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

呉海自カレー  
  

海上自衛隊では金曜日の昼食にカレーを食べます。 

呉海自カレーとは、海上自衛隊呉基地の艦艇の隊員が食べているカレーを、市内の飲食店で提供する取り組みです。 

海上自衛隊の調理員がお店に作り方を教えて、艦長が味のチェックをします。 

艦長の認定を受けたカレーだけをお店で提供します。 

   

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節  

関連リンク 
呉海自カレー事業者部会 
https://kure-kaijicurry.com 
 

お問合せ【呉海事カレー・呉グルメ実行委員会事務局（呉市観光振興課）】 

電話番号: 0823-25-3309 l メールアドレス: kankou@city.kure.lg.jp 

 

 

海軍グルメ  
  

明治海軍の料理教科書や昭和海軍の艦艇で出されていたレシピ、戦艦「大和」乗組員の証言を基にレシピを復刻しました。

特に、東郷平八郎がイギリス留学中に食べたビーフシチューを日本に戻って再現したものとされる「肉じゃが」は、呉が発

祥の地とも言われています。市内では様々な種類のグルメを提供しています。 

   

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【呉市産業部観光振興課】 

電話番号:0823-25-3309 l メールアドレス:kankou@city.kure.lg.jp 

 

蔵本通りの屋台  
  

全国でも珍しい電気と上下水道が整備されている屋台通り。 

ラーメンやおでんといった定番メニューから創作料理まで様々なジャンルのグルメが並びます。 

地元の人はもちろん、遠方からのリピーターでもにぎわっています。 

   

 

所在地・開催地 〒737-0051 呉市中央 蔵本通り一帯  

アクセス 呉中央桟橋より徒歩約 15分(約 1.3km) 

季節 通年 

関連リンク 
くれまちダイアリー 
http://kuremachidiary.jp/ 
 

お問合せ【呉市観光振興課】 

電話番号:0823-25-3309 l メールアドレス:kankou@city.kure.lg.jp 

https://kure-kaijicurry.com/
mailto:kankou@city.kure.lg.jp
mailto:kankou@city.kure.lg.jp
http://kuremachidiary.jp/
mailto:kankou@city.kure.lg.jp
http://www.google.co.jp/maps/@34.2474384,132.5642700,17z
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呉港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

呉冷麺  
  

太い平麺とピリ辛のスープが特徴。夏はもちろん一年中楽しめます。 

夏場の午後には売り切れることも多いので、早めの来店がオススメです。 

   

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
くれまちダイアリー 
http://kuremachidiary.jp/ 
 

お問合せ【呉市観光振興課】 

電話番号:0823-25-3309 l メールアドレス:kankou@city.kure.lg.jp 

 

れんがどおり  
  

呉で最も賑やかな商店街で呉ならではの名店が軒を連ねています。 

海軍グルメや細うどん、スイーツといった呉名物のグルメやスイーツを食べ歩いてみてはいかがでしょうか。 

   

 

所在地・開催地 〒737-0046 呉市中通  

アクセス 呉中央桟橋より徒歩約 15分(約 1.1km) 

季節 通年 

関連リンク 
くれまちダイアリー 
http://kuremachidiary.jp/ 
 

お問合せ【呉市産業部観光振興課】 

電話番号:0823-25-3309 l メールアドレス:kankou@city.kure.lg.jp 

 

かんきつ類  
  

大長ブランドで人気の「大長みかん」や、倉橋発祥の「いしじみかん」など、濃厚な甘みと爽やかな酸味のバランスが絶妙

なみかんや、国産レモンの元祖といわれ、皮まで食べられる天然レモンの超一級品「大長レモン」などのかんきつ類が人気。 

産地で安く購入できるほか、かんきつを使った多様なお土産も販売されています。 

   

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 冬 

関連リンク 
呉市農林水産課ホームページ 
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/38/yorimiti-inde
x.html 

お問合せ【呉市産業部観光振興課】 

電話番号:0823-25-3309 l メールアドレス:kankou@city.kure.lg.jp 

http://kuremachidiary.jp/
mailto:kankou@city.kure.lg.jp
http://kuremachidiary.jp/
mailto:kankou@city.kure.lg.jp
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/38/yorimiti-index.html
https://www.city.kure.lg.jp/soshiki/38/yorimiti-index.html
mailto:kankou@city.kure.lg.jp
http://www.google.co.jp/maps/@34.2450569,132.5647095,17z
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呉港周辺観光情報 
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海上自衛隊呉史料館（てつのくじら館）  
  

実物の潜水艦「あきしお」を陸揚げして展示する日本初の施設。 

艦内を一般公開しており、潜望鏡を覗いたり操舵席に座ったりするなど艦内での生活を疑似体験できます。また、海上自衛

隊の歴史や掃海艇の活躍についても紹介しています。 

実物の潜水艦を「見て」、「体感する」貴重な体験ができる施設です。 

   

 

所在地・開催地 〒737-0029 呉市宝町 5-32  

アクセス 呉中央桟橋より徒歩約 3 分(約 300m) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 

近隣に 

バス乗降場有 

関連リンク 
海上自衛隊呉史料館/てつのくじら館 
https://www.jmsdf-kure-museum.go.jp/ 

お問合せ【海上自衛隊呉史料館（てつのくじら館）】 

電話番号:0823-21-6111 

 

音戸の瀬戸公園  
  

平清盛が沈む夕日を招き返して切り拓いたという「日招き伝説」の残る名勝地。 

このエリアには、「音戸大橋」「第二音戸大橋」という 2 本の真紅のアーチ橋とそれらを模した歩道橋・通称「第三音戸大橋」

が架かり、真紅の橋と瀬戸内海の島々の風景が楽しめる名勝地です。 

春には桜やツツジが咲き乱れ、散策にぴったりです。 

   

 

所在地・開催地 呉市警固屋～音戸町  

アクセス 
個人:バスで広電バス倉橋方面行き「音戸渡船口」下車  
徒歩約 10 分(中央桟橋より約 6.5km) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 2 台 

関連リンク 
くれまちダイアリー 
http://kuremachidiary.jp/ 

お問合せ【呉市観光振興課】 

電話番号:0823-25-3309 l メールアドレス:kankou@city.kure.lg.jp 

 

入船山記念館  
  

歴代の呉鎮守府司令長官が起居した官舎を、1905(明治 38)年の建築当時の姿に復元し、公開しています（国重要文化財に

指定）。 

洋館部の壁や天井に貼られた「金唐紙」は現存数が少なく大変貴重なもので、一見の価値があります。 

敷地内には郷土館、歴史民俗資料館を併設し、呉の歴史を学ぶことができます。 

   

 

所在地・開催地 〒737-0028 呉市幸町 4-6  

アクセス 
呉中央桟橋より美術館通りへ国立病院下徒歩約 15 分(約

1.3km) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 12 台 

関連リンク 
入船山記念館 
http://irifuneyama.com/ 

お問合せ【入船山記念館】 

電話番号:0823-21-1037 

https://www.jmsdf-kure-museum.go.jp/
http://kuremachidiary.jp/
mailto:kankou@city.kure.lg.jp
http://irifuneyama.com/
http://www.google.co.jp/maps/@34.2422240,132.5553723,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.1968412,132.5432140,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.2403341,132.5639427,17z
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呉港周辺観光情報 
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大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館）  
  

  
 
 

呉で建造された戦艦「大和」を詳細に再現した 10 分の 1 戦艦「大和」や、零戦、人間魚雷「回天」などの実物資料を展示。 

パネルと現存する資料で「呉」の歴史を未来に伝えています。 

船を中心とした科学技術の原理を操船シミュレーターなどの体験・体感を通して紹介する展示室もあり、家族そろって楽し

く学べる施設です。 

   

 

所在地・開催地 〒737-0029 呉市宝町 5-20  

アクセス 呉中央桟橋より徒歩約 3 分(約 250m) 

季節 通年 

関連リンク 
大和ミュージアム 
http://yamato-museum.com/ 

お問合せ【大和ミュージアム（呉市海事歴史科学館）】 

電話番号:0823-25-3017 

 

海上自衛隊艦艇 一般公開  
  

海上自衛隊呉基地(F バース)では、毎週日曜日に艦艇の一般公開が行われています。 

停泊中の艦艇の中から毎回 1隻を選んで公開されます。実際に乗艦できる貴重な機会です。 

※詳細や注意事項については、海上自衛隊呉地方隊のホームページでご確認ください。 

   

 

所在地・開催地 〒737-0027 呉市昭和町  

アクセス 呉中央桟橋より車で約 8 分(約 3km) 

季節 通年毎週日曜日 

関連リンク 
海上自衛隊呉地方隊 
http://www.mod.go.jp/msdf/kure/ 

お問合せ【海上自衛隊呉地方総監部広報係】 

電話番号:0823-22-5511 

 

安芸灘とびしま海道サイクリング  
  

安芸灘とびしま海道のサイクリングコースは護岸が低く、瀬戸内海の自然やおだやかな島の雰囲気を楽しみながら走行でき

ると人気が高まっています。 

島には江戸時代からの建物が残る御手洗の町並みなど、歴史を学べる施設や温泉が点在しています。走行途中に寄り道して

みてはいかがでしょうか。 
   

 

所在地・開催地 安芸灘とびしま海道(安芸灘大橋～岡村大橋)  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
くれまちダイアリー 
http://kuremachidiary.jp/ 
 

お問合せ【呉市観光振興課】 

電話番号:0823-25-3309 

http://yamato-museum.com/
http://www.mod.go.jp/msdf/kure/
http://kuremachidiary.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.2415231,132.5557770,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.2259290,132.5495847,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.2085459,132.6807259,17z
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呉港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

 

呉みなと祭  
  

呉の春季恒例行事。参加者による大パレードや、各ステージ行事、うまいものいっぱいのバザール行事などでにぎわいます。 

   

 

所在地・開催地 〒737-0051 呉市中央 蔵本通り一帯  

アクセス 呉中央桟橋より徒歩約 15分(約 1.3km) 

季節 4月 29日 

関連リンク  

お問合せ【呉まつり協会（呉商工会議所内）】 

電話番号:0823-21-0151 

 

 

http://www.google.co.jp/maps/@34.2485180,132.5660699,17z

