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

 
たまの温玉めし  

  

「たまの温玉めし」は玉野市のご当地グルメです。 

穴子と雑穀入りの焼き飯に、とろーり温泉玉子をトッピング。蒲焼のタレと醤油の味付けは，ヤミツキになること間違いな

し!! ぜひ一度ご賞味ください。 

玉野市内の料理店 12店舗で提供しています。 

  
 

 

所在地・開催地 岡山県玉野市  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
ご当地グルメ「たまの温玉めし」を食べに行こう！！ 
https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/16/1143.html 

お問合せ【玉野市産業振興部商工観光課】 

電話番号：0863-33-5005  l  メールアドレス：syoukoukankou@city.tamano.lg.jp 

ホームページ：https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/16/ 

 

 
  
白桃・ぶどう  

  

「果物王国岡山」の白桃は、優美な色合いで、なめらかな口当たりが特徴です。しかも糖度の高い果汁がたっぷり。ぶどう

は、果物の女王と呼ばれるマスカット・オブ・アレキサンドリアをはじめ、ニュー・ピオーネなど大粒で絶品のものが勢揃

い。県内各地で、フルーツ狩りを楽しむこともできます。 

  
  

所在地・開催地  

アクセス  

季節 7月～10月 

関連リンク 

おかやまフルーツ情報サイト 

https://momotaros.com 
 
岡山観光WEB 

https://www.okayama-kanko.jp 

お問合せ【岡山県農林水産部農政企画課対外戦略推進室】 

電話番号：086-226-7404  l  メールアドレス：taigai@pref.okayama.lg.jp 

ホームページ： https://www.pref.okayama.jp/soshiki/336/ 

 
  
備前焼  

  

千年の伝統を誇る備前焼は、釉薬を使用しない武骨な陶器で、土と炎の芸術と呼ばれ、日本の「わび・さび」の境地を象徴

しています。JR伊部駅周辺には、備前焼ミュージアムや窯元、工房があり、陶芸体験も可能です。【日本遺産】 

  
  

所在地・開催地 〒705-0001岡山県備前市伊部 1659-6  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 70分(50km) 

個人:電車で JR伊部駅下車すぐ 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

7台 

関連リンク 

備前焼伝統産業会館 
https://www.okayama-kanko.jp/spot/11100 
https://touyuukai.jp/ 

 
備前焼ミュージアム 
https://www.city.bizen.okayama.jp/site/bzmuseum/ 

お問合せ【協同組合岡山県備前焼陶友会】 

電話番号：0869-64-1001 

ホームページ：https://touyuukai.jp/ 
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http://www.google.co.jp/maps/@34.4922325,133.9535010,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.73904,134.16132,17z
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宇野港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

 
宇野港周辺  

  

玉野市は瀬戸内海の多島美に囲まれた風光明媚な港町で、宇野港は現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭」の会場の一つで

す。周辺では、「宇野のチヌ」や「舟底の記憶」などの作品が展示され、現代アートの聖地として世界的に有名な直島や豊

島への玄関口となっています。（写真は淀川テクニック「宇野のチヌ」2010年 玉野市・宇野港、撮影：高橋公人） 

  
 

 

所在地・開催地 〒706-0002岡山県玉野市築港  

アクセス 港より徒歩 0分(0kｍ) 

季節 通年 

関連リンク 
宇野港周辺情報 
https://tamano-art.jp/ 

お問合せ【玉野市産業振興部商工観光課】 

電話番号：0863-33-5005  l  メールアドレス：syoukoukankou@city.tamano.lg.jp 

ホームページ：https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/16/ 

 
  
渋川・王子が岳  

  

渋川・王子が岳地域は、県下最大級の海水浴場を有する渋川海岸、瀬戸内海や瀬戸大橋を望む眺望スポット王子が岳を中心

とした、玉野市を代表する観光・行楽地です。マリンスポーツやパラグライダー、ボルダリングなどスポーツレクリエーシ

ョンも行われています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒706-0028 岡山県玉野市渋川 

アクセス 港より車で 30分(12km) 

季節  

関連リンク 

渋川海岸 
https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/16/1491.html 
 
王子が岳 
https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/16/7688.html 

お問合せ【玉野市役所商工観光課】 

電話番号：0863-33-5005  |  メールアドレス：syoukoukankou@city.tamano.lg.jp 

ホームページ：https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/16/ 

 

 
  
瀬戸内温泉たまの湯 瀬

戸
内
温
泉
た
ま
の
湯 

  

瀬戸内海を眼前に望み、豊かな瀬戸の色彩に刻を忘れ、風情漂う潮騒の音に心ゆるむ露天風呂。旬の瀬戸内料理のおもてな

しも楽しめ、県下最大級の露天風呂で解放感たっぷりの湯浴みをぜひ。 

  
 

 

所在地・開催地 〒706-0002 岡山県玉野市築港 1-1-11  

アクセス 港より徒歩 5分(600m) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

2台 

関連リンク 
瀬戸内温泉たまの湯 

https://www.seto-tamanoyu.jp/ 

お問合せ【瀬戸内温泉たまの湯】 

電話番号：0863-31-1526 

ホームページ：https://www.seto-tamanoyu.jp/ 
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宇野港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

 
直島  

  

直島は、瀬戸内海に浮かぶ美しい自然に恵まれた島です。文化の薫りが高く、瀬戸内国際芸術祭のメイン会場でもあること

から、現代アートの聖地と称されています。著名な建築家による美術館や多数のアート作品・施設が常設されています。(写

真は草間彌生「赤かぼちゃ」2006 年 直島・宮浦港緑地，撮影：青地大輔) 【ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン２

つ星】 

  
 

 

所在地・開催地 〒761-3110香川県香川郡直島町  

アクセス 
ツアー:係留バースよりフェリーで約 20分(5km) 

個人:フェリーで宮浦港徒歩 2分 

季節 通年 

関連リンク 

直島観光旅サイト 
https://naoshima.net/ 
 
ベネッセアートサイト直島 
https://benesse-artsite.jp/ 

お問合せ【直島町総務課】 

電話番号：087-892-2222  l  メールアドレス：somu1@town.naoshima.lg.jp 

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

 
  
瀬戸内国際芸術祭  

  

美しい瀬戸内海の島々を舞台として 3 年に一度開催される現代アートの祭典「瀬戸内国際芸術祭」。各地に展示される美術

作品、アーティストなどによるイベント、地元伝統芸能・祭事と連携したイベントなどで構成され、春、夏、秋の三会期で

開催される。 

  
 

     豊島美術館（写真：森川 昇） 

 

 

 

 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節  

関連リンク 
瀬戸内国際芸術祭 
https://setouchi-artfest.jp/ 

お問合せ【瀬戸内国際芸術祭実行委員会事務局】 

電話番号：087-813-0853  l  メールアドレス：info@setouchi-artfest.jp 

ホームページ：https://setouchi-artfest.jp/ 

 
 
  
クルーズ歓迎イベント  

  

クルーズ歓迎イベントとして、地元高校生による吹奏楽演奏や花束・記念品の贈呈、乗船客への記念品配布、バルーンによ

る出港見送り等を実施しています。また、夜間停泊される時には、約 500個のキャンドルによるライトアップで客船バース

を彩ります。 

  
 

 

 

 

所在地・開催地 〒706-0002岡山県玉野市築港 1-1  

アクセス 港より徒歩 0分(0km) 

季節 通年 

関連リンク 
岡山県土木部港湾課ホームページ 
https://www.pref.okayama.jp/soshiki/66/ 

お問合せ【玉野市産業振興部商工観光課】 

電話番号：0863-33-5005  l  メールアドレス：syoukoukankou@city.tamano.lg.jp 

ホームページ：https://www.city.tamano.lg.jp/soshiki/16/ 
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宇野港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

 
備前長船刀剣博物館  

  

備前長船刀剣博物館は日本刀の一大産地であった長船にあり、日本でも数少ない、日本刀を専門展示する博物館です。併設

されている工房では職人が仕事を公開しており、伝統的な刀剣の製作作業を見学することもできます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒701-4271岡山県瀬戸内市長船町長船 966  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 60分(46km) 

個人:電車で JR長船駅下車、タクシー7分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

4台 

関連リンク 

備前長船刀剣博物館 

https://www.city.setouchi.lg.jp/site/token/ 

https://www.okayama-kanko.jp/spot/11175 
お問合せ【備前長船刀剣博物館】 

電話番号：0869-66-7767 

ホームページ：https://www.city.setouchi.lg.jp/site/token/ 

      
倉敷美観地区  

  

倉敷美観地区一帯は、江戸時代には米の積出地として栄え、土蔵などから往時をしのぶことができます。風にそよぐ柳並木

や、白壁が美しいコントラストを見せて倉敷川に影をおとし、伝統的な日本建築の町並みが広がります。世界的名画を収蔵

する大原美術館をはじめ、民芸館、考古館など文化施設も多数あります。【ミシュラン・グリーンガイド・ジャポン２つ星】 

  
  

所在地・開催地 〒710-0046岡山県倉敷市中央  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 50分(25km) 

個人:電車で JR倉敷駅下車徒歩 10分(港より 25km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

24台 

関連リンク 

倉敷観光WEB 
https://www.kurashiki-tabi.jp/ 
 
岡山観光WEB 
https://www.okayama-kanko.jp/spot/10226 

お問合せ【倉敷観光コンベンションビューロー】 

電話番号：086-421-0224  l  メールアドレス：info@kankou-kurashiki.jp 

ホームページ：https://kankou-kurashiki.jp/ 

 
  
岡山後楽園，岡山城  

  

岡山後楽園は、約 300年前に岡山藩主池田綱政が藩主のやすらぎの場として作らせた庭園で、日本三名園の一つ。広い芝生

地や池、築山、亭舎が園路や水路で結ばれ、歩きながら移り変わる景色を眺めることができます。また、隣接する岡山城は

宇喜多秀家が築城し、天守閣の黒い外観から別名「烏城（うじょう）」とも呼ばれます。【ミシュラン・グリーンガイド・ジ

ャポン３つ星】 

  
  

所在地・開催地 〒703-8257岡山県岡山市北区後楽園 1-5  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 50分(25km) 

個人:電車で JR岡山駅徒歩 20分(25km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10台 

関連リンク 

岡山後楽園 
https://okayama-korakuen.jp/ 
 
岡山城 
https://okayama-kanko.net/ujo/ 

お問合せ【岡山後楽園】／ 【岡山城】 

電話番号：086-272-1148 ／ 086-225-2096 

ホームページ：https://okayama-korakuen.jp／  https://okayama-kanko.net/ujo/  
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