親しまれてきた味を守り、幅広い年齢層に愛される
バーガーは納得の旨さだ。

MAP
C-2

矢岳町1-1  TEL：0956-25-6685
10:00～20:00(OS19:45)
日曜～20:00 ※売切れ次第終了
水曜休/7席

7

ジャンボチキンスペシャルバーガー 630円（税込）ジャンボチキンスペシャルバーガー 630円（税込）

ビッグマン 京町本店

譲れない！発祥店のこだわり
食べログ口コミNo1。40余年の実績が作り出す1日1,000個売れ
たバーガー。口の中でジュワッと旨みがしみ出す自家製ベーコンは、
ベーコンエッグバーガー発祥店のこだわりの味。電話注文可。

MAP
C-2

上京町7-10  TEL：0956-24-6382
10:00～22:00 （21:30オーダーストップ）
不定休/15席

ベーコンエッグバーガー 702円（税込）ベーコンエッグバーガー 702円（税込）

10

ベースストリート 防空壕店

防空壕の中のハンバーガー店！
戦時中に作られた防空壕の中で、元洋食シェフが焼き上げ
る肉厚でふわふわたまごのハンバーガー。

MAP
C-2

戸尾町5-28 （とんねる横丁） TEL：0956-25-0488
12：00～日没まで営業
※売切れ次第終了、又は時間延長あり
木曜定休/6席（屋外イートスペース有）

ベーコンエッグチーズバーガー 630円(税込)ベーコンエッグチーズバーガー 630円(税込)

12

ログキット 佐世保駅店

佐世保駅に老舗店が登場！
ボリューム満点のバーガーを旅のお供、お土産にいかが?
電車の時間に合わせて作ってくれるので、予め電話予約を
しておくのがオススメ！

MAP
C-2

三浦町21-1 TEL：0956-22-9000
10:00～20:00(OS)　
無休/テイクアウトのみ/20分無料P有

スペシャルバーガー（レギュラー） 880円（税込）スペシャルバーガー（レギュラー） 880円（税込）

13

ホテルリソル佐世保 2F「ボンサブール」

個性派ぞろいのホテル発!!させぼバーガー
人気No1のベーコンエッグバーガーをはじめ、佐世保に伝
来した当時の味を長崎和牛を使って再現した復刻バーガ
ーなど全てポテト付き！！テイクアウトもOK！

MAP
C-2

白南風町8-17（JR佐世保駅前・バスセンター上） 
TEL：0956-24-9269
11:30～14:00  17：30～21：00
無休  但し、予告なく店休日となる場合もございます。
54席

ベーコンエッグバーガー 680円(税込)ベーコンエッグバーガー 680円(税込)

14

Stamina本舗 Kaya（伽　）本店

これぞStamina本舗 Kayaバーガー
Kayaのバーガーはボリュームたっぷり♪ありたどりを使ったチキンかつれつバー
ガーもおすすめ！当店の駐車場が満車の場合は、当店前のイオン様のご厚意によ
り、お客様の駐車の許可をいただいておりますので、そちらをご利用ください。

MAP
D-2

大和町113-2  TEL：0956-34-4181
10:00～20:00/月曜休(祝日の場合は営業)
テイクアウトのみ/P20台

15

スペシャルバーガー 580円（税抜）スペシャルバーガー 580円（税抜）

耶

サンドウィッチ ロン

ロンサンドを生んだママの店
佐世保っ子なら誰でも知っている老舗のサンドウィッチ店。
カリッとした独自の食感のバンズに手作りマヨネーズと
ミートローフは多くのファンを魅了してきた味。

MAP
D-2

大和町843-6  TEL：0956-32-2004
平日10:00～18:00 土日祝9:00～18:00
不定休/1４席/P平日４台 日曜12台

ロンバーガー（Mサイズ） 510円（税込）ロンバーガー（Mサイズ） 510円（税込）

16

もみじの香り

こだわりの国産素材！安心安全な一品です！
それだけ食べても美味しい特製バンズは九州産小麦使用。
パティは九州産美味牛100%！個数限定なのでお早めに。

MAP
E-2

もみじが丘町40-1  TEL：0956-20-0301
7:00～19:00/火曜休(祝日の場合は営業)
20席/P有

17

もみじのスペシャル佐世保バーガー 600円（税抜）もみじのスペシャル佐世保バーガー 600円（税抜）

ハンバーガーショップ あいかわ

国産黒毛和牛100%の贅沢パティ
口に入れるとジュワッと溢れる肉汁とふんわりくずれる柔
らかな食感のパティ。ベーコンも自家製で、肉にとことん
こだわったスペシャルバーガー!!

MAP
E-3

有福町297-20　TEL：0956-58-2981
テレホンオーダー用フリーダイヤル0120-58-4029
11:00～18:30（ラストオーダー18:15まで）
元旦のみ休/16席/P22台（共通）

Aikawaスペシャルバーガー 800円（税込）Aikawaスペシャルバーガー 800円（税込）

18

レストラン ローレライ

レストランでいただくバーガー
程よい甘さの特製ソースが牛肉100％のパティと絡んで美
味しさアップ。半熟卵とシャキッとした食感の新鮮野菜が
やみつきになる味。

MAP
E-4

南風崎町449  TEL：0956-59-3939
11:00～22:30(OS22:00)/無休/80席
P250台

佐世保バーガー（ポテト付） 780円（税込）
※お持ち帰りバーガー 680円（税込）
佐世保バーガー（ポテト付） 780円（税込）
※お持ち帰りバーガー 680円（税込）

19 EVER CAFE 

ハウステンボスの運河を眺めながら癒しのひとときを
観覧車も見える絶景のロケーション。天気が良い日はオープンカフェにもな
る。オリジナルスパイスが効いたパティに特製のソースやマヨソース、タマゴサ
ラダやベーコンなど数種類の具材がたっぷり。修学旅行生限定メニューも。

MAP
E-4

ハウステンボス町8-4(ハウステンボス内アトラクションタウンエリア)
TEL：0956-27-0324
9:00～20:30(ハウステンボス営業時間により変更有)
無休/30席（テラス席有）/P有（ハウステンボス駐車場）

佐世保バーガー 650円（税込）佐世保バーガー 650円（税込）

※ハウステンボス場内のため、別途入場料が必要です。

22ミサロッソ

ふっくらバンズにダブルのパティ
3分割した自家製バンズにベーコン、エッグ、チーズ、2枚の
パティをサンド。旨さも怪物級のミサモンスターは特製の
甘辛ソースが味の決め手。

MAP
C-1

万徳町2-15  TEL：0956-24-6737
10:00～20:00
月曜休(祝日の場合は営業、火曜休)
20席/P4台

ミサモンスター 680円（税込）ミサモンスター 680円（税込）

5

（有）佐世保バーガー 三川内店

させぼ四季彩館にあるこだわりの佐世保バーガー
ふわふわのプレミアムバンズは本社パン工房で手作り、パ
ティは日本一に輝いた長崎和牛を使っています。九州グル
メグランプリで2位を受賞。バーガーは300円～

MAP
F-2

三川内本町289-1 TEL：0956-30-7744
月～土11:00～17:00 日曜10:00～17:00
不定休/P有（四季彩館駐車場）

26

スペシャル佐世保バーガー 700円（税込）スペシャル佐世保バーガー 700円（税込）

佐世保バーガーのブランドの価値を維持するため、
ハンバーガー伝来の地「佐世保」の店舗としての誇り
を持ち、佐世保市民のみならず観光客の皆さんに安
心・安全な手づくりの「佐世保バーガー」を提供して
いくため、平成22年佐世保バーガー事業協同組合
を設立しました。

SASEBOBURGER
ASSOCIATION 
公式ロゴマークです

佐世保で愛され続ける
手づくりの味

長崎県大村市玖島1-15-1
（ボートレース大村 フードコート内）
TEL.0957-54-4111（内線203） 

Stamina本舗 Kaya  大村店

長崎県北松浦郡佐々町須崎免502
TEL.0956-62-6396

ビッグマン　佐々店

長崎県西海市西彼町喰場郷1683-4
（ポートホールン長崎/ホーランドビレッジ株式会社内）
TEL.080-2709-8678

HOORN CAFÉ

シーフードワーフ ダム

最高級A5ランク和牛使用
長崎県産　A5ランクの和牛を使用したパティに自家製
シャンピリアンソース（甘酸っぱい）をかけた贅沢なハン
バーガーです。

24

長崎和牛バーガー 980円（税込）長崎和牛バーガー 980円（税込）

MAP
E-4

ハウステンボス町1-1（ハウステンボス内 ハーバータウン地区）
日～木10:00～21:00　金土10:00～22:00
テイクアウトのみ/無休/P有（ハウステンボス駐車場）
※ハウステンボス場内のため、別途入場料が必要です。

カフェテラス「カメリア」
ホテルオークラJRハウステンボス20

ホテルシェフが創るこだわりの味を満喫！！
ホテル内ベーカリーショップ「サイラー」のバンズと甘辛い
自家製ソースが自慢の逸品。ソースにからまる半熟卵とジュ
ーシーなパティの肉汁が絶妙なハーモニーです。

MAP
E-4

ホテルオークラJRハウステンボス
TEL：0956-58-7111
14:00～21:00（天候、季節により営業日・時間
が変更になる場合あり）/P有
※17:00～21:00はテイクアウトのみ

佐世保バーガーカメリア風
フライドポテト付 1,300円（税込）
佐世保バーガーカメリア風
フライドポテト付 1,300円（税込）

ビッケンビッケン

オランダ産ゴーダチーズが最高
港町　ハーバータウンにあるバーガーハウスです。
肉厚のパティがジューシーで、食べ応え抜群のハンバーガ
ーに仕上げました。

MAP
E-4

ビッケンスペシャルチーズバーガー 800円（税込）ビッケンスペシャルチーズバーガー 800円（税込）

ハウステンボス町1-1（ハウステンボス内 ハーバータウン地区）
日～木10:00～21:00　
金土祝前日10:00～22:00
テイクアウトのみ/無休/P有（ハウステンボス駐車場）
※ハウステンボス場内のため、別途入場料が必要です。
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Q
Q&A

佐世保バーガーってどんなバーガー？

佐世保バーガーって総称だから
店名やメニューのことじゃないんだよ。

Q 佐世保バーガーって大きいんでしょ？

大きさじゃないよ。
お店によって大きさも味も違うんだよ。

Q 「佐世保バーガー」の元祖は？

佐世保の全てのバーガー店みんなで、
平成13年にまちづくりの一貫として
ＰＲをはじめたんだよ。

佐世保バーガー事業協同組合公認キャラクター
「ジュリアン君」

ログキット 本店

味も大きさもまさにスペシャル
ビーフ100％のジューシーなパティと肉厚ベーコン、野菜も
盛りだくさん。しっかりお食事感覚でいただけるバランス満
点のバーガー。ホットドッグやタコスも人気！電話注文OK!

MAP
C-2

矢岳町1-1 （佐世保中央ICすぐそば） 
TEL：0956-24-5034
10:00～21:00(OS) 日曜～20:00
火曜休/23席

8

スペシャルバーガー 880円（税込）スペシャルバーガー 880円（税込）

Chef’s Shop Fujii
 （シェフ ショップ フジイ）

行列ができる評判のお店です
フランス料理50年以上の実績ある料理長が作るグルメバ
ーガーは、ソースとの組み合わせがとてもGOOD! クラシカ
ルな雰囲気のお店で、バーガー以外のメニューも充実。

MAP
E-4

ハウステンボス町1-1
（ハウステンボス内アトラクションタウン）
TEL：080-2709-8678
9:00～21:00（季節で変わります）　
無休/P有（ハウステンボス駐車場）

21

チーズバーガー 700円（税込）チーズバーガー 700円（税込）

※ハウステンボス場内のため、別途入場料が必要です。

佐世保玉屋  喫茶ローゼ

MAP
C-2

栄町2-1 佐世保玉屋6F 
TEL：0956-23-8181
10:30～19:00(OS18:30)
元旦のみ休/37席

9

ちょっと甘めのマヨネーズと相性抜群!!
国産のパティと新鮮な長崎県産の野菜を使用。玉屋オリ
ジナルマヨネーズと特製ソースで仕上げました。佐世保玉
屋バーガー365円～

佐世保玉屋ベーコンエッグバーガー 485円（税込）佐世保玉屋ベーコンエッグバーガー 485円（税込）



駐車マナーを守って楽しもう！

ドライバーのみなさんへ
路上駐車はご遠慮ください。
近くの有料駐車場のご利用をお願い
します。
待ち時間等は車のエンジン
を止めてエコにご協力
ください。

マナーUP！マナーUP！

市街地マップ

5
km

10
km

KUJUKUSHIM
A

佐世保観光のお問い合わせ

SINCE 1950

佐世保バーガー情報
佐世保バーガーをめぐって佐世保観光

佐世保バーガーボーイオリジナルグッズ

ハンバーガーの街 佐世保へのアクセス

A

1

4

2

3

B C D E F

F

JR佐世保駅構内　佐世保観光情報センターで販売中!!

佐世保観光情報センター（JR佐世保駅構内）

博多駅 佐世保駅特急「みどり」約1時間50分

西九州道　 佐世保みなとIC又は佐世保中央IC下車

長崎空港 西肥バス約1時間30分 佐世保駅前

長崎空港 乗合ジャンボタクシー約55分 佐世保駅前

公式ガイドマップ

E

N

S

W

「佐世保バーガーを食べながら佐世保観光を楽しみたい！」そんな時は『佐世保観光情報
センター（JR佐世保駅構内）』でガイドマップや情報を手に入れよう。観光スポット・イ
ベント・催事・バーガー店情報・観光バス案内など情報満載。便利なモバイルサイトでも
情報発信中。

◎ 佐世保の観光情報がすぐに手に入る! www.sasebo99.com/

SASEBO 佐世保の旅がもっと楽しくなる！

Sightseeing

Goods

Access

★★

佐世保バーガーボーイ
ストラップ    　　　  500円

させぼのボコちゃん
ストラップ               500円

佐世保バーガーボーイ
ピンバッジ    　　　 450円

佐世保バーガーボーイ
クッキー18枚入      780円

佐世保バーガーボーイステッカー
A4サイズ    　　　 756円

SASEBOステッカー
10cm×10cm   　 324円

佐世保バーガーボーイ
キャンディー
オレンジ味20粒入り 
                 648円

佐世保バーガーボーイ
Tシャツ  2,160円

▲
▲
▲

▲

▲
▲

▲

長崎空港
福 岡

SASEBO

ハウステンボス

バーガーでお腹いっぱいになったら、ハウステンボス
でお散歩はいかが。街を流れる運河や四季の花々
に心癒されるはず。アミューズメント施設や
楽しいイベントがたくさん。

おすすめ観光スポット

C ハウステンボス/J-13893C ハウステンボス/J-13893

九十九島
パールシーリゾート

ハンバーガーを九十九島（くじゅうくしま）の海を走る遊覧船
「パールクィーン」や「みらい」の船上で絶景を見ながら味
わうもよし、マリーナをのぞむ芝生広場でのんびり食べ
るもよし。食後は、九十九島水族館海きららで
イルカのプログラムやクラゲシンフォ

ニードームを楽しもう。

おすすめ観光スポット

西海国立公園
九十九島

佐世保湾外から北へ、平戸までの約25kmの海域には、
複雑に入り組んだリアス海岸と208の島々が織り
なす美しい自然景観が広がっています。ほぼ全域
が1955年に西海国立公園に指定され、
海岸線の80%以上が自然海岸の

まま保全されています。

おすすめ観光スポット

さるくシティ
4O3アーケード
（市街地エリア）

おすすめ観光スポット

SASEBO BURGERSASEBO BURGER

TEL.0956-22-6630

100円硬貨が

距離の目安にしてね！
約1Km

グリーンのルートにバーガーあり！

佐世保バーガーロード

くじゅうくしま

全長約1Kmのアーケードでショッピングも
楽しめる佐世保の繁華街。アメリカを身近に
感じる港街ならではの、外国人バーや歴史
的な建物もみどころのひとつです。

C EA B D

2017年5月の情報です。事前に店舗へご確認ください。!


