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

福山うずみごはん  
  

「うずみ」は江戸時代から続く福山の郷土料理。「うずみ」の由来は諸説ありますが，江戸時代の倹約政治により、ぜいた

く品とされた具材をご飯で隠して食べたのが始まりと言われています。 

  
 

 

所在地・開催地 福山駅周辺の飲食店 

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 20分(10km) 
個人:バスで中国バス福山駅前行き（福山港～福山駅は概ね 1時間に 1本）徒歩 5分
(港より 10km) 

季節 通年 

関連リンク 
ふくやま観光・魅力サイト 
https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/foods/95159.htm 

お問合せ【福山市情報発信課】 

電話番号:084-928-1135 l メールアドレス: jouhou-hasshin@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

  

保命酒(ほうめいしゅ)  
  

1659年（万治 2年）大坂の漢方医であった中村吉兵衛によって鞆で造られた 16種類の和漢植物を漬け込んだ薬味酒。江戸

時代には福山藩を代表する特産品として幕府への献上品であった。幕末には黒船のペリー総督一行や領事ハリスらに幕府の

接待酒としてふるまわれたともいわれている。 

  
 

 

所在地・開催地 福山市鞆町内の保命酒店など 

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 20分(10km) 

個人:港より車で約 20分(10km) 

季節 通年 

関連リンク 

入江豊三郎本店 
http://www.iriehonten.jp/item/houmeishu.html 
岡本亀太郎本店 http://www.honke-houmeishu.com/ 
鞆酒造 http://tomonoura.jp/ 
八田保命酒舗 http://www.houmeishu.jp/ 

お問合せ【鞆保命酒協同組合 代表理事 岡本純夫】 

電話番号:084-970-5374 l メールアドレス:info@tomonoura.jp 

 

瀬戸内の鯛・小魚料理  
  

祝い事に欠かせない鯛をまるごと使った鯛そうめんや漁師たちが船上で食べていたという鯛めしなど、瀬戸内の鯛を使った

料理が鞆の飲食店で食べられます。その他、鯛以外の小魚を使った揚物や練り物など小魚料理も絶品です。 

  
 

 

所在地・開催地 福山駅周辺・鞆町内の飲食店 

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 20分(10km) 

個人:車で約 20分(港より 10km) 

季節 通年 

関連リンク 
（公社）福山観光コンベンション協会 
http://www.fukuyama-kanko.com/ 

お問合せ【（公社)福山観光コンベンション協会 HP】 

電話番号 084-926-2649 l メールアドレス: kyokai@fukuyama-kanko.com 

 

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/foods/95159.htm
mailto:jouhou-hasshin@city.fukuyama.hiroshima.jp
http://www.iriehonten.jp/item/houmeishu.html
http://www.honke-houmeishu.com/
http://tomonoura.jp/
http://www.houmeishu.jp/
mailto:info@tomonoura.jp
http://www.fukuyama-kanko.com/
mailto:kyokai@fukuyama-kanko.com
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福山の特産品・お土産  
  

福山市は温暖な気候と豊かな自然に恵まれており，水産加工品をはじめとした特産品が多くあります。また，昔からものづ

くりの盛んなまちでもあり，その気質は今もなお，伝統とともに受け継がれています。 

  
 

 

所在地・開催地 JR福山駅構内のお土産店など。  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 20分(10km) 

個人:車で約 20分(港より 10km) 

季節 通年 

関連リンク 
(公社)福山観光コンベンション協会 HP 
http://www.fukuyama-kanko.com 

お問合せ【(公社)福山観光コンベンション協会】 

電話番号: 084-926-2649 l メールアドレス: kyokai@fukuyama-kanko.com 

 

 

サンステーションテラス福山  
  

JR 福山駅の鉄道高架下にある商業施設。ファッション・雑貨，お土産などのショッピング，飲食など幅広く楽しむことが

できます。通称は「さんすて福山」。 

  
 

 

所在地・開催地 〒720-0066広島県福山市三之丸町 30-1  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 20分(10km) 

個人:バスで中国バス福山駅前行き 下車すぐ(10km) 

季節 通年 

関連リンク 
サンステーションテラス福山 ウェブサイト 
http://sun-ste.com/fukuyama/ 

お問合せ【さんすて福山 インフォメーション】 

電話番号:084-925-0966 

ホームページ:http://sun-ste.com/fukuyama/ 

鞆の浦と仙酔島  
  

万葉の昔から潮待ちの港として栄え，江戸時代からの町並みや港湾施設が残る鞆の浦。最近では，宮崎駿監督が滞在し「崖

の上のポニョ」の構想を練った場所と言われており，またハリウッド映画「ウルヴァリン：SAMURAI」のロケ地としても

有名です。市営渡船「平成いろは丸」で 5分の仙酔島は自然がそのまま残る風光明媚な島です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒720-0201福山市鞆町鞆 

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 20分(10km) 

個人:車で約 20分(港より 10km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

7台 

関連リンク 
(公社)福山観光コンベンション協会 HP 
http://fukuyama-kanko.com 
 

お問合せ【福山市観光課】 

電話番号:084-928-1043 l メールアドレス:kanko@city.fukuyama.hiroshima.jp 

ホームページ: http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kanko/  

 

http://www.fukuyama-kanko.com/
file:///I:/観光情報_作業用_WORD_PDF/040福山港/%20kyokai@fukuyama-kanko.com
http://sun-ste.com/fukuyama/
http://sun-ste.com/fukuyama/
http://fukuyama-kanko.com/
mailto:kanko@city.fukuyama.hiroshima.jp
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/soshiki/kanko/
http://www.google.co.jp/maps/@34.489409,133.361446,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.4900219,133.3621353,17z
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福山市次世代エネルギーパーク  
  

「低炭素」「資源循環」施設が集積する”びんごエコタウン”。福山太陽光発電所（メガソーラー）をはじめ、多くの太陽光

発電設備の設置が進んでいます。RDF（バイオマス）発電、製造施設も立地しています。また，福山市リサイクルプラザは

環境学習の拠点となっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒721-0956広島県福山市箕沖町 

アクセス 個人:港より徒歩で約 30分(3km) 

季節 通年 

関連リンク 
福山市次世代エネルギーパーク HP 
http://fukuyama-energypark.com 
 

お問合せ【福山市経済環境局環境部環境啓発課】 

電話番号:084-954-2619 l メールアドレス: kankyou-keihatsu@city.fukuyama.hiroshima.jp  

ホームページ:http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/ 

 

福山城および福山文化ゾーン  
  

福山城は，1619年（元和 5年）に水野勝成が備後の領主になって築いた城です。伏見櫓，筋鉄御門は国の重要文化財です。

天守閣内部には歴代藩主の遺品や資料，考古・歴史資料などを収蔵・展示しています。城の周辺は美術館をはじめ博物館や

文学館など多様な施設が整備され，緑があふれる市民の憩いの場となっています。 

  
 

 

 

所在地・開催地 〒720-0061広島県福山市丸之内一丁目 8番 

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 20分(10km) 

個人:港より車で 20分(10km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6台 

関連リンク 
福山城ＨＰ 
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/fukuyamajo/ 
 

お問合せ【福山城博物館】 

電話番号:084-922-2117  l メールアドレス:castle@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

鞆の浦観光鯛網  
  

船団を組んで桜鯛の群れを追い，文字通りこれを一網打尽にする 380年の伝統を誇る勇壮な一大会場絵巻。クルージングし

ながらご覧いただけます。 

2015年（平成 27年）には，「鞆の浦 鯛しばり網漁」が福山市無形民俗文化財に指定されました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒720-0201 福山市鞆町鞆 

アクセス 
係留バースより車で約 20分(10km) 

個人：バス停 鞆港 徒歩 

季節 春 ５月上旬から下旬 

関連リンク 
（公社）福山観光コンベンション協会 
http://www.fukuyama-kanko.com/ 

お問合せ：【(公社)福山観光コンベンション協会 HP】 

電話番号：084-926-2649 | E-mail：kyokai@fukuyama-kanko.com 

 

http://fukuyama-energypark.com/
mailto:%20kankyou-keihatsu@city.fukuyama.hiroshima.jp
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/
http://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/site/fukuyamajo/
mailto:castle@city.fukuyama.hiroshima.jp
http://www.fukuyama-kanko.com/
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鞆龍馬おもてなし隊  
  

坂本龍馬ゆかりの地である鞆の浦では，龍馬に扮した鞆龍馬おもてなし隊が出没します。鞆龍馬との記念撮影や，観光情報

について聞いてみたりなど，交流を楽しんでみてはいかが？休憩は渡船場 2階の「カフェ＆ギャラリーSHION」へ。 

  
 

 

所在地・開催地 〒720-0201福山市鞆町一円 

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 20分(10km) 

個人:車で約 20分(港より 10km) 

季節 不定期 
観光バス 
駐車台数 

7台 

関連リンク 
鞆龍馬おもてなし隊 Facebook 
http://m.facebook.com/tomoryomatai/ 
 

お問合せ【福山市観光課】 

電話番号:084-928-1043 l メールアドレス:kanko@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

 

福山ばら公園  
  

戦後「荒廃した街に潤いを与え，人々の心に和らぎを取り戻そう」とばら苗 1,000 本が植えられたことから，「ばらのまち

福山」の歴史が始まりました。現在では，園内に 280 種・約 5,500 本のばらが咲き誇ります。毎年 5 月に開催される「福

山ばら祭」のメイン会場となり，市民の憩いの場となっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒720-0803広島県福山市花園町 1丁目 5-1  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 20分(10km) 

個人:車で約 20分(港より 10km) 

季節 5月，10月 

関連リンク 
福山ばら祭ＨＰ 
http://fukuyama-matsuri.jp/bara/ 

お問合せ【福山市観光課】 

電話番号:084-928-1043 l メールアドレス:kanko@city.fukuyama.hiroshima.jp 

 

 

 

 

http://m.facebook.com/tomoryomatai/
mailto:kanko@city.fukuyama.hiroshima.jp
http://fukuyama-matsuri.jp/bara/
mailto:kanko@city.fukuyama.hiroshima.jp
http://www.google.co.jp/maps/@34.4807099,133.3718029,17z

