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和歌山下津港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

和歌山ラーメン  
  

「中華そば」とも呼ばれる、和歌山のラーメン。一つ目は、醤油系。和歌山市内の中心部を走っていた路面電車の停車場に

軒を並べていた屋台を発祥とする味。見た目は濃い茶色ですが、食べるとあっさりしているのが特徴です。二つ目は、豚骨

醤油系。豚骨スープと醤油が絶妙に絡み、奥行きの深さを感じることができます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 15分(7㎞) 

個人: 係留バースより車で 15分(7㎞) 

 
季節 通年 

関連リンク 

わかやま観光 和歌山の美味いラーメン 5 選 和歌山県公式
サイト 
https://www.wakayama-kanko.or.jp/features/gourmet-
articles/40/ 
 

お問合せ【和歌山県商工観光労働部観光局観光振興課】 

電話番号:073-441-2775  l メールアドレス:e0624001@pref.wakayama.lg.jp 

ホームページ: https://www.wakayama-kanko.or.jp/ 

 

マグロ解体ショー  
  

プロの解体師による美しくダイナミックな包丁さばきによって、本マグロがまたたく間に解体されていく様子を間近でご覧

ください。 

  
 

 

 

所在地・開催地 〒640-0014和歌山県和歌山市毛見 1527  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20分(10㎞) 

個人: 係留バースより車で 20分(10㎞) 

 
季節 通年 

観光バス 
駐車台数 

100台 

関連リンク 

和歌山市観光協会 テーマパーク 
https://www.wakayamakanko.com/sightseeing/marina_city.
html 
 

お問合せ【和歌山県商工観光労働部観光局観光振興課】 

電話番号:073-441-2775  l メールアドレス:e0624001@pref.wakayama.lg.jp 

ホームページ: https://www.wakayama-kanko.or.jp/ 

 

グリーンソフト  
  

世界初の抹茶ソフトとして昭和 33 年の誕生以来、地元で長く愛される玉林園のヒット商品。和歌山市観光土産センターに

は、持ち帰りや持ち歩きに便利なハードタイプを販売。一部のコンビニやスーパーでも販売されるなど、地元ではメジャー

商品です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 10分(5㎞) 

個人: 係留バースより車で 10分(5㎞) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

11台 

関連リンク 
和歌山市観光協会 グリーンソフト 
https://www.wakayamakanko.com/shopping/ 

お問合せ【和歌山県商工観光労働部観光局観光振興課】 

電話番号:073-441-2775  l メールアドレス:e0624001@pref.wakayama.lg.jp 

ホームページ: https://www.wakayama-kanko.or.jp/ 
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和歌山下津港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

紀州漆器  
  

紀州漆器は室町時代、木地師が黒江に住みついて木椀の製造を始めたことから続く、400年以上に亘る永い年月によって練

成された伝統的な漆工芸です。日用品からアクセサリーまで、お土産に適した品々がございます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 25分(11㎞) 

個人: 係留バースより車で 25分(11㎞) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5台 

関連リンク 
和歌山県観光連盟 紀州漆器  
http://www.wakayama-
kanko.or.jp/marutabi/tekutekutabi/kainan.html 

お問合せ【和歌山県商工観光労働部観光局観光振興課】 

電話番号:073-441-2775  l メールアドレス:e0624001@pref.wakayama.lg.jp 

ホームページ:http://www.wakayama-kanko.or.jp/ 

 

梅酒  
  

日本一の梅の産地で、全国の梅収穫量の半分以上を生産している紀州、和歌山県。大粒で肉厚、ジューシーな梅から出来る

梅酒はまさに絶品です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 30分(15㎞) 

個人: 係留バースより車で 30分(15㎞) 

季節 通年 

関連リンク 
和歌山県観光連盟 梅酒 
http://www.wakayama-
kanko.or.jp/marutabi/gourmet/umeshu.html 

お問合せ【和歌山県商工観光労働部観光局観光振興課】 

電話番号:073-441-2775  l メールアドレス:e0624001@pref.wakayama.lg.jp 

ホームページ:http://www.wakayama-kanko.or.jp/ 

 

和歌山マリーナシティ  
  

和歌山マリーナシティは、遊びが詰まったリゾートアイランド。テーマパークで遊んだり、市場でお土産を買ったり、釣り

も楽しめます。遊び疲れたら、海の見える天然温泉や、リゾートホテルでゆったりくつろげます。その他にも、海や和歌山

に関わる施設がいっぱいあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒640-0014和歌山県和歌山市毛見 1527  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20分(10㎞) 

個人: 係留バースより車で 20分(10㎞) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

100台 

関連リンク 

和歌山市観光協会 テーマパーク 
https://www.wakayamakanko.com/sightseeing/marina_city.
html 

お問合せ【和歌山県商工観光労働部観光局観光振興課】 

電話番号:073-441-2775  l メールアドレス:e0624001@pref.wakayama.lg.jp 

ホームページ: https://www.wakayama-kanko.or.jp/ 
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http://www.google.co.jp/maps/@34.1576987,135.1740650,17z


 

- 3 - 

 

和歌山下津港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

高野山  
  

高野山は、弘法大師によって開かれた、真言密教の修行道場であり、全国に広がる高野山真言宗の総本山です。様々なお堂

や塔が立ち並び、仏像や曼荼羅が参拝者を迎えます。平成 27年（2015）、高野山は開創 1200年を迎えました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒648-0211和歌山県伊都郡高野町高野山 600番地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 90分(60㎞) 

個人:係留バースより車で 90分(60㎞) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5台 

関連リンク 

高野山真言宗総本山金剛峯寺 
http://www.koyasan.or.jp/ 
一般社団法人高野山宿坊協会・高野山観光協会 
http://www.shukubo.net/contents/ 

お問合せ【和歌山県商工観光労働部観光局観光振興課】 

電話番号:073-441-2775  l メールアドレス:e0624001@pref.wakayama.lg.jp 

ホームページ:http://www.wakayama-kanko.or.jp/ 

 

たま電車  
  

特産のイチゴをモチーフにした「いちご電車」、101 匹のたま駅長が描かれた「たま電車」などユニークな電車が走ってい

ます。終点の貴志駅で迎えてくれるのが、まちの人気者「たまⅡ世駅長」です。日本のみならず海外からも、注目を集めて

います。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 15分(6㎞) 

個人:係留バースより車で 15分(6㎞) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

2台 

関連リンク 

和歌山市観光協会公式 HP  和歌山のおもしろスポット 
たま駅長 
https://www.wakayamakanko.com/sightseeing/interesting.h
tml 

お問合せ【和歌山県商工観光労働部観光局観光振興課】 

電話番号:073-441-2775  l メールアドレス:e0624001@pref.wakayama.lg.jp 

ホームページ: https://www.wakayama-kanko.or.jp/ 

 

和歌山城  
  

和歌山城は、天正 13 年(1585)に紀州を平定した豊臣秀吉が弟の秀長に築城させたのが始まりです。江戸時代には、徳川家

康の第 10男・頼宣が入城し、紀州 55万 5千石の城となり、以来、水戸・尾張と並び、徳川御三家のひとつとして、長い歴

史を刻んできました。天守閣に登れば、和歌山市街が見渡せます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒640-8146和歌山県和歌山市一番丁 3  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 10分(5㎞) 

個人:係留バースより車で 10分(5㎞) 

 
季節 通年 

観光バス 
駐車台数 

11台 

関連リンク 
わかやま観光 和歌山城天守閣 和歌山県公式観光サイト 
https://www.wakayama-kanko.or.jp/spots/3/ 

お問合せ【和歌山県商工観光労働部観光局観光振興課】 

電話番号:073-441-2775  l メールアドレス:e0624001@pref.wakayama.lg.jp 

ホームページ: https://www.wakayama-kanko.or.jp/ 
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和歌山下津港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

高野山町石道散策  
  

高野山町石道は高野七口といわれる高野山の登山道七本のうち、弘法大師空海によって高野山の開創直後に設けられた参詣

道で、紀ノ川流域の慈尊院から高野山壇上伽藍を経て高野山奥の院弘法大師御廟に至る高野山への表参道です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 100分(61㎞) 

個人:係留バースより車で 100分(61㎞) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5台 

関連リンク 

高野山真言宗総本山金剛峯寺 
http://www.koyasan.or.jp/ 
一般社団法人高野山宿坊協会・高野山観光協会 
http://www.shukubo.net/contents/ 

お問合せ【和歌山県商工観光労働部観光局観光振興課】 

電話番号:073-441-2775  l メールアドレス:e0624001@pref.wakayama.lg.jp 

ホームページ:http://www.wakayama-kanko.or.jp/ 

 

高野山 万燈供養会  
  

通称「ろうそく祭り」といわれている諸霊を供養する行事の、「高野山 万燈供養会」が高野町で行われます。奥之院表参

道入口である一の橋前から奥之院・燈籠堂までの約 2km の参道両側に、ローソクを立て火を灯しながら先祖の霊を慰める

為にお参りします。 

  
 

 

所在地・開催地 〒648-0211和歌山県伊都郡高野町高野山 550  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 100分(61㎞) 

個人:係留バースより車で 100分(61㎞) 

季節 8月中旬 
観光バス 
駐車台数 

5台 

関連リンク 

高野山真言宗総本山金剛峯寺 
http://www.koyasan.or.jp/ 
一般社団法人高野山宿坊協会・高野山観光協会 
http://www.shukubo.net/contents/ 

お問合せ【和歌山県商工観光労働部観光局観光振興課】 

電話番号:073-441-2775  l メールアドレス:e0624001@pref.wakayama.lg.jp 

ホームページ:http://www.wakayama-kanko.or.jp/ 

 

淡嶋神社 雛流し  
  

淡嶋神社は、女性のための神様として古来より信仰されています。毎年 3月 3日に行われる雛流しの神事が有名で、全国か

ら使い終えた縫い針や雛人形が寄せられます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒640-0103和歌山県和歌山市加太 118  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 30分(16㎞) 

個人:係留バースより車で 30分(16㎞) 

 
季節 3月 3日 

関連リンク 
わかやま観光 淡嶋神社 和歌山県公式観光サイト 
https://www.wakayama-kanko.or.jp/spots/12/ 

 

お問合せ【和歌山県商工観光労働部観光局観光振興課】 

電話番号:073-441-2775  l メールアドレス:e0624001@pref.wakayama.lg.jp 

ホームページ: https://www.wakayama-kanko.or.jp/ 
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