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館山港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

館山炙り海鮮丼  
  

豊富な魚介類が水揚げされる館山市を主とした地場産の食材にこだわったメニューで、「炙り海鮮」「刺身＆カルパッチョサ

ラダ」「海鮮押し寿司＆野菜巻き寿司」の豪華三段丼となる『館山炙り海鮮丼』を是非一度ご賞味ください。 

 

  
 

 

所在地・開催地 
たてやま旬鮨 海の花 ／波奈総本店／休暇村館山／たて
やま温泉 千里の風 

アクセス 港より車で約 5～25分（約 1~11km） 

季節 通年 

関連リンク 
館山 新ご当地グルメ 
https://www.tateyama-gourmet.com/ 

お問合せ【館山新・ご当地グルメ推進協議会(一般社団法人館山市観光協会）】 

電話番号:0470-22-2000  メールアドレス:info@tateyamacity.com 

 

房州鮨  
  

好漁場に囲まれた館山は、一年を通じて季節の魚たちでにぎわいます。市内にはおいしい鮨をじっくり堪能できる鮨処が数

多くあり、昔ながらの房州鮨は、水揚げされたばかりの活きのいいネタを使うのはもちろん、鮨そのものが大きいことで有

名です。 

  
 

 

所在地・開催地 館山市内各所 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
房州鮨 
http://hanaumikaidou.com/archives/669 

お問合せ【一般社団法人 館山市観光協会】 

電話番号:0470-22-2000 メールアドレス:info@tateyamacity.com 

 

「“渚の駅”たてやま」  
  

客船ターミナルをはじめ、海洋民族をテーマとした「渚の博物館」、館山湾の生き物たちが間近で見られる「海辺の広場」、

名誉駅長である「さかなクン」が描いたイラストや愛用の衣装などを展示している「さかなクンギャラリー」など見どころ

いっぱいの海辺の交流拠点です。レストラン「館山なぎさ食堂」、お土産物屋「海のマルシェたてやま」もございます。 

  
  

所在地・開催地 〒294-0036千葉県館山市館山 1564-1 

アクセス 港より徒歩で約 5分（約 500ｍ） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

4台 

関連リンク 
「“渚の駅”たてやま」について 
http://www.city.tateyama.chiba.jp/minato/page100034.html 

お問合せ【館山市経済観光部観光みなと課】 

電話番号: 0470-22-3606  メールアドレス: minato@city.tateyama.chiba.jp 

https://www.tateyama-gourmet.com/
mailto:info@tateyamacity.com
mailto:info@tateyamacity.com
http://www.city.tateyama.chiba.jp/minato/page100034.html
mailto:minato@city.tateyama.chiba.jp
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南総里見まつり     

伏姫を始め南総里見八犬伝の中で活躍する八犬士に扮し、総勢約 200名余が戦国武者行列として海岸通りをパレード。特設

会場では八犬士の演武や本格的な合戦シーン、火縄銃の演武などが楽しめます。また、市内各地から集結した神輿の披露や、

山車、御船、屋台が共演する模様は圧巻。 

  
  

所在地・開催地 〒294-0045千葉県館山市北条 北条海岸付近 

アクセス 港より徒歩約 10分(約 1.0ｋｍ） 

季節 10月中旬 

関連リンク 
南総里見まつり 
https://tateyamacity.com/satomi/ 

お問合せ【南総里見まつり実行委員会（館山市観光協会内）】 

電話番号:0470-22-2000 

 

城山公園  
  

城山公園は館山市街の南側丘陵に位置し、かつて戦国時代の武将、里見氏の居城がありました。公園内には、椿・梅・桜・

ツツジ等の花木が小径をうずめ、季節に合わせて咲き誇ります。山頂には館山湾・館山市街を一望できる天守閣様式の館山

城（八犬伝博物館）、中腹には館山市立博物館本館があり、歴史の散策が楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒294-0036千葉県館山市館山 362  

アクセス 港より徒歩で約 12分（約 1.0ｋｍ） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

４台 

※要問合せ 

関連リンク 
館山城・城山公園 
https://www.tsukahara-li.co.jp/tateyama/index.html 
（城山公園管理事務所） 

お問合せ【城山公園管理事務所】 

電話番号: 0470-22-8854 メールアドレス:tsp-info@tsukahara-li.co.jp 

 

房総フラワーライン  
  

1月下旬から春には菜の花、夏にはマリーゴールドと、季節の花々が道沿いを彩ります。また、伊戸から相浜までの約６ｋ

ｍは昭和６１年に「日本の道百選」へ認定されました。 

周辺には、洲埼灯台、アロハガーデンたてやま、館山野鳥の森、安房神社などの観光スポットがあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒294-0311千葉県館山市坂井付近  

アクセス 港より車で約 30分（約 10ｋｍ） 

季節 春 

関連リンク 
房総フラワーライン（日本の道 100選） 
http://tateyamacity.com/archives/292 

お問合せ【一般社団法人 館山市観光協会】 

電話番号:0470-22-2000 メールアドレス:info@tateyamacity.com 

 

https://tateyamacity.com/
https://www.tsukahara-li.co.jp/tateyama/index.html
mailto:tsp-info@tsukahara-li.co.jp
http://tateyamacity.com/archives/292
mailto:info@tateyamacity.com
http://www.google.co.jp/maps/@34.9805722,139.8566948,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.9486032,139.8081912,17z
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赤山地下壕跡  
  

平成 16年 4月 1日より壕内の一部が公開された館山海軍航空隊赤山地下壕跡（通称：赤山地下壕）は、全長約 1.6kmと、

全国的にみても大きな壕で、館山市を代表する戦争遺跡のひとつです。 

終戦の日まで地下壕の建設工事が行われていたという証言もあり未完成であったことがわかっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒294-0033千葉県館山市宮城 192-2 

アクセス 港より車で約 5分（約 1.5ｋｍ） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

２台 

関連リンク 
赤山地下壕跡の見学 
http://www.city.tateyama.chiba.jp/syougaigaku/page001892.html 

お問合せ【館山市教育委員会生涯学習課】 

電話番号:0470-22-3698 l メールアドレス: syougaigaku@city.tateyama.chiba.jp 

入壕受付・予約は豊津ホール（0470-24-1911） 

 

アロハガーデンたてやま  
  

房総フラワーライン沿いにある県内最大規模を誇る動植物園「アロハガーデンたてやま」。園内は長さ 300メートルの連続

温室などがあり、亜熱帯植物や四季折々に咲き誇る花、1年中味わえる南国フルーツなど、ハワイアンな雰囲気をお楽しみ

いただけます。またカピバラやインコなどとも触れ合える人気スポットです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒294-0224 千葉県館山市藤原 1497 

アクセス 

港より車で 20分(約 12km) 

館山駅から JRバス南房パラダイス行 47分「南房パラダイ
ス前」下車すぐ 

季節 通年 

関連リンク 
アロハガーデンたてやま 
https://www.aloha-garden-t.com/ 

お問合せ【アロハガーデンたてやま】 

電話番号: 0470ー28-1511 

 

鴨川シーワールド  
  

「海の世界との出会い」をコンセプトに、生命の大切さとふれあいのすばらしさを感じ、楽しく学ぶことのできる日本を代

表する水族館です。海の王者シャチをはじめ、イルカやアシカのパフォーマンスのほか、自然環境を再現した展示を通して

800種 11,000点の川や海の動物たちに出会うことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒296-0041 千葉県鴨川市東町 1464-18  

アクセス 
港より車で 55分(約 35km) 

JR 安房鴨川駅より無料送迎バス約 10分 

季節 通年 

関連リンク 
鴨川シーワールド 
http://www.kamogawa-seaworld.jp/ 

お問合せ【鴨川シーワールド】 

電話番号: 04-7093-4803 

http://www.city.tateyama.chiba.jp/syougaigaku/page001892.html
mailto:syougaigaku@city.tateyama.chiba.jp
https://www.aloha-garden-t.com/
http://www.kamogawa-seaworld.jp/
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鋸山  
  

鋸南町と富津市の間に位置する人気の観光スポット鋸山（標高３２９.５ｍ）。ハイキングやスリル満点のロープウェーで山

頂に登ると３６０度の大パノラマが待ち受けています。 

南側斜面に鎮座する１０万坪の日本寺の境内には、日本一の磨崖仏（薬師瑠璃光如来）、千五百羅漢、百尺観音、地獄覗き

があり散策コースとなっています。 

  
 

 

所在地・開催地 千葉県安房郡鋸南町元名 184-4 

アクセス 
港より車で約 45分(24km) 

JR 浜金谷駅から登山口まで徒歩 10分 

季節 通年 

関連リンク 
鋸山 日本寺 
http://www.nihonji.jp/index.html 
 

お問合せ【鋸山 日本寺】 

電話番号: 0470-55-1103 

 

マザー牧場  
  

マザー牧場は、房総半島の山々や、東京湾や富士山の雄大な景色が見渡せる鹿野山（かのうざん）にあります。豊かな自然

とふれあうことができ、子供から大人まで楽しめる観光牧場として親しまれています。 

  
  

所在地・開催地 〒299-1601 千葉県富津市田倉 940-3 

アクセス 
港より車で 55分(約 40km) 

JR 佐貫町駅より路線バス 25分「マザー牧場」下車 

季節 通年 

関連リンク 
マザー牧場 
http://www.motherfarm.co.jp/ 
 

お問合せ【マザー牧場】 

電話番号: 0439-37-3211 

 

 
 

館山湾花火大会  
  

「館山湾花火大会」では、約一万発の花火が人々を魅了します。大小の花火が一斉に打ち上げられる特大スターマインに加

え、海面に扇状に開く直径約 250ｍの水中花火は迫力満点。 

また、花火をバックに全国学生フラメンコ連盟による、情熱的なフラメンコが披露され、会場が盛り上がります。 

   

 

所在地・開催地 〒294-0045千葉県館山市北条 北条海岸付近 

アクセス 港より徒歩約 10分（約 1.0ｋｍ） 

季節 毎年 8月 8日  

関連リンク 館山湾花火大会  https://tateyamacity.or.jp/ 

お問合せ【館山観光まつり実行委員会（館山商工会議所内）】 

電話番号:0470-22-8330 

http://www.nihonji.jp/index.html
http://www.motherfarm.co.jp/
https://tateyamacity.or.jp/
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ダイヤモンド富士 

 

  

富士山頂から太陽が昇る瞬間と夕日が沈む瞬間に、まるでダイヤモンドが輝くような光景が見られることがあり、この現象

をダイヤモンド富士といいます。館山では毎年 5月と 7月の 2回、館山湾越しの富士山に夕日が落ちていく姿を見ることが

できます。 

   

 

所在地・開催地 
館山市内各所「“渚の駅”たてやま」付近／北条海岸／城山
公園／伊戸だいぼ など 

アクセス 港より 0分～車で約 20分（0～約 10ｋｍ） 

季節 5月・7月 

関連リンク 
ダイヤモンド富士がみられるまち館山 
https://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/page100086.html 

お問合せ【一般社団法人 館山市観光協会】 

電話番号:0470-22-2000 メールアドレス:info@tateyamacity.com 

 

鶴谷八幡宮例大祭（やわたんまち）  
  

鶴谷八幡宮で国司祭の伝統を引き継ぎ 1000年以上行われている祭で、千葉県指定無形民俗文化財に指定されています。 

初日には順次 10社の神輿が入り、翌日には 5基の山車・御船が参加します。境内での、もみ・さしは大迫力です。 

    
所在地・開催地 〒294-0047千葉県館山市八幡 68 鶴谷八幡宮 

アクセス 港より徒歩約 30分（約 2.5ｋｍ） 

季節 9月中旬 

関連リンク 
鶴谷八幡宮 
https://tsurugaya-hachimangu.org/ 

お問合せ【一般社団法人 館山市観光協会】 

電話番号:0470-22-2000 メールアドレス:info@tateyamacity.com  

 

https://www.city.tateyama.chiba.jp/shoukan/page100086.html
mailto:info@tateyamacity.com
mailto:info@tateyamacity.com

