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名瀬港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

奄美黒糖焼酎  
  

奄美群島ではサトウキビの搾汁を煮つめた黒糖で焼酎をつくります。黒糖焼酎は，昭和 28 年にアメリカから返還されたと

きに日本政府から特例として，奄美群島に限って認められました。甘い南国的な風味を秘めた黒糖焼酎は，本格焼酎の中で

は洋酒的な感覚を持ちあわせています。 

  
 

 

所在地・開催地 島内の居酒屋や酒店  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

鹿児島県酒造組合奄美支部 
http://www.kokuchu.com 
鹿児島県観光連盟 
https://www.kagoshima-kankou.com/gourmet/shochu/top/ 

 

お問合せ 【鹿児島県酒造組合奄美支部】 

電話番号:0997-52-0611 
ホームページ: http://www.kokuchu.com 

 

奄美鶏飯  
  

奄美大島の代表的な郷土料理で、江戸時代に薩摩藩の役人をもてなすために作られたといわれています。あっさり味で食欲

をそそる、暑い奄美にぴったりの料理です。ササミ肉、綿糸卵、シイタケ、ねぎ等をご飯の上にのせて、熱い地鶏のスープ

をかけて食べます。島内の郷土料理店やホテルのレストランでぜひご賞味を！ 

  
 

 

所在地・開催地 島内の郷土料理店やホテルのレストラン  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
のんびり奄美 
https://www.amami-tourism.org/ 
 

お問合せ 【奄美大島観光物産協会 】 

電話番号: 0997-53-3240  

ホームページ: https://www.amami-tourism.org/ 

  

大島紬  
  

大島紬とは，絹 100％で，先染めで，手織りで絣合わせをして織り上げたものです。軽くて暖かく着崩れせず，着込めば着

込むほど肌になじむ着心地の良さと独特の色合いが特徴です。また，大島紬は「伝統的工芸品」として経済産業大臣から指

定を受けております。 

  
 

 

所在地・開催地 島内の絹織物店（大島紬取扱店）  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

本場奄美大島紬協同組合 
https://sites.google.com/site/honbaamamioshimatsumugi/  
あまみっけ 
https://amamikke.com/category/gift/ 
鹿児島県観光連盟 

https://www.kagoshima-kankou.com/gourmet/souvenir/craft/ 

 

 
お問合せ 【本場奄美大島紬協同組合】 

電話番号: 0997-52-3411  l メールアドレス:info@oshimatsumugi.or.jp 

ホームページ:https://sites.google.com/site/honbaamamioshimatsumugi/ 

http://www.kokuchu.com/
https://www.kagoshima-kankou.com/gourmet/shochu/top/
http://www.kokuchu.com/
https://www.amami-tourism.org/
https://www.amami-tourism.org/
https://sites.google.com/site/honbaamamioshimatsumugi/
https://amamikke.com/category/gift/
https://www.kagoshima-kankou.com/gourmet/souvenir/craft/
mailto:info@oshimatsumugi.or.jp
https://sites.google.com/site/honbaamamioshimatsumugi/
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奄美市商店街  
  

奄美市商店街は，奄美市名瀬末広町を中心とした一帯にあり，奄美大島ならではの特産品「大島紬」や「黒糖焼酎」，島の

新鮮なお肉やお魚などたくさん揃っています。ぜひお出かけいただき，奄美の人々とのふれあいやショッピングを楽しんで

ください。クルーズ船入港時には，イベントが開催されることもあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒894-0027 奄美市名瀬末広町周辺  

アクセス 港より徒歩 15 分(1.5km) 

季節 通年 

関連リンク   

お問合せ 【奄美市通り会連合会事務局（奄美大島商工会議所内）】 

電話番号:0997-52-6111 

 

奄美パーク  
  

奄美の美しい自然や多様な文化，歴史をビジュアルに紹介するとともに，人々の交流の場となる「奄美の郷」と奄美の自然

を描き続けた日本画家，田中一村の作品を紹介する「田中一村記念美術館」の二つの施設を中核とする奄美群島の観光拠点

施設です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒894-0504 鹿児島県奄美市笠利町節田 1834  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 55 分(30km) 

個人:バスで道の島交通奄美空港行き・「奄美パーク」下車すぐ(港より 30km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

7 台 

関連リンク 
奄美パーク 
 http://www.amamipark.com/ 

お問合せ 【鹿児島県奄美パーク】 

電話番号:0997-55-2333  

ホームページ:http://www.amamipark.com/ 

 

金作原原生林  
  

奄美大島で、天然の亜熱帯広葉樹が多数残っている原生林。樹齢 130 年といわれるイタジイ、イジュ等の木や、巨大なヒカ

ゲヘゴのポスターで一躍観光名所となりました。樹林内には奄美固有の植物や我が国初発見の植物，貴重な国指定天然記念

物のルリカケスやアマミノクロウサギ等の固有種の鳥や動物が生息しています。    

  
 

 

所在地・開催地 〒894-1201 鹿児島県奄美市名瀬朝戸金作原  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 25 分(12.3km) 

個人:港より車で 25 分(12.3km) 

季節 通年 

関連リンク 

あまみっけ 
https://amamikke.com/10446/ 
金作原原生林 
http://www.city.amami.lg.jp/kanko/kanko/kanko/guidemap/k
anko/naze2.html#kin 

お問合せ 【奄美市紬観光課 】 

電話番号:0997-52-1111  

URL:http://www.city.amami.lg.jp/kanko/kanko/kanko/guidemap/kanko/naze2.html#kin 

http://www.amamipark.com/
http://www.amamipark.com/
https://amamikke.com/10446/
http://www.city.amami.lg.jp/kanko/kanko/kanko/guidemap/kanko/naze2.html#kin
http://www.city.amami.lg.jp/kanko/kanko/kanko/guidemap/kanko/naze2.html#kin
http://www.city.amami.lg.jp/kanko/kanko/kanko/guidemap/kanko/naze2.html#kin
http://www.google.co.jp/maps/@28.3781092,129.4956349,17z
http://www.google.co.jp/maps/@28.4169182,129.6941171,17z
http://www.google.co.jp/maps/@28.3477579,129.4526332,17z
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黒潮の森 マングローブパーク  
  

「黒潮の森 マングローブパーク」は，マングローブ原生林とリュウキュウアユを育む貴重な自然の中で，動植物とふれあ

える自然を基本とした自然回帰型の公園施設です。「道の駅」奄美大島住用として登録されており，奄美大島の交通，観光

の情報発信地としてご利用できます。  

  
 

 

所在地・開催地 〒894-1201 鹿児島県奄美市住用町石原 478 番地  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 33 分(21.6km) 
個人:バスで道の島交通瀬戸内方面行き・「マングローブパーク前」下車 徒歩 1 分(港
より 21.6km) 

季節 通年 観光バス 
駐車台数 

３台 

関連リンク 

あまみっけ 
https://amamikke.com/1861/ 
黒潮の森マングローブパーク 
 https://www.mangrovepark.com/ 

お問合せ 【株式会社マングローブ公社】 

電話番号:0997-56-3355 

ホームページ: https://www.mangrovepark.com/ 

 

大浜海浜公園  
  

大浜海浜公園は豊かな自然あふれる奄美大島でも人気の高い海浜公園のひとつです。サンゴ礁と透き通る海、白い砂浜、奄

美ならではの植物や野鳥といった亜熱帯の大自然を満喫できます。大浜海岸では東シナ海に落ちていく夕日を眺めることが

でき、感動的な風景を楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒894-0046 鹿児島県奄美市名瀬小宿大浜  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 22 分(6.5km) 

個人:港より車で 22 分(6.5km) 

季節 通年 

関連リンク 

奄美市大浜海浜公園 
https://www.ohama.marutani-amami.com/ 
あまみっけ 
https://amamikke.com/feature/amami-shi/ 
 

 お問合せ 【株式会社道の島公社】 

電話番号:0997-55-6000   

ホームページ: https://www.ohama.marutani-amami.com/ 

  

加計呂麻島  
  

鹿児島本土と沖縄の真ん中にある奄美大島から、海を渡ってようやく辿り着く。草木に覆われて緑美しい、波静かな島「加

計呂麻島」。青く透き通る海でマリンスポーツを楽しんだり、自然や文化、人とのつながりという、日々忙しく生きる現代

人が忘れがちになっているものと出会うことができる島です。 

  
 

 

 

 

所在地・開催地 〒894-0046 鹿児島県大島郡瀬戸内町瀬相  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 2 時間(58.7km) 
個人:バスで道の島交通古仁屋行き・「せとうち海の駅」下車 徒歩 25 分(ﾌｴﾘｰ乗船）
(港より 58.7km) 

季節 通年 

関連リンク 

ぐーんと奄美 
http://www.goontoamami.jp/ 
奄美せとうち観光協会 
https://www.setouchi-welcome.com/ 

お問合せ 【瀬戸内町役場 商工観光課 】 

電話番号:0997-72-1111 

ホームページ：

http://www.town.setouchi.lg.jp/kankou/cho/chosei/gaiyo/madoguchi/machi.html 

 

 

 

https://amamikke.com/1861/
https://www.mangrovepark.com/
https://www.mangrovepark.com/
https://www.ohama.marutani-amami.com/
https://amamikke.com/feature/amami-shi/
https://www.ohama.marutani-amami.com/
http://www.goontoamami.jp/
https://www.setouchi-welcome.com/
http://www.town.setouchi.lg.jp/kankou/cho/chosei/gaiyo/madoguchi/machi.html
http://www.google.co.jp/maps/@28.2603902,129.4086880,17z
http://www.google.co.jp/maps/@28.4041040,129.4555514,17z
http://www.google.co.jp/maps/@28.1234662,129.2445369,17z
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世界自然遺産暫定リスト  
  

奄美群島は，九州本土の南に点在するトカラ列島と沖縄諸島の間に連なる 8 つの有人島からなる島々で，希少野生動植物が

生息・生育する亜熱帯の森や美しいサンゴ礁などが多くの人々を魅了しています。2013 年 12 月奄美・琉球の世界自然遺産

登録に向け，暫定リストに記載する島として奄美大島と徳之島が選ばれました。  

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

奄美を世界自然遺産へ 

https://www.pref.kagoshima.jp/ad13/kurashi-kankyo/kankyo/amami/amami-isan.html 

世界自然遺産推薦に関する今後の方針について 

https://www.city.amami.lg.jp/pjsenryaku/nature/180601torisage.html  

お問合せ 【鹿児島県自然保護課】 

電話番号:099-286-2613 

URL:http://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/amami/amami-isan.html 

 

https://www.pref.kagoshima.jp/ad13/kurashi-kankyo/kankyo/amami/amami-isan.html
https://www.city.amami.lg.jp/pjsenryaku/nature/180601torisage.html
http://www.pref.kagoshima.jp/ad04/kurashi-kankyo/kankyo/amami/amami-isan.html

