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清水港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

マグロ  
  

清水港は、マグロの水揚げ日本一を誇っており、水揚げされたマグロは清水魚市場「河岸の市」やエスパルスドリームプラ

ザの「清水すし横丁」などの市内の寿司店でお召し上がりいただけます。 

また、「清水すし横丁」にある「大漁市場」では寿司の握り体験をすることもできます。 

  
 

 

所在地・開催地 

岡市清水区島崎町 149 清水港市場 河岸の市 

静岡市清水区入船町 12-15 エスパルスドリームプラザ 
清水すし横丁 

他市内寿司店等 

アクセス 係留バースより徒歩 5-15 分(1-3km) 

季節 通年 

関連リンク 

エスパルスドリームプラザ 
http://www.dream-plaza.co.jp/ 
清水魚市場「河岸の市」 
http://kashinoichi.com/ 
 

お問合せ 【公益財団法人 するが企画観光局】 

電話番号 054-251-5880  | メールアドレス： info@suruga-mtb.or.jp 

ホームページ: http://www.visit-shizuoka.com/ 

 

お茶  
  

清水港がある静岡は、日本一の茶の産地です。市内には茶を扱う店が多くあり、まろやかで香り高い茶を楽しむことができ

ます。 

また、４月から 10 月上旬までの期間では「日本平お茶会館」等で茶摘み体験ができます。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒424-0926 静岡市清水区村松 4046-1 日本平お茶会館 

他、市内茶販売店等 

アクセス 

散策・ツアー：港より車 25 分(8km) 

個人：係留バースより、しずてつジャストラインバス・日
本平線・日本平石碑前下車、徒歩 5 分（港から 17 ㎞） 

季節 通年、4 月下旬から 10 月上旬（茶摘み体験） 

関連リンク 
一般財団法人 日本平お茶会館 
http://www.ocha-kaikan.jp/index.html 

お問合せ 【公益財団法人 するが企画観光局】 

電話番号: 054-251-5880 メールアドレス： info@suruga-mtb.or.jp 

ホームページ: http://www.visit-shizuoka.com/ 

 

桜えび  
  

日本一深い湾である駿河湾は、日本で唯一桜えびが漁獲されます。桜えび漁は春と秋の年２回行われています。漁期にだけ

味わえる「生桜えび」をはじめ、釜揚げや素干しなど、一年を通じていろいろな味わいを楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒421-3111 静岡市清水区由比今宿字浜 1127 由比港漁
協 浜のかきあげや 

アクセス 

ツアー：係留バースより 15 分（13 ㎞） 

個人：係留バースより JR 東海道線・JR 由比駅下車、徒歩
15 分（港から 2 ㎞） 

季節 通年 

関連リンク 
由比港漁協 
http://www.yuikou.jp/index.html 

お問合せ 【公益財団法人 するが企画観光局】 

電話番号: 054-251-5880  メールアドレス： info@suruga-mtb.or.jp 

ホームページ: http://www.visit-shizuoka.com/  

http://www.dream-plaza.co.jp/
http://kashinoichi.com/
mailto:info@suruga-mtb.or.jp
http://www.visit-shizuoka.com/
http://www.ocha-kaikan.jp/index.html
mailto:info@suruga-mtb.or.jp
http://www.visit-shizuoka.com/
http://www.yuikou.jp/index.html
mailto:info@suruga-mtb.or.jp
http://www.visit-shizuoka.com/
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清水港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

静岡おでん  
  

静岡では駄菓子屋・弁当屋などが寒暖問わず一年を通して、おでんを売っています。 

屋台街から発展した「青葉おでん街」や「青葉横丁」では常連さんとの会話を楽しみながら各店で受継がれる真っ黒なスー

プに入った黒はんぺんや牛スジなどにダシ粉をかけて食べると心も体も暖まります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒420-0034 静岡市葵区常磐町 1-8 青葉横丁 

アクセス 

ツアー：係留バースより 30 分（23 ㎞） 

個人：係留バースより静岡鉄道・新静岡駅下車、徒歩 10

分（港から 23 ㎞） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク  

お問合せ 【公益財団法人 するが企画観光局】 

電話番号: 054-251-5880 メールアドレス： info@suruga-mtb.or.jp 

ホームページ: http://www.visit-shizuoka.com/  

 

エスパルスドリームプラザ  
  

清水シーサイドの複合施設。寿司店が軒を連ねる「清水すし横丁」、清水出身のさくらももこさんの作品世界を再現した「ち

びまる子ちゃんランド」といったテーマパークをはじめ、駿河湾を一望できる大観覧車や映画館、お土産コーナー「駿河み

やげ横丁」などがあり、一日楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒424-0942 静岡市清水区入船町 12-15 エスパルスドリ

ームプラザ   

アクセス 散策：係留バースより 5 分（0.5 ㎞） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

20 台 

関連リンク 
エスパルスドリームプラザ 
http://www.dream-plaza.co.jp/ 

お問合せ 【エスパルスドリームプラザ】 

電話番号: 054-354-3360 

ホームページ: http://www.dream-plaza.co.jp/  

 

伝統工芸品製作体験  
  

静岡では、江戸時代に全国から優秀な職人が集められ、その職人達により代々引き継がれた技術で作られる、駿河蒔絵や駿

河指物、駿河竹千筋細工などの伝統工芸が盛んです。駿府匠宿では和染、漆器、陶芸、竹千筋細工等の製作体験をすること

ができます。また、職人が作成した工芸品も購入することができます。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒421-0103 静岡市駿河区丸子 3240-1 

駿府匠宿   

アクセス 

ツアー: 係留バースより 30 分(20km) 

個人：係留バースよりしずてつジャストライン・中部国道

線・吐月峰駿府匠宿入口下車、徒歩 5 分（港から 20 ㎞） 

季節 通年 

関連リンク 
体験工房 駿府匠宿 
http://www.sunpurakuichi.co.jp/takumi/ 

お問合せ 【公益財団法人 するが企画観光局】 

電話番号 054-251-5880  メールアドレス： info@suruga-mtb.or.jp 

ホームページ: http://www.visit-shizuoka.com/  

mailto:info@suruga-mtb.or.jp
http://www.visit-shizuoka.com/
http://www.dream-plaza.co.jp/
http://www.dream-plaza.co.jp/
http://www.sunpurakuichi.co.jp/takumi/
mailto:info@suruga-mtb.or.jp
http://www.visit-shizuoka.com/
http://www.google.co.jp/maps/@35.0106830,138.4929005,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.9535194,138.3338959,17z
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清水港 周辺観光情報 
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日本平  
  

標高 307m の丘陵地で、新日本観光地百選コンクールで１位に選ばれた、「茶園越しに仰ぎ見る富士山、調和のとれた美し

い清水港、世界で最も美しい湾クラブに加盟している駿河湾の眺望」はまさに日本一といえます。 

山頂から「久能山東照宮」へロープウェイが運行され、四季折々の絶景を楽しむことができます。また、2018 年 11 月オー

プンした展望台「日本平夢テラス」は名建築家隈研吾さんによりデザインされ、富士山の絶景スポットとなっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒424-0875 静岡市清水区馬走  

アクセス 

ツアー: 係留バースより 25 分(8km) 

個人：係留バースより、しずてつジャストラインバス・日
本平線・日本平ロープ下車すぐ（港から 8 ㎞） 

季節 通年 

関連リンク 
日本平夢テラス 
https://nihondaira-yume-terrace.jp/ 
 

お問合せ 【公益財団法人 するが企画観光局】 

電話番号: 054-251-5880  メールアドレス： info@suruga-mtb.or.jp 

ホームページ: http://www.visit-shizuoka.com/  

 

国宝：久能山東照宮  
  

江戸幕府初代将軍である徳川家康を祀る、東照宮の中で最初に創建された神社で「権現造」の様式は全国の東照宮建築のひ

な形とされています。総漆塗極彩色で彩られた社殿は色鮮やかで美しく、見ごたえがあります。併設の博物館には国宝「桐

紋絲巻太刀拵」など江戸幕府の歴代将軍に関する文化財が多数収蔵されています。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒422-8011 静岡市駿河区根古屋 390  

久能山東照宮 

アクセス 

ツアー: 係留バースより 35 分(10km) 

個人: しずてつジャストラインバス・日本平線・日本平ロ
ープウェイ下車後、5 分（港から 10 ㎞） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
久能山東照宮 
https://www.toshogu.or.jp/ 

お問合せ 【公益財団法人 するが企画観光局】 

電話番号 054-251-5880  メールアドレス： info@suruga-mtb.or.jp 

ホームページ: http://www.visit-shizuoka.com/  

 

静岡市東海道広重美術館  
  

東海道の宿場町「由比宿」の本陣跡地「由比本陣公園」内にある日本で初めて「広重」の名を冠した、浮世絵の美術館です。

江戸時代の浮世絵師「歌川広重」の作品を中心にバラエティーに富んだ企画展を開催。海外の方に人気の版画刷り体験をす

ることもできます。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒421-3103 静岡市清水区由比 297-1   

静岡市東海道広重美術館 

アクセス 
ツアー: 係留バースより 25 分(15km) 

個人: JR 東海道本線・由比駅下車、車で 5 分(港より 15km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
静岡市東海道広重美術館 
http://tokaido-hiroshige.jp 

お問合せ 【静岡市東海道広重美術館】 

電話番号: 054-375-4454  メールアドレス：info@tokaido-hiroshige.jp 

ホームページ: http://tokaido-hiroshige.jp  

https://nihondaira-yume-terrace.jp/
mailto:info@suruga-mtb.or.jp
http://www.visit-shizuoka.com/
https://www.toshogu.or.jp/
mailto:info@suruga-mtb.or.jp
http://www.visit-shizuoka.com/
http://tokaido-hiroshige.jp/
mailto:info@tokaido-hiroshige.jp
http://tokaido-hiroshige.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.9736888,138.4643401,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.9648281,138.4676019,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.1080032,138.56711,17z
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清水港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

三保松原 
   

日本三大松原の一つに数えられ、世界文化遺産「富士山」の構成資産として登録されている三保松原。「御穂神社」から樹

齢 200 年を超える松並木が続く遊歩道「神の道」を抜けると、松林の緑、打ち寄せる白波、海の青さと富士の雄大さが織り

なす絶景が見どころです。羽衣伝説で天女が舞い降りたとされる羽衣の松も有名です。2019 年 3 月オープンした三保松原

文化創造センター「みほしるべ」は多言語表記でこの地区と富士山の深い関係を紹介します。 

  
 

 

所在地・開催地 〒424-0901 静岡市清水区三保   

アクセス 

ツアー: 係留バースより 20 分(6km) 

個人: バスしずてつジャストライン・三保山の手線・三保松原入
口下車徒歩 10 分(港より 6km) 

季節 通年 

関連リンク 
三保松原文化創造センター「みほしるべ」 
https://miho-no-matsubara.jp/center 
 

お問合せ【公益財団法人 するが企画観光局】 

電話番号: 054-251-5880    メールアドレス：info@suruga-mtb.or.jp 

ホームページ: http://www.visit-shizuoka.com/ 

 

クルーズ客船歓迎イベント  
  

清水港では、クルーズ客船が入港すると、市長や関係者による歓迎式典、清水芸妓によるステージショー、着物の着付け体

験、お茶会、歓送迎演奏などの歓迎事業を実施しており、多くの観光客から高い評価をいただいております。 

心のこもったおもてなしでお迎えいたしますのでぜひお越しください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒424-0922 静岡県静岡市清水区日の出町 10-80  

アクセス 港より徒歩 0 分(0kｍ) 

季節 通年 

関連リンク 

清水港客船誘致委員会 

http://www.shimizu-port.jp/ 

お問合せ【清水港客船誘致委員会】 

電話番号: 054-354-2432  l メールアドレス: info@shimizu-port.jp 

ホームページ: http://www.shimizu-port.jp/ 

 

大道芸ワールドカップ in 静岡  
  

静岡市では毎年、大道芸の世界大会が開催されます。世界中から集まったパフォーマーが市内のいたるところでパフォーマ

ンスを繰り広げます。世界トップクラスのパフォーマンスを身近で体感し、クラウンのメイクや大道芸体験を楽しむことが

できます 

清水港にあるエスパルスドリームプラザもサテライト会場となっています。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒424-0942 静岡市清水区入船町 12-15 

エスパルスドリームプラザ 他市内各所  

アクセス 港より徒歩 5 分(0.5km) 

季節 11 月上旬 

関連リンク 
大道芸ワールドカップ in 静岡 
http://www.daidogei.com/ 

お問合せ 【公益財団法人 するが企画観光局】 

電話番号: 054-251-5880  l メールアドレス: info@suruga-mtb.or.jp 

ホームページ: http://www.visit-shizuoka.com/  

https://miho-no-matsubara.jp/center
mailto:info@tokaido-hiroshige.jp
http://www.visit-shizuoka.com/
http://www.shimizu-port.jp/
mailto:info@shimizu-port.jp
http://www.shimizu-port.jp/
http://www.daidogei.com/
mailto:info@suruga-mtb.or.jp
http://www.visit-shizuoka.com/
http://www.google.co.jp/maps/@34.9939156,138.5232210,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.0091674,138.4968596,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.0105858,138.49293,17z
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静岡まつり  
  

静岡まつりは江戸幕府初代将軍の徳川家康公が家臣を連れて花見をしたという故事に倣い、昭和 32 年から始まった市民に

よる伝統あるまつりです。「大御所花見行列」や「駿府登城行列」、市民総踊りの「夜桜乱舞」などが開催され、見ごろを迎

えた桜の花見客と祭りの見物客で賑わいます。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒420-0855 静岡市葵区駿府城公園  

他市内市街地 

アクセス 
ツアー：係留バースより 35 分（約 20 ㎞） 

個人：静岡鉄道・新静岡駅下車、徒歩 5 分（港より 20km） 

季節 春 

関連リンク 
静岡まつり公式 
https://www.shizuokamatsuri.com/ 

お問合せ 【公益財団法人 するが企画観光局】 

電話番号: 054-251-5880  l メールアドレス: info@suruga-mtb.or.jp 

ホームページ: http://www.visit-shizuoka.com/  
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