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　にぎわい交流館阿久根駅

　市場食堂「ぶえんかん」

阿久根うに丼祭り，阿久根伊勢えび祭り

平成26年5月にリニューアル。ホールを兼ねた待合室やキッズ
スペース，売店などがあり，木材が多く使われたおしゃれな駅
舎です。
【アクセス】 肥薩おれんじ鉄道阿久根駅
【問い合わせ】 0996-73-4850

前浜で水揚げされた阿久根の新鮮なお魚料理が大人気。
【営業時間】 朝/11:00～14:30、物産/10:00～15:00
 定休日毎週水曜日 
【アクセス】 肥薩おれんじ鉄道阿久根駅から徒歩10分
【問い合わせ】 0996-73-2211

豊富な海の幸を活かして，春はうに丼祭り，秋は伊勢えび祭り
を開催しています。
東シナ海の豊かな地磯で育った「ムラサキウニ」や「伊勢え
び」をぜひご賞味下さい。
【問い合わせ】 阿久根市観光連盟 0996-72-3646

　霧島アートの森

　名水百選「丸池湧水」

湧水プリン

霧島連山の西、栗野岳の標高約700メートルの高原にオープン
した、優れた芸術作品や自然に触れ親しむことのできる本格的
な野外美術館です。
【アクセス】 肥薩線栗野駅下車後，湧水町営ふるさとバス、
 または車で約20分
【問い合わせ】 0995-74-5945

日本名水百選「丸池」は，霧島山麓の水が透明度の高い池の砂
底を押し上げて滾々と湧き出しています。
【アクセス】 肥薩線栗野駅構内から跨線橋（無料）を
 渡ってすぐ
【問い合わせ】 霧島山麓湧水町観光協会　0995-74-5690

地元の牛乳・無農薬のえさを食べて育った鶏が産んだ卵などこ
だわり食材で作った濃厚なめらかプリンです。
【問い合わせ】 霧島山麓湧水町観光協会　0995-74-5690

　枕崎駅

　明治蔵（薩摩酒造花渡川蒸留所）

枕崎鰹船人めし

ＪＲ日本最南端の始発・終着駅「枕崎駅」
【アクセス】 指宿枕崎線枕崎駅
【問い合わせ】 枕崎市水産商工課　0993-72-1111

日本の蒸留酒・本格焼酎の文化や歴史、人々の暮らしとの関わ
りを楽しく紹介してます。
【アクセス】 指宿枕崎線枕崎駅から車で約５分
 指宿枕崎線枕崎駅から鹿児島交通今岳行き
 約5分「花渡橋」下車すぐ
【問い合わせ】 0993-72-7515

第2・3回鹿児島県商店街グルメグランプリ王者を連続獲得した
鰹尽くしの逸品。鰹の切り身が載せられた丼に、枕崎産本枯れ節
を使用した出汁をかけていただきます。鰹節生産量日本一を誇る
鹿児島県ならではの本物の味。枕崎市内9店舗で展開中です。
【問い合わせ】 枕崎市水産商工課　0993-72-1111

　重富海水浴場

　日本一の巨樹  蒲生の大クス

加治木まんじゅう

白砂青松が数百メートルに及び、干潟を通して桜島を正面に望
む雄大な景観が楽しめる海水浴場です。
【アクセス】 日豊本線姶良駅から徒歩10分
【問い合わせ】 姶良市商工観光課　0995-66-3111

蒲生八幡神社境内にそびえ立つ大楠は、樹齢約1,500年、根周
り33.5メートル、目通り幹囲24.22メートル、高さ約30メー
トルと日本で一番大きな樹木です。環境庁が昭和63年に実施し
た巨樹・巨木林調査で、正真正銘日本一に認定されています。
【アクセス】 日豊本線帖佐駅からバスで20分
【問い合わせ】 姶良市商工観光課　0995-66-3111

もち米とこうじを主とした独特な甘酒を使用していて、ふっくら
とした生地とおいしいあんこが人気。
【問い合わせ】 姶良市商工観光課　0995-66-3111

曽於市

霧島市

　道の駅たからべ　きらら館

　溝ノ口洞穴

　悠久の森ウォーキング大会

地元の新鮮野菜をはじめ，レストランでは黒豚ナンコツ味噌煮
丼が大好評。日替わりのワンコインランチも人気です。1月，4
月，7月，10月の1日が休館です。
【アクセス】 日豊本線財部駅から徒歩10分
【問い合わせ】 0986-28-5666

霧島山系の湧き水が侵食し，数千年の長い年月をかけて作られ
たと言われており，横13.8ｍ，高さ8.6ｍになります。
【アクセス】 日豊本線財部駅から車で15分
【問い合わせ】 曽於市経済課　0986-76-8808

　大隅横川駅
ホームの柱には、第二次世界大戦時にアメリカ
軍戦闘機から攻撃を受けた機銃掃射の痕が残っ
ており、歴史的にも貴重な建物です。
【アクセス】 肥薩線大隅横川駅
【問い合わせ】 霧島市観光課　0995-45-5111

毎年11月に全国遊歩百選の森「悠久の森」で紅葉を満喫しなが
ら，往復7kmを歩きます。
【アクセス】 日豊本線大隅大川原駅から徒歩約10分
【問い合わせ】 曽於市経済課　0986-76-8808

　嘉例川駅

かれい川弁当

明治36年に開業し100余年の歳月を刻んできました。木造の味
わい深い駅舎は、見物に訪れる人が後を断ちません。
【アクセス】 肥薩線嘉例川駅
【問い合わせ】 霧島市観光課　0995-45-5111

九州駅弁グランプリで3年連続1位に輝いた実績を持つ。地元の
素材を使い素朴で懐かしい味わいを出しています。
【販売先】 肥薩線嘉例川駅（事前に予約必要）
【問い合わせ】 霧島市観光課　0995-45-5111

　明治日本の産業革命遺産

◆旧集成館（尚古集成館・仙巌園・異人館） ◆寺山炭窯跡

日本を強く豊かな国にするため、薩摩藩主・島津斉彬により開始された集成館事業の関連施設が、「明治日本の
産業革命遺産」として世界文化遺産に登録されました。

◆関吉の疎水溝

　桜島
鹿児島のシンボルといわれる桜島は、今も噴煙を上げ灰を降らせている世界的にみても有名な活火山で、大正3年の大
噴火により大隅半島と陸続きになりました。桜島とその目の前に広がる錦江湾は、平成25年9月に「桜島・錦江湾ジオ
パーク」として日本ジオパークに認定されています。
【アクセス】 鹿児島中央駅から市電乗り換え「水族館口」で下車。桜島フェリー乗り換え約15分。
【問い合わせ】 鹿児島市ジオパーク推進室　099-216-1313　砂むし温泉「砂楽」

　たまて箱温泉

　西大山駅

指宿と言えば「砂むし温泉」！
温かい砂の中に寝転んで気分爽快！
大人1080円。年中無休。20：30まで。
【アクセス】 指宿枕崎線指宿駅からバスで４分。徒歩15分。
【問い合わせ】 0993-23-3900

露天風呂「たまて箱温泉」は、眼下に広がる大海原と開聞岳を
一望できる和風露天風呂と、奇岩・竹山が楽しめる洋風露天風
呂です。湯船に浸かると海に浮かんでいるような気分を味わう
ことができます。奇数日と偶数日で男女の利用できる露天風呂
が入れ替わります。
【アクセス】 指宿枕崎線山川駅から車で10分
【問い合わせ】 0993-35-3577

JR日本最南端の駅として知られる西大山駅は、正面に開聞岳を望
む素晴らしい景観が自慢。駅前に立つポストは、指宿を代表する
花・菜の花の黄色で、幸せを運ぶポストとして人気沸騰中です。
【問い合わせ】 指宿市観光課　0993-22-2111

　知覧特攻平和会館

　番所鼻自然公園

知覧は太平洋戦争末期、陸軍の特攻基地が置かれた街です。世
界の恒久平和を願い建立した平和会館には，特攻隊員として戦
死した若者達の遺影や遺品、家族や恋人などに宛てた手紙など
が展示されています。
【アクセス】 指宿枕崎線平川駅，指宿枕崎線喜入駅からバスで約30分
 鹿児島中央駅からバスで約1時間20分
【問い合わせ】0993-83-2525

　釜蓋大明神
釜の蓋を頭に載せるユニークな参拝方法で知られ，開運・勝負
に御利益があるとされる神社です。年中参拝可。
【アクセス】 指宿枕崎線頴娃大川駅から車で５分又は徒歩で約10分
【問い合わせ】釜蓋神社管理運営委員会　0993-38-0024

伊能忠敬が「天下の絶景」と賞賛した景勝地。「薩摩富士（開
聞岳）」と海岸線を一望できます。国内唯一の観光養殖場「タ
ツノオトシゴハウス」が隣接。
【アクセス】 指宿枕崎線水成川駅から車で3分又は徒歩で約15分
【問い合わせ】南九州市商工観光課観光係　0993-83-2511

　沈家伝世品収蔵庫

　徳重神社

　湯之元温泉

慶長3年（1598年）に初代沈当吉が薩摩に渡来してから今日ま
で、沈家に伝来した作品を展示・紹介するために建てられた施設。
2010年のパリでの展示作品を中心に、観光・教育の視点に立ち、
薩摩焼の歴史を時代ごとに分かりやすく展示・解説してあります。
【アクセス】 鹿児島本線東市来駅から徒歩20分
【問い合わせ】 099-274-2358

関ヶ原の合戦で徳川本陣の真っ只中を敵中突破した島津義弘公
の菩提寺であった妙円寺が明治２年の廃仏毀釈で廃寺になり、
その跡地に創祀された神社です。現在も続く鹿児島の代表的な
伝統行事「妙円寺詣り」の舞台となっています。
【アクセス】 鹿児島本線伊集院駅から徒歩５分
【問い合わせ】 日置市観光協会　099-248-7380

かつては薩摩藩直営の温泉地。泉質は単純硫黄泉で，昔ながら
の宿が混在する温泉街には，気軽に利用できる共同浴場や貸切
風呂も充実しています。
【アクセス】 鹿児島本線湯之元駅から徒歩７分
【問い合わせ】 日置市観光協会　099-248-7380

　薩摩藩英国留学生記念館

串木野まぐろラーメン

　薩摩串木野まぐろの館

いちき串木野市は，近代日本の黎明を告げた薩摩藩英国留学生渡欧の
地。2014年に開館した薩摩藩英国留学生記念館は，留学生の旅路と
その後の人生について紹介し，彼らの功績を後生に伝えています。
【アクセス】 鹿児島本線串木野駅から車で約15分又はいわさきバス
 ネットワーク羽島・土川線「羽島小前」下車後徒歩約5分
【問い合わせ】0996-35-1865

いちき串木野市は，まぐろ船籍日本一を誇るまぐろのまちです。まぐろラー
メンは，市内7店舗で提供中。まぐろの頭などでダシをとったスープはあっさ
り味で女性にも大人気。麺は中細ちぢれ麺でスープによく絡んで美味です。
さらにお好みでスープにわさびを溶かすと，また違った味を楽しめます。
【問い合わせ】串木野まぐろラーメン共栄会事務局　099-32-2061

2013年12月にオープンした全景がまぐろ船の形になっている
海の幸・山の幸が豊富な物産館。まぐろ料理の専門店「松榮
丸」では，ボリューム満点のまぐろ料理が楽しめます。
【アクセス】 鹿児島本線串木野駅から車で13分又は
 鹿児島本線神村学園前駅から徒歩約8分
【問い合わせ】0996-29-5515

　新田神社

　入来麓武家屋敷群

市街地のほぼ中心部、神亀山に建つニニギノミコトを主祭神と
する神社。薩摩国一の宮とされています。
【アクセス】 JR川内駅・肥薩おれんじ鉄道川内駅から車で約10分
 川内駅からくるくるバス（市内循環バス・東回り）で約20分
【問い合わせ】0996-22-4722
　甑島
マンガ『Dr.コトー診療所』の舞台として知られる甑島。多様
な海岸景観をはじめとした優れた景観などが評価され、平成27
年3月16日に国定公園に指定されました。
【アクセス】 高速船甑島が川内~甑島航路に就航！川内駅から川内
 港ターミナルまでは「川内港シャトルバス」が運行
【問い合わせ】こしきしま観光局　0996-25-1140

入来は、鎌倉時代に地頭職であった関東の渋谷氏がこの地に入
り「入来院」と名乗って支配した荘園。茅葺き屋根に修復され
た国指定重要文化財の旧増田家住宅が見学できます。
【アクセス】 JR川内駅・肥薩おれんじ鉄道川内駅から車で25分
 （路線バスあり。入来支所前バス停下車）
【問い合わせ】 薩摩川内市教育委員会文化課　0996-23-5111

　出水麓武家屋敷群

　出水市ツル観察センター

いずみ親子ステーキごはん

国の重要伝統的建造物群に選定されている武家屋敷群
公開武家屋敷「竹添邸」「税所邸」年中無休、9:00～17:00、
無料。
【アクセス】 ＪＲ出水駅・肥薩おれんじ鉄道出水駅から、
 車で５分又は徒歩で約25分
【問い合わせ】 出水市公開武家屋敷「竹添邸」0996-62-5505

ねぐらとなっている干拓地に隣接する展望所で２階展望室から
はツルの優雅な舞や、エサをついばむ姿が観察できます。
【アクセス】 ツルの観察シーズン（12月～2月末）は出水駅
 から周遊バスがあります。
【問い合わせ】 出水市観光協会　0996-79-3030

鶏肉・鶏卵の産出額全国第２位を誇る出水市の新・ご当地グル
メです！
各店舗でオリジナルのステーキごはんを召し上がれます。
【問い合わせ先】出水市観光交流課　0996-63-2111

【アクセス】日豊本線鹿児島駅から南国交
通バス（10号線方面線）、鹿児島交通バ
ス・いわさきバス（姶良・国分方面行き）
「仙巌園前」バス停下車すぐ
　鹿児島中央駅からカゴシマシティ
ビュー、まち巡りバス、南国交通バス（10
号線方面線）、鹿児島交通バス・いわさき
バス（姶良・国分方面行き）「仙巌園前」
バス停下車すぐ

【問い合わせ】・尚古集成館　099-247-1511　・仙巌園　099-247-1551　・異人館　099-247-3401

【アクセス】鹿児島中央駅から南国交通バ
ス（宮之浦団地線）「三州原学園前」バス
停下車、徒歩約20分
【問い合わせ】
鹿児島市教育委員会文化財課 
099-227-1962

【アクセス】鹿児島中央駅から南国交通バ
ス（伊敷団地線、緑ヶ丘団地線、本城線）
「関吉の疎水溝入口」バス停下車、徒歩約
8分
【問い合わせ】鹿児島市教育委員会文化財課
099-227-1962

「シャングリラの華」かごしまのかごしまの旅旅鉄道でいく1
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