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

石焼き料理  
  

男鹿の漁師の暮らしの中から生まれた磯の香りただよう郷土料理です。海岸でとれる石(生き石、金石などと呼ばれる)を炭

火で 3 時間程度焼き、真っ赤に焼けた石を新鮮な魚介類の入った桶に入れ、瞬時に煮てしまう豪快な料理。瞬間的に火が通

ることで魚の身が引き締まり味も格別です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
石焼き料理－男鹿市公認観光情報サイト男鹿なび 
https://oganavi.com/food/1/ 

お問合せ【男鹿市観光文化スポーツ部観光課】 

電話番号:0185-24-9141 l メールアドレス:kanko@city.oga.akita.jp 

ホームページ:https://www.city.oga.akita.jp/ 

 

男鹿しょっつる焼きそば  
  

「男鹿しょっつる焼きそば」の美味しさの決め手は、日本 3 大魚醤のひとつ秋田名物「しょっつる」の旨み。魚醤は魚を発

酵させた伝統調味料で、いやな臭みもなく、あっさり上品な味わいが自慢です。粉末わかめと昆布だし入りの若草色の特製

麺、日本海の魚介たっぷりの「男鹿しょっつる焼きそば」ぜひ、お試しください。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
男鹿しょっつる焼きそば公式ホームページ 
https://oganavi.com/yakisoba/ 

お問合せ【男鹿のやきそばを広める会(男鹿市商工会内)】 

電話番号:0185-24-4141 l メールアドレス:ogasho@shoko.skr-akita.or.jp 

ホームページ: https://oganavi.com/yakisoba/ 

 

ハタハタ丼  
  

秋田県の県魚であり、男鹿の味覚を代表するハタハタと、ハタハタを原料とする魚醤しょっつるを活用したグルメです。さ

まざまな調理方法があるハタハタと各飲食店の持ち味を発揮するため、ルールを極めて緩やかに設定し、提供 12 店舗で異

なる、バラエティに富んだ味わいとなっています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
ハタハタ丼－男鹿市公認観光情報サイト男鹿なび 
https://oganavi.com/food/350/ 

お問合せ【社団法人 男鹿市観光協会】 

電話番号:0185-24-4700 l メールアドレス:ogakk@namahage.ne.jp 

ホームページ: https://oganavi.com/ 

https://oganavi.com/food/1/
mailto:kanko@city.oga.akita.jp
https://www.city.oga.akita.jp/
https://oganavi.com/yakisoba/
mailto:ogasho@shoko.skr-akita.or.jp
https://oganavi.com/yakisoba/
https://oganavi.com/food/350/
mailto:ogakk@namahage.ne.jp
https://oganavi.com/
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なまはげ館・男鹿真山伝承館 
   

なまはげ館では、民俗行事として全国的に知られる「男鹿のナマハゲ」の貴重な資料が展示されているほか、市内各地で実

際に使われていた 150 枚の多種多様ななまはげ面が勢ぞろい。圧巻の迫力です。また、隣接する男鹿真山伝承館では、真山

地区で行われている大晦日のナマハゲ行事の再現をご覧いただけます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒010-0685秋田県男鹿市北浦真山字水喰沢地内  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 27分(16.1km) 

個人:港より車で 27分(16.1km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

11台 

関連リンク 
出かけませんか？なまはげに出会う旅へ なまはげ館 
https://namahage.co.jp/namahagekan/ 

お問合せ【なまはげ館】 

電話番号:0185-22-5050 

ホームページ:https://namahage.co.jp/namahagekan/ 

 

男鹿半島・大潟ジオパーク  
  

秋田県の男鹿市と大潟村は、平成 23 年にユネスコが支援する世界ジオパークの国内版である日本ジオパークに認定されま

した。当地域の特徴は、日本海形成を含む日本列島の出現から、男鹿半島と人工の大地大潟村の誕生に至る過去 7000 万年

間の大地の歴史を、ほぼ連続して観察できる、日本唯一のジオパークであることです。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
男鹿半島・大潟ジオパーク公式サイト 
http://www.oga-ogata-geo.jp/ 

お問合せ【男鹿半島・大潟ジオパーク推進協議会】 

電話番号:0185-24-9220 l メールアドレス: syougaigakusyu@city.oga.akita.jp  

ホームページ:http://www.oga-ogata-geo.jp/ 

 

寒風山回転展望台  
  

標高 355ｍの寒風山は、大半を芝生で覆われたなだらかな山容で、頂上にある回転展望台からは、東側にかつて日本第二の

広さの湖を埋め立てた八郎潟干拓地、南側に鳥海山、西側に入道崎、北側に世界遺産である白神山地などの大パノラマを満

喫できます。また、絶景を眺望しながらの食事も楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒010-0344秋田県男鹿市脇本富永字寒風山 62-1  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 34分(13.5km) 

個人:港より車で 34分(13.5km) 

季節 3月下旬～12月上旬 
観光バス 
駐車台数 

10台 

関連リンク 
秋田県－寒風山回転展望台公式ホームページ 
https://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/ 

お問合せ【寒風山回転展望台】 

電話番号:0185-25-3055 l メールアドレス:kanpuzan@akita-chuoukotsu.co.jp 

ホームページ:https://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/ 

https://namahage.co.jp/namahagekan/
https://namahage.co.jp/namahagekan/
http://www.oga-ogata-geo.jp/
mailto:syougaigakusyu@city.oga.akita.jp
http://www.oga-ogata-geo.jp/
https://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/
mailto:kanpuzan@akita-chuoukotsu.co.jp
https://www.akita-chuoukotsu.co.jp/kanpuzan/
http://www.google.co.jp/maps/@39.9293545,139.7667566,17z
http://www.google.co.jp/maps/@39.9339381,139.8754268,17z
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男鹿水族館 GAO  
  

男鹿水族館 GAO は男鹿半島の海際という絶好のロケーションに建つ水族館。水量 815 トンの男鹿の海大水槽では 40 種 2

千匹の魚がダイナミックに泳ぎ回ります。水中トンネルに入ると気分はもう海の中！ホッキョクグマ「豪太」をはじめペン

ギン、ゴマフアザラシも人気者です。景色の良いレストランもあります! 

  
 

 

所在地・開催地 〒010-0673秋田県男鹿市戸賀塩浜  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 60分(26.2km) 

個人:バスで男鹿市 戸賀加茂線 男鹿水族館前下車すぐ(港より 26.2km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5 台(近隣に大型
駐車場有) 

関連リンク 
男鹿水族館 GAO 
https://www.gao-aqua.jp/ 

お問合せ【男鹿水族館 GAO】 

電話番号:0185-32-2221 l メールアドレス:info@gao-aqua.jp 

ホームページ:https://www.gao-aqua.jp/ 

 

男鹿温泉郷  
  

男鹿温泉郷の泉質はナトリウム塩化物泉で、保湿効果が高く「熱の湯」ともいわれる温まる温泉で美肌の湯としても人気で

す。野趣満点の名物「石焼き料理」が有名ですが、新鮮な海産物や「ナマハゲふれあい太鼓ライブ」の公演など、おもてな

しの面でも充実しており男鹿を代表する宿泊地として親しまれています。 

  
 

 

 

所在地・開催地 〒010-0687秋田県男鹿市北浦湯本  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 36 分(19.6km) 

個人:バスで秋田中央交通㈱男鹿北線温泉中央下車すぐ(19.6km) 

 
季節 通年 

関連リンク 
伝説と効き湯の郷 男鹿温泉 
https://e-ogaonsen.com/ 

お問合せ【男鹿温泉郷協同組合】 

電話番号:0185-33-3191 l メールアドレス:ogaonsen@namahage.ne.jp 

ホームページ:https://www.e-ogaonsen.com/ 

 

入道崎  
  

男鹿半島の西北端、北緯 40 度に位置する入道崎は、男鹿の代表的な景勝地。芝生広がる緑の大地、青い空と海とが交差す

る景観は絶景です。さらに、入道崎の象徴である灯台は「日本の灯台 50 選」に選ばれています。また、観光地として新鮮

な魚介類・石焼き料理を楽しめる飲食店やお土産品店、海底透視船もあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒010-0675秋田県男鹿市北浦入道崎  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 38 分(24.8km) 

個人:バスで男鹿市 入道崎線 入道崎下車すぐ(港より 24.8km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

30台 

関連リンク 
入道崎－男鹿市公認観光情報サイト男鹿なび 
https://oganavi.com/spot/48/ 

お問合せ【男鹿市観光文化スポーツ部観光課】 

電話番号:0185-24-9141 l メールアドレス:kanko@city.oga.akita.jp 

ホームページ:https//www.city.oga.akita.jp/ 

https://www.gao-aqua.jp/
mailto:info@gao-aqua.jp
https://www.gao-aqua.jp/
https://e-ogaonsen.com/
mailto:ogaonsen@namahage.ne.jp
https://www.e-ogaonsen.com/
https://oganavi.com/spot/48/
mailto:kanko@city.oga.akita.jp
http://www.city.oga.akita.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@39.9421699,139.7046040,17z
http://www.google.co.jp/maps/@39.9754754,139.7423164,17z
http://www.google.co.jp/maps/@40.0051699,139.7016272,17z
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赤神神社五社堂  
  

国指定重要文化財である赤神神社五社堂は、標高 180ｍの山中にあり、同形式の五棟の社殿が並び建つ様子は壮観です。社

殿は、江戸時代中期に建てられたものといわれ、向拝、屋根、柱、組み物などに珍しい工夫が見られます。また、地元では

五社堂へ登るための 999 段の石段は鬼が一夜で積み上げたと言い伝えられています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒010-0535秋田県男鹿市船川港本山門前字祓川 35(赤神神社)   

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 23分(13.7km) 

個人:バスで秋田中央交通㈱ 男鹿南線 門前徒歩 30分(港より 13.7km) 

季節 4月～11月 
観光バス 
駐車台数 

2台 

関連リンク 
赤神神社五社堂－男鹿市公認観光情報サイト男鹿なび 
https://oganavi.com/spot/37/ 

お問合せ【男鹿市観光文化スポーツ部文化スポーツ課】 

電話番号:0185-24-9103 l メールアドレス: bunka@city.oga.akita.jp  

ホームページ:https://www.city.oga.akita.jp/ 

 

八望台  
  

戸賀湾・一ノ目潟・二ノ目潟、さらには奥羽山脈・青森県境までもを眺望できる景勝地で、八望台という名は高松宮殿下が

命名されました。日の入りを迎えると、水平線に沈んでゆく夕陽で辺りは幻想的な雰囲気へと変化します。一ノ目潟は、マ

ールの典型として重要であることから国の天然記念物に指定されています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒010-0673秋田県男鹿市戸賀塩浜  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 39分(20.5km) 

個人:車で(20.5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

30台 

関連リンク 
八望台－男鹿市公認観光情報サイト男鹿なび 
https://oganavi.com/spot/71/ 

お問合せ【男鹿市観光文化スポーツ部観光課】 

電話番号:0185-24-9141 l メールアドレス:urikomi@city.oga.akita.jp 

ホームページ:https://www.city.oga.akita.jp/ 

 

男鹿日本海花火  
  

男鹿日本海花火は平成 15 年に男鹿を愛してくださる人のために男鹿に縁のある有志が「男鹿に活力と夢を」の願いのもと

に立ち上げ、競わず背伸びせず等しく万人に優しい花火大会を目指しています。打上げ場所は観覧席を取り巻くように L 字

型に設置され、各年のテーマに沿った約 1 万発の創造花火を視界いっぱいに楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒010-0511 秋田県男鹿市船川港船川字海岸通り 1-20   

アクセス 港より徒歩 27分(2.2km) 

季節 夏 08/14 
観光バス 
駐車台数 

30台 

関連リンク 
男鹿日本海花火 
https://oganavi.com/hanabi/ 

お問合せ【男鹿市観光文化スポーツ部男鹿まるごと売込課】 

電話番号:0185-24-9142 l メールアドレス: urikomi@city.oga.akita.jp 

ホームページ: https://oganavi.com/hanabi/ 

 

 

https://oganavi.com/spot/37/
file:///C:/Users/00669/Desktop/bunka@city.oga.akita.jp
https://www.city.oga.akita.jp/
https://oganavi.com/spot/71/
mailto:urikomi@city.oga.akita.jp
https://www.city.oga.akita.jp/
https://oganavi.com/hanabi/
mailto:urikomi@city.oga.akita.jp
https://oganavi.com/hanabi/
http://www.google.co.jp/maps/@39.8706919,139.7509131,17z
http://www.google.co.jp/maps/@39.9512125,139.7343450,17z
http://www.google.co.jp/maps/@39.8844498,139.8542611,17z


 

- 5 - 

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

道の駅おが「オガーレ」 

秋田県内 33 番目の道の駅として認定されたオガーレは、市内周遊観光と地域活性化の拠点として整備された施設で、男鹿

の新鮮な農水産物を提供していることが特徴の一つです。訪れた観光客はいつでも新鮮で品ぞろえ豊富な農水産物を購入す

ることができる「みなとオアシスおが」の代表施設です。 

  
 

所在地・開催地 〒010-0511秋田県男鹿市船川港船川新浜町 1-19  

アクセス 港より徒歩 15 分（1.5 ㎞） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6台 

関連リンク 
道の駅おが公式サイト 
http://michinoekioga.co.jp/ 

お問合せ【男鹿市観光文化スポーツ部男鹿まるごと売込課】 

電話番号:0185-24-9142 l メールアドレス:  urikomi@city.oga.akita.jp 

ホームページ: https://www.city.oga.akita.jp/ 

 

  

男鹿駅周辺広場 

JR 男鹿駅周辺に整備された広場には、大型複合遊具「オガッこシップ」や芝生わんぱく広場があり、子供たちが楽しむこ

とができます。さらに「HOTDOG CAFE HAVE A GO」では軽食やドリンクを楽しめ、旧男鹿駅舎を改装してオープンした

「稲とアガベ醸造所」では男鹿産のクラフトサケを楽しむことができます。 

  
 

所在地・開催地 〒010-0511秋田県男鹿市船川港船川新浜町  

アクセス 港より徒歩 17 分（1.6 ㎞） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6台 

関連リンク 

男鹿駅周辺広場公式 Facebook 
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Square--
-
Plaza/%E7%94%B7%E9%B9%BF%E9%A7%85%E5%91
%A8%E8%BE%BA%E3%81%AB%E3%81%8E%E3%82
%8F%E3%81%84%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%
B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-
109732934621169/ 

お問合せ【男鹿市観光文化スポーツ部男鹿まるごと売込課】 

電話番号:0185-24-9143 メールアドレス: syoukou@city.oga.akita.jp 

ホームページ: https://www.city.oga.akita.jp/ 

 

 

 

 

 

http://michinoekioga.co.jp/
mailto:urikomi@city.oga.akita.jp
https://www.city.oga.akita.jp/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Square---Plaza/%E7%94%B7%E9%B9%BF%E9%A7%85%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%81%AB%E3%81%8E%E3%82%8F%E3%81%84%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-109732934621169/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Square---Plaza/%E7%94%B7%E9%B9%BF%E9%A7%85%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%81%AB%E3%81%8E%E3%82%8F%E3%81%84%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-109732934621169/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Square---Plaza/%E7%94%B7%E9%B9%BF%E9%A7%85%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%81%AB%E3%81%8E%E3%82%8F%E3%81%84%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-109732934621169/
https://www.facebook.com/pages/category/Public-Square---Plaza/%E7%94%B7%E9%B9%BF%E9%A7%85%E5%91%A8%E8%BE%BA%E3%81%AB%E3%81%8E%E3%82%8F%E3%81%84%E3%83%97%E3%83%AD%E3%82%B8%E3%82%A7%E3%82%AF%E3%83%88-109732934621169/
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