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茨城港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

生しらす丼  
  

大洗沖付近で水揚げされた鮮度抜群の生しらすをたっぷり使ったどんぶりです。 

生しらすは鮮度が落ちるのが早く，その日のうちにしか食べることが出来ませんが，非常に甘みが強く，全国各地からこぞ

って食通が訪れるほどです。玉子を乗せておろしショウガと醤油をかけて食べるのが絶品です。 

  
 

 

所在地・開催地 大洗町内各所 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
大洗観光協会「よかっぺ大洗」 
https://www.oarai-info.jp/top.htm 

お問合せ【大洗町役場 商工観光課】 

電話番号:029-267-5111 l メールアドレス: kankou@town.oarai.lg.jp 

ホームページ: https://www.town.oarai.lg.jp/ 

 

常陸牛  
  

茨城県内の指定生産者が育てた，但馬牛系国産黒毛和牛の A4，もしくは B4 以上に格付けされた肉にのみ与えられる称号

が「常陸牛」です。美しい霜降りの美しい肉質で，特に赤身とあっさりした脂質の最適な融合が特徴です。神戸牛にも負け

ないその品質を是非ご賞味ください。 

  
 

 

所在地・開催地 県内各地 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
茨城県観光物産協会「観光いばらき」 
https://www.ibarakiguide.jp/seasons/meat029/beef.html 

お問合せ【一般社団法人 茨城県観光物産協会】 

電話番号: 029-226-3800  

ホームページ:https://www.ibarakiguide.jp/ 

 

 
 

地酒  
  

茨城県には大自然の恵みと，豊かな 5 つの水系がある恵まれた環境ゆえに，41 もの酒蔵が揃い，好みや地域に合わせた酒

蔵巡りが可能です。味についても折り紙つきで，全国新酒鑑評会などでも，多くの蔵元が金賞を受賞しています。 

また，JR 水戸駅及びつくばエクスプレスつくば駅には「いばらき地酒バー」が，土浦駅には佐藤商店が新しくオープンし，

茨城県内の地酒を立ち飲みで気軽に楽しめます。 

  
 

 

  

所在地・開催地 県内各地 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
茨城県観光物産協会「観光いばらき」 
https://www.ibarakiguide.jp/seasons/sake.html 

お問合せ【一般社団法人 茨城県観光物産協会】 

電話番号: 029-226-3800  

ホームページ: https://www.ibarakiguide.jp/ 
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国営ひたち海浜公園 
   

広大な敷地に四季の花々が咲き誇る「花の楽園」。春は，CNN の日本の美しい風景 36 選にも選ばれた，丘一面に鮮やかに

青く染め上げるネモフィラ，秋はもこもこと埋め尽くす真っ赤なコキアが絶景です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒312-0012 ひたちなか市馬渡 605-4 

アクセス 港から車で 10 分（6km） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

70 台 

関連リンク 
国営ひたち海浜公園 

https://hitachikaihin.jp/ 

お問合せ【国営ひたち海浜公園 ひたち公園管理センター】 

電話番号 029-265-9001   

ホームページ: https://hitachikaihin.jp/ 

  

袋田の滝  
  

袋田の滝は，日本三名瀑に数えられ，高さ 120 メートル，幅 73 メートルの大きさを誇ります。滝の流れが大岩壁を四段に

落下すること，また，四季ごとに表情豊かに変えることから，別名「四度（よど）の滝｣とも呼ばれています。新芽吹く緑に

縁どられる春，涼を求めての夏，あでやかな紅葉に彩られる秋厳しい寒さで凍結する冬と，それぞれの迫力・美しさがあり

ます。  

  
 

 

所在地・開催地 〒319-3523 茨城県大子町袋田 3-19  

アクセス 港から車で 90 分(64km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台以上 

関連リンク 
袋田の滝(大子町観光協会) 
https://www.daigo-kanko.jp/ 

お問合せ【大子町観光協会】 

電話番号:0295-72-0285 

 

偕楽園  
  

金沢の兼六園・岡山の後楽園とともに日本三名園のひとつに数えられる「偕楽園」。江戸時代天保 13 年（1842 年）7 月，

水戸藩第 9 代藩主徳川斉昭公により，領民の休養の場所として開園されました。2 月下旬から 3 月下旬にかけての「梅まつ

り」では，100 種 3,000 本の梅が，香しい早春を告げてくれます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒310-0033 茨城県水戸市常磐町 1-3-3  

アクセス 港から車で約 40 分(20km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

17 台 

関連リンク 
日本三名園「偕楽園」(「観光いばらき」) 
https://www.ibarakiguide.jp/kairakuen.html 

お問合せ【①水戸観光コンベンション協会，②偕楽園公園センター】 

電話番号:①029-224-0441，②029-244-5454 

 

https://hitachikaihin.jp/
https://hitachikaihin.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@36.3743203,140.4549686,17z
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牛久大仏  
  

ギネスブックに登録されている世界最大の全長 120m のブロンズ立像は圧巻です。 

地上 85ｍの展望台へはエレベーターで行くことができ，大仏様の胎内から一望することができます。 

  
  

所在地・開催地 〒300-1288 茨城県牛久市久野町 2083 

アクセス 港から車で約 65 分（80km）※有料道路利用の場合 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

約 15 台 

関連リンク 
茨城県観光物産協会「観光いばらき」 
https://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/ushiku_daibutsu.html 

お問合せ【牛久大仏】 

電話番号: 029-889-2931  

ホームページ: https://daibutu.net/index.html 

  

 那珂湊おさかな市場  
  

 

関東を代表する観光市場として県内外から毎年およそ 100 万人が訪れています。 

新鮮な魚介類販売のほかに，旬の海鮮料理や，大きく新鮮な魚介類が自慢の回転すしなど，港町ならではのお食事所も多数

軒を連ねています。 

 

 

 

 

  
 

 

所在地・開催地 ひたちなか市内 

アクセス 港から車で 15 分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台以上 

関連リンク 
那珂湊おさかな市場 
http://www.nakaminato-osakanaichiba.jp/ 

お問合せ【ひたちなか市観光振興課】 

電話番号：029-273-0111（代） 

 

 

 

 

 

神磯の鳥居（大洗磯前神社）  
  

平安時代（８５６年）に海岸の岩礁に神が降り立ったと言われ，古くから海上交通の守り神として信仰を集めてきました。

海の中に立つ「神磯の鳥居」の光景がまさに荘厳です。元旦の早朝には，毎年多くの参拝客が初日の出を拝みに訪れます。 

  
  

所在地・開催地 〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 6890 

アクセス 港から車で約 5分(約 3km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

約 3 台 

関連リンク 
大洗磯前神社 

http://oarai-isosakijinja.or.jp/jinja/kamiiso.html 

お問合せ【大洗町 商工観光課】 

電話番号:029-267-5111 l メールアドレス: kankou@town.oarai.lg.jp 

ホームページ: https://www.town.oarai.lg.jp/ 
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大洗海上花火大会  
  

北関東最大級の海水浴場「大洗サンビーチ」内で開催される花火大会。全国でも珍しい海上に打ち上げられる花火は圧巻。 

尺玉の 10 連発やビッグスターマイン，ワイドスターマインを始め，音楽に合わせて打ち上げるミュージックスターマイン

や大輪の花を咲かせる二尺玉など，内閣総理大臣賞を受賞した職人による大玉の花火が，大洗町の夏の夜空を彩ります。  

  
 

 

所在地・開催地 〒311-1305 茨城県東茨城郡大洗町港中央地先 

アクセス  

季節 夏 
観光バス 
駐車台数 5 台 

関連リンク 
大洗観光協会「よかっぺ大洗」 
https://www.oarai-info.jp/ 

お問合せ【大洗町 商工観光課】 

電話番号:029-267-5111 l メールアドレス: kankou@town.oarai.lg.jp 

ホームページ:https://www.town.oarai.lg.jp/ 

アクアワールド茨城県大洗水族館  
  

日本一となる 50 種類以上のサメの飼育数を誇り，出会いの海の大水槽では約 80 種 20,000 匹の魚たちが優雅に泳ぎ，館内

全体では，約 580 種 68,000 点の世界の海の生物に出会うことができる北関東最大規模の水族館です。 

 

  
 

 

所在地・開催地 〒311-1301 茨城県東茨城郡大洗町磯浜町 8252-3  

アクセス 港から車で約 10 分(約 5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 20 台 

関連リンク 
茨城県観光物産協会「観光いばらき」 
http://www.ibarakiguide.jp/db-kanko/aquaworld.html 

お問合せ【アクアワールド茨城県大洗水族館】 

電話番号:029-267-5151  メールアドレス:shark@aquaworld-oarai.com 

ホームページ:http://www.aquaworld-oarai.com/ 
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