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新宮港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

まぐろ  
  

紀南海域で漁獲されるまぐろは、生で水揚げされるため、鮮度がよく、非常に美味です。特に、勝浦漁港は日本一の生まぐ

ろの水揚げ基地として有名です。 

周辺の料理店や宿泊施設では、地元ならではの新鮮でイキのいいまぐろが食べられます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 20 分(10km) 

個人: 港より車で 20 分(10km) 

季節 通年 

関連リンク 
和歌山県公式観光サイト グルメ 
https://www.wakayama-kanko.or.jp/gourmet/ 

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/ 

 

熊野牛  
  

熊野牛は、県の南部「熊野地方」で昔から飼われていた和牛でした。その後、選び抜かれた血統を取り入れ、品種改良を行

うことで、和歌山県特産の高級和牛「熊野牛」が誕生。肉質はきめ細やかで柔らかく、味は香ばしく、肉そのものの風味に

優れています。さらに焼いたときの香りの良さも魅力です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 15 分(7km) 

個人: 港より車で 15 分(7km) 

季節 通年 

関連リンク 
和歌山県公式観光サイト グルメ 
https://www.wakayama-kanko.or.jp/gourmet/ 

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/ 

 

めはり寿司  
  

熊野地方では、その昔山仕事の弁当としてソフトボール大のめはり寿司が重宝されていました。あまりの大きさに「目はり 

口はり」してかぶりついたというのがその名の由来です。 

ご飯を握り塩漬けの高菜の葉で包んだだけの素朴な味でしたが、最近では、ご飯の中に入れる具によって､色々変化に富ん

だ味を楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 15 分(7km) 

個人: 港より車で 15 分(7km) 

季節 通年 

関連リンク 
和歌山県公式観光サイト グルメ 
https://www.wakayama-kanko.or.jp/gourmet/ 

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/ 
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新宮港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

那智黒硯  
  

那智黒硯は、その昔、熊野詣の証として旅人が持ち帰ったといわれています。「極楽世界」の荘厳さを感じさせる原石の自

然な姿を生かした那智黒硯は、緻密な石質と適度な硬度により愛硯家に珍重されています。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 30 分(15km) 

個人: 港より車で 30 分(15km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

23 台 

関連リンク 
和歌山県観光連盟フォトライブラリー 
https://www.wakayama-kanko.or.jp/travel-agencies-and-gr
oups/photo-library/terms-of-service/ 

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/ 

 

やたがらす  
  

八咫烏は日本の神話に登場する三本足のからすで、熊野のご神鳥です。八咫烏の「八咫」とは大きく広いという意味です。

八咫烏は太陽の化身で三本の足があります。この三本の足はそれぞれ天・地・人を顕わすと言われ、日本サッカー協会の旗

章にもなっています。お守りや扇子など、御利益のある様々なグッズがあります。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 30 分(15km) 

個人: 港より車で 30 分(15km) 

季節 通年 

関連リンク 
熊野三山協議会 

http://www.kumano-sanzan.jp/ 

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/ 

 

熊野三山  
  

紀伊半島の南部は、神々の霊が隠れ籠る独自の聖域をなし、古来「熊野」と総称されてきました。ここに古代以来、祀られ

てきたのが、本宮、新宮、那智の熊野三社です。熊野三山の信仰は、１００度に及ぶ上皇の熊野御幸として花開き、鎌倉時

代以降は庶民にも広まり「蟻の熊野詣」とまで形容されました。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 30 分(15km) 

個人: 港より車で 30 分(15km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

23 台 

関連リンク 
熊野三山協議会 

http://www.kumano-sanzan.jp/ 

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/ 
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新宮港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

まぐろの競り  
  

勝浦漁港は日本一の生まぐろの水揚げ基地として有名です。漁協職員が案内する生まぐろ早朝の競市を体験・見学できます。

生まぐろの種類などのお話や大きさなどが実感できます。 

  
  

所在地・開催地 〒649-5392 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町築地 7 丁目 8-2  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 20 分(9km) 

個人: 港より車で 20 分(9km) 

季節 通年 

関連リンク 

那智勝浦観光機構 まぐろ 
http://www.nachikan.jp/tokusanhin/ 
和歌山県観光連盟フォトライブラリー 
https://www.wakayama-kanko.or.jp/travel-agencies-and-gr
oups/photo-library/terms-of-service/ 

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/ 

橋杭岩  
  

橋の杭を思わせる大小４０余りの奇岩は、豊かな自然と透き通った美しい海に囲まれた絶景スポットです。波の浸食により

岩の硬い部分が残ったもので、８５０ｍにも及ぶ岩柱の列が南紀屈指の景勝地です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒649-3511 和歌山県東牟婁郡串本町鬮野川  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 60 分(35km) 

個人: 港より車で 60 分(35km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6 台 

関連リンク 

南紀串本観光協会 
http://kankou-kushimoto.jp/ 
和歌山県観光連盟フォトライブラリー 
https://www.wakayama-kanko.or.jp/travel-agencies-and-gr
oups/photo-library/terms-of-service/ 

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/ 

 

あげいん熊野詣  
  

総勢９０名の参加者が、時代衣裳をまとい行列をなして、いにしえの熊野詣を再現します。雄大な自然の残る熊野古道の中

でも、特に美しい「大門坂」から「表参道」、「熊野那智大社」、「那智山青岸渡寺」 そして日本一の落差を誇る「那智の瀧」

に至るコースを辿ります。 

  
  所在地・開催地 〒649-5301 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 30 分(15km) 

個人: 港より車で 30 分(15km) 

季節 10 月末日曜日 
観光バス 
駐車台数 

23 台 

関連リンク 
那智勝浦町 あげいん熊野詣 
http://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/forms/info/inf
o.aspx?info_id=9447 

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/ 
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新宮港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

御燈祭り  
  

熊野御燈祭は２月６日に行われる熊野速玉大社と神倉神社の祭礼です。松明を手にし、荒縄を胴に巻いた白装束の男たち約

2,000 人が、石段を一気に駆け下りる姿は圧巻。新宮節に「お灯祭りは 男のまつり 山は灯の滝 下り竜」と唄われてお

り、熊野地方に春を呼ぶ勇壮な火祭りとして有名です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒647-0044 和歌山県新宮市神倉 1-13-8  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 15 分(6km) 

個人: 港より車で 15 分(6km) 

季節 2 月 6 日 

関連リンク 

新宮市観光協会 熊野御燈祭 
http://www.shinguu.jp/modules/pico2/index.php?content_id
=6 
和歌山県観光連盟フォトライブラリー 
https://www.wakayama-kanko.or.jp/travel-agencies-and-gr
oups/photo-library/terms-of-service/ 

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/ 

 

那智の扇祭り（火祭り）  
  

日本三大火祭りの一つとされる「那智の扇祭り（火祭り）」は、十二体の熊野の神々を炎で清める神事です。御滝の姿を表

した高さ 6ｍの十二体の扇神輿に移し、御本社より御滝へ渡御をなし、那智大滝の参道で重さ 50kg～60kg の十二本の大松

明でお迎えします。 

  
 

 

所在地・開催地 〒649-5301 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町那智山  

アクセス 
ツアー: 係留バースより車で 30 分(15km) 

個人:港より車で 30 分(15km) 

季節 7 月 14 日 
観光バス 
駐車台数 

23 台 

関連リンク 
那智勝浦町 那智の火祭 
http://www.town.nachikatsuura.wakayama.jp/forms/info/info.aspx?info_id=9443 

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/ 
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