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四日市港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

ばんこの里会館  
  

「四日市萬古焼」は元文元年に沼波弄山が開窯したことを始まりとしており、代表する商品である土鍋の生産高は国内の約

80％を占めています。ばんこの里会館では、この歴史・技法・製品をなどをご紹介しております。また陶芸教室の開催や、

産地ならではの「お値打ち価格」で売れ筋商品の販売なども行っております。 

  
 

 

所在地・開催地 〒510-0035 三重県四日市市陶栄町 4－8  

アクセス 個人:港より車で 15 分(6ｋｍ) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
2 台 

関連リンク 
ばんこの里会館 
http://www.bankonosato.jp 

お問合せ 【萬古陶磁器卸商業協同組合】 

電話番号:059-331-3496 l メールアドレス:bansyou@m6.cty-net.ne.jp;  

ホームページ:http://yokkaichi-banko.com/ 

 

伊賀流忍者博物館 
   

三重県伊賀地方で発達した独自の兵法を忍術といい、その忍術を使う者を忍者といいます。伊賀流忍者屋敷では仕掛けられ

た数々の仕掛けやからくりを実演してご案内します。 

忍術体験館では、当時使用された本物の手裏剣を含め、400 点以上の忍具を展示しており、忍術体験広場では忍術ショーを

ご覧いただけます。 

  
 

 

所在地・開催地 三重県伊賀市上野丸之内 117  

アクセス 港より 60 分 

季節 通年 

関連リンク 
伊賀流忍者博物館 
http://www.iganinja.jp/museum.html 

お問合せ 【伊賀流忍者博物館】 

電話番号: 0595-23-0311   

ホームページ: http://www.iganinja.jp/ 

 伊勢神宮  
  

伊勢神宮は、神々の生活と人々の生活が昔から共存する日本人のこころのふるさとと言われており、古来より「一生に一度

はお伊勢参り」と言われる日本人の憧れの地で、太陽を神格化した天照大神が祀られている日本で最も格式が高い神社で

す。 

  
 

 

所在地・開催地 

 

（内宮）三重県伊勢市宇治館町 1 

（外宮）三重県伊勢市豊川町 279 

アクセス 港より車で 80 分 

季節 通年 

関連リンク 
伊勢神宮 
http://www.isejingu.or.jp/index.html 

お問合せ 【神宮司庁】 

電話番号: 0596-24-1111   

ホームページ: http://www.isejingu.or.jp/ 

 

http://www.bankonosato.jp/
mailto:bansyou@m6.cty-net.ne.jp;
http://yokkaichi-banko.com/
http://www.iganinja.jp/museum.html
http://www.iganinja.jp/
http://www.isejingu.or.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.9782992,136.6248431,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.771726,136.129116,17z
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四日市港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

四日市港ポートビル「うみてらす 14」（展望展示室）  
  

四日市港ポートビルは、三重県で一番高いビルです。その最上階にある展望展示室「うみてらす 14」では、高さ 90ｍ・360

度の景色を楽しむことができ、美しい夜景が見える施設として「日本夜景遺産」に認定されています。また四日市港の歴史

や役割を紹介するコーナーもあり楽しく学ぶことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒510-0011 三重県四日市市霞 2 丁目 1 番 1 号  

アクセス 個人:港より徒歩 25 分(1.7ｋｍ) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

7 台 

関連リンク 
四日市港ポートビル 
http://www.yokkaichi-port.or.jp/umiterras14/ 

お問合せ 【四日市港管理組合 振興課】 

電話番号:059-366-7022 l メールアドレス:shinko@yokkaichi-port.or.jp 

ホームページ:http://www.yokkaichi-port.or.jp/ 

 

ナガシマリゾート  
  

遊園地や温泉、宿泊施設にアウトレットパークなどが揃う東海地区最大級のレジャー施設。遊園地には、世界一の長さを誇

る絶叫コースター「スチールドラゴン 2000」をはじめ約 50 種以上ものアトラクションが盛りだくさん。隣接の温泉施設

「湯あみの島」では、自然豊かな豊富な露天風呂に心癒されること間違いなし。 

  
 

 

所在地・開催地 〒511-1192 三重県桑名市長島町浦安 333  

アクセス 個人:港より車で 25 分(10ｋｍ) 

季節 通年 

関連リンク 
ナガシマリゾート 
http://www.nagashima-onsen.co.jp 

お問合せ 【ナガシマリゾート】 

電話番号:0594-45-1111(代) 

ホームページ:http://www.nagashima-onsen.co.jp 

 海女小屋体験  
  

海女小屋は海女さんが漁で疲れた体を休めたり、火を焚いて体を温めたりする場所です。囲炉裏を囲み、海女の楽しい話を

聞きながら、伊勢志摩の新鮮な魚介類を食べることができます。 

  
 

 

所在地・開催地 三重県鳥羽市、三重県志摩市 

アクセス 港から１時間４５分 

季節  通年  

関連リンク 
観光三重 
https://www.kankomie.or.jp/index.html 
 

お問合せ【鳥羽市観光協会】 

電話番号 0599-25-3019  メールアドレス：info@toba.gr.jp 

ホームページ：http://www.toba.gr.jp 

 

http://www.yokkaichi-port.or.jp/umiterras14/
mailto:shinko@yokkaichi-port.or.jp
http://www.yokkaichi-port.or.jp/
http://www.nagashima-onsen.co.jp/
http://www.nagashima-onsen.co.jp/
https://www.kankomie.or.jp/index.html
mailto:info@toba.gr.jp
http://www.toba.gr.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.9933177,136.6575556,17z
http://www.google.co.jp/maps/@35.0294165,136.7299905,17z
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世界遺産 熊野古道伊勢路  
  

熊野古道 伊勢路は、三重県の伊勢神宮から和歌山県南部の熊野三山（本宮大社・那智大社・速玉大社）へと通じる参詣道

です。美しい石畳、歴史を刻む石碑、峠から見晴らす絶景は「遊歩百選」にも選ばれました。周辺には世界遺産の鬼ケ城や

日本最古の神社と言われる花窟神社もあり見どころ満載です。 

  
 

 

所在地・開催地 三重県尾鷲市紀北町 

アクセス 港から 120 分 

季節 通年 
観光バス
駐車台数 

 

関連リンク 

世界遺産 熊野古道伊勢路 
http://www.kodo.pref.mie.lg.jp/ 
三重県立熊野古道センター 
http://kumanokodocenter.com/index.php 

お問合せ 【三重県立熊野古道センター】 

電話番号: 0597-25-2666 メールアドレス：info@kumanokodocenter.com 

ホームページ：http://kumanokodocenter.com/ 

 

御在所岳  
  

御在所岳は鈴鹿山系の主峰で標高 1,212ｍの山頂一帯は、野生動物や高山植物の宝庫です。四季折々の大自然パノラマで楽

しめ、天気の良い日には富士山が遠望できます。山麓に湧く湯の山温泉は 1300 年の歴史がある名湯です。 

  
 

 

所在地・開催地 三重県三重郡菰野町 

アクセス 港から車で４５分 

季節 通年 

関連リンク 
菰野町観光協会 
http://www.kanko-komono.com/ 
 

お問合せ 【菰野町観光協会】 

電話番号: 059-394-0050 メールアドレス：makomo@m6.cty-net.ne.jp 

ホームページ: http://www.kanko-komono.com/ 

鈴鹿サーキット  
  

F1 で有名な国際レーシングコースを持つ鈴鹿サーキットでは「できた！が、いっぱい。」をテーマに体験型のアトラクショ

ンが豊富。小さな子供から 1 人で操れる乗り物も多い！他にもホテルや温泉、レストランなどもあり、家族みんなでゆっく

り楽しめる。2016 年 3 月には新アトラクションも登場し、さらにパワーアップ！ 

  
 

 

所在地・開催地 〒510-0295 三重県鈴鹿市稲生町 7992  

アクセス 個人:港より車で 45 分(25ｋｍ) 

季節 通年 

関連リンク 
鈴鹿サーキット 
http://www.suzukacircuit.jp/ 

お問合せ 【鈴鹿サーキット】 

電話番号:059-378-1111  

ホームページ: http://www.suzukacircuit.jp/ 

http://www.kodo.pref.mie.lg.jp/
mailto:info@kumanokodocenter.com
http://kumanokodocenter.com/
http://www.kanko-komono.com/
mailto:makomo@m6.cty-net.ne.jp
http://www.kanko-komono.com/
http://www.suzukacircuit.jp/
http://www.suzukacircuit.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.8489583,136.5422442,17z
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四日市コンビナート夜景クルーズ  
  

日本を代表する工場夜景スポットである四日市コンビナート。四日市工場夜景クルーズは、四日市コンビナートの素晴らし

い夜景を見ることができる人気のプログラムです。非常に珍しく、魅力的なこのプログラムを是非体験して下さい。 

  
 

 

所在地・開催地 〒510-0051 三重県四日市市千歳町 37 番地（千歳埠頭ビル 1 階）  

アクセス 
個人:港より車で 20 分(8km) 

近鉄四日市駅・JR 四日市駅より送迎バス (8km) 

季節 通年 

関連リンク 
四日市コンビナート夜景クルーズ 
http://ykyc.jp 

お問合せ 【株式会社第一観光 四日市コンビナート夜景クルーズ 専用デスク】 

電話番号:059-327-5377 l メールアドレス: info@_ykyc2010@dikk.jp 

ホームページ: http://ykyc.jp 

 

http://ykyc.jp/
mailto:info@_ykyc2010@dikk.jp
http://ykyc.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.9529560,136.6379910,17z

