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

周防大島みかん鍋  
  

周防大島みかん鍋は長寿の島の新郷土料理。焼きみかんや柑橘の香りを練りこんだ地魚のつみれが入ったぽかぽかの鍋料

理。 

  
 

 

所在地・開催地 山口県周防大島町  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 1 時間 30 分(50km) 

個人:港より車で 1 時間 30 分(50km) 

季節 冬 11 月～3 月 

関連リンク 
一般社団法人周防大島観光協会 
http://www.suo-oshima-kanko.net/index.html 

お問合せ【一般社団法人周防大島観光協会】 

電話番号:0820-72-2134 l メールアドレス:@suo-oshima-kankou.net 

ホームページ:http://www.suo-oshima-kanko.net/index.html 

 

高森牛  
  

高森牛の生産は管理されていて、美味しさを保つ為に飼育環境～加工までの規則を厳しく決めています。品質基準を満た

し、加工処理された牛肉のみを高森牛といいます。脂（サシ）は少なめで、ヘルシーな柔らかく美味しい牛肉です。 

  
 

 

所在地・開催地 山口県岩国市周東町 

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 30 分(20km) 

個人:港より車で 30 分(20km) 

季節 通年 

関連リンク 
岩国市公式観光ホームページ 
http://kankou.iwakuni-city.net/ 

お問合せ【岩国市産業振興部観光振興課】 

電話番号:0827-29-5116 l メールアドレス:kankou@city.iwakuni.lg.jp 

 

金魚ちょうちん  
  

赤と白のすっきりとした胴体に、パッチリと黒い目を開いたおどけた顔の金魚ちょうちん。青森の「ねぶた」をヒントに、

竹ひごと和紙に「柳井縞」の染料を用いて作られたといわれています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒742-0022 山口県柳井市古市、金屋 

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 1 時間(33km) 

個人:港より車で 1 時間(33km) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
6台 

関連リンク 
柳井市観光協会 
http://www.kanko-yanai.com 

お問合せ【柳井市観光協会】 

電話番号:0820-23-3655 l メールアドレス:info@kanko-yanai.com 

ホームページ:http://www.kanko-yanai.com 

http://www.suo-oshima-kanko.net/index.html
mailto:@suo-oshima-kankou.net
http://www.suo-oshima-kanko.net/index.html
http://kankou.iwakuni-city.net/
mailto:kankou@city.iwakuni.lg.jp
http://www.kanko-yanai.com/
mailto:info@kanko-yanai.com
http://www.kanko-yanai.com/
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岩国港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

岩国の日本酒  
  

岩国市には清流錦川があり、酒造りが盛んでおいしい日本酒のある地域です。その歴史は古く、江戸時代や明治時代から続

く酒蔵があります。歴史ある酒蔵が、日々研鑽し、より一層おいしい日本酒を造っています。ぜひ、岩国の日本酒で乾杯を！ 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数  

関連リンク 
山口県酒造組合ホームページ 
http://y-shuzo.com/member/iwakuni.html 

お問合せ【岩国市産業振興部観光振興課】 

電話番号:0827-29-5116 l メールアドレス:kankou@city.iwakuni.lg.jp 

 

岩国のれんこん料理  
  

岩国はレンコンの有名な産地。普通のれんこんより穴が一つ多いのが特徴。肉厚で柔らかく粘りのある食感と風味の良さが

特徴です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数  

関連リンク 
岩国市公式観光ホームページ 
http://kankou.iwakuni-city.net/ 

お問合せ【岩国市産業振興部観光振興課】 

電話番号:0827-29-5116 l メールアドレス:kankou@city.iwakuni.lg.jp 

 

錦帯橋  
  

延宝元年（1673）第三代岩国藩主吉川広嘉が創建。 

錦川の清流に架かる五連のアーチを描いた木橋は、長さ 193.3ｍ、幅 5ｍで、木と木の組合せによって支えられ、巻金とか

すがいが使われています。日本三名橋のひとつとして有名です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒741-0062 山口県岩国市岩国  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20 分(7km) 

個人:港より車で 20 分(7km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

30台 

関連リンク 

【錦帯橋】岩国市公式ホームページ 
http://kintaikyo.iwakuni-city.net/ 
岩国市公式観光ホームページ 
http://kankou.iwakuni-city.net/ 
 

お問合せ【岩国市産業振興部観光振興課】 

電話番号:0827-29-5116 l メールアドレス:kankou@city.iwakuni.lg.jp 

http://y-shuzo.com/member/iwakuni.html
mailto:kankou@city.iwakuni.lg.jp
http://kankou.iwakuni-city.net/
mailto:kankou@city.iwakuni.lg.jp
http://kintaikyo.iwakuni-city.net/
http://kankou.iwakuni-city.net/
mailto:kankou@city.iwakuni.lg.jp
https://www.google.co.jp/maps/@34.1676006,132.1776385,18.59z/data=!3m1!4b1!4m2!7m1!2e1
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岩国港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

岩国城  
  

白亜の天守閣を持つ「岩国城」は、桃山風南蛮造りという技法で作られています。また、この一帯は公園として整備され、

森林散策を楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒741-0081 山口県岩国市横山 3 丁目  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20 分(7km) 

個人:港より車で 20 分(7km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数  

関連リンク 
岩国市公式観光ホームページ 
http://kankou.iwakuni-city.net/ 
 

お問合せ【岩国市産業振興部観光振興課】 

電話番号:0827-29-5116 l メールアドレス:kankou@city.iwakuni.lg.jp 

 

柏原美術館  
  

柏原美術館は錦帯橋から徒歩 10 分の位置にある全国でも例の少ない古武具の展示館。奈良時代から江戸時代までの陶磁器、

書画、甲冑、刀剣、陣羽織、馬具など約 6,000 点を所蔵。八曲半双の「川中島合戦図屏風」「武田軍陣立図屏風」をはじめ、

約 200 点を常時展示。ミシュラン･グリーンガイド･ジャポン一つ星獲得。 

  
 

 

所在地・開催地 〒741-0081 岩国市横山 2-10-27  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20 分(7km) 

個人:港より車で 20 分(7km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数  

関連リンク 

岩国市公式ホームページ 
http://kankou.iwakuni-city.net/ 
柏原美術館ホームページ 
http://www.iwakuni-art-museum.org/ 

お問合せ【岩国市産業振興部観光振興課 】 

電話番号: 0827-29-5116 l メールアドレス: kankou@city.iwakuni.lg.jp 

ホームページ: http://kankou.iwakuni-city.net/ 

  

白壁の町並み  
  

室町時代からの町割りがそのまま今日も生きており、約 200ｍの街路に面した両側に江戸時代の商家の家並みが続いていま

す。藩政時代には岩国藩のお納戸と呼ばれ、産物を満載した大八車が往来してにぎわった町筋です。昭和 59 年に国の重要

伝統的建造物群保存地区に選定されました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒742-0022 山口県柳井市古市、金屋  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 1 時間(33km) 

個人:港より車で 1 時間(33km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6台 

関連リンク 
柳井市観光協会 
http://www.kanko-yanai.com 

お問合せ【柳井市観光協会 】 

電話番号:0820-23-3655 l メールアドレス:info@kanko-yanai.com 

ホームページ:http://www.kanko-yanai.com 

http://kankou.iwakuni-city.net/
mailto:kankou@city.iwakuni.lg.jp
http://kankou.iwakuni-city.net/
http://www.iwakuni-art-museum.org/
mailto:kankou@city.iwakuni.lg.jp
http://kankou.iwakuni-city.net/
http://www.kanko-yanai.com/
mailto:info@kanko-yanai.com
http://www.kanko-yanai.com/
http://www.google.co.jp/maps/@34.1752833,132.1742710,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.1715386,132.1745164,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.9690285,132.1084984,17z
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岩国港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

岩国寿司  
  

別名殿様寿司とも呼ばれる豪快な岩国寿司は、岩国名物のれんこんなど、地域の特産品をふんだんに使った彩り鮮やかな押

し寿司です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20 分(7km) 

個人:港より車で 20 分(7km) 

季節 通年 

関連リンク 
岩国市公式観光ホームページ 
http://kankou.iwakuni-city.net/ 
 

お問合せ【岩国市産業振興部観光振興課】 

電話番号:0827-29-5116 l メールアドレス:kankou@city.iwakuni.lg.jp 

 

岩国港みなと祭り花火大会  
  

毎年、海の日の前後の土曜日、船の航行安全と地域産業の発展を祈って開催されます。岩国港の湾内から様々な種類の花火

が打ち上げられます。和太鼓演奏のアトラクションもあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒740-0002 山口県岩国市新港町 4 丁目  

アクセス 港より徒歩 3 分 

季節 ７月第３土曜日 

関連リンク  

 

 

錦帯橋まつり  
  

毎年 4 月 29 日に錦帯橋で開催される祭り。江戸時代の参勤交代の様子を表した大名行列は特に見応えがあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒741-0062 山口県岩国市岩国  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20 分(7km) 

個人:港より車で 20 分(7km) 

季節 毎年 4 月 29 日 
観光バス 
駐車台数 

30台 

関連リンク 

【錦帯橋】岩国市公式ホームページ 
http://kintaikyo.iwakuni-city.net/ 
岩国市公式観光ホームページ 
http://kankou.iwakuni-city.net/ 

お問合せ【岩国市産業振興部観光振興課】 

電話番号:0827-29-5116 l メールアドレス:kankou@city.iwakuni.lg.jp 

 

http://kankou.iwakuni-city.net/
mailto:kankou@city.iwakuni.lg.jp
http://kintaikyo.iwakuni-city.net/
http://kankou.iwakuni-city.net/
mailto:kankou@city.iwakuni.lg.jp
http://www.google.co.jp/maps/@34.1896849,132.2311558,17z
https://www.google.co.jp/maps/@34.1676006,132.1776385,18.59z/data=!3m1!4b1!4m2!7m1!2e1
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岩国港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

周防大島のみかん狩り  
  

周防大島町は「みかんの島」と言われるほどみかんの生産が盛んです。島の農業体験としてみかんの収穫体験ができます。

また、みかん畑からは穏やかな瀬戸内海の景色を楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 山口県周防大島町 各地 

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 1 時間 30 分(50km) 

個人:港より車で 1 時間 30 分(50km) 

季節 冬 10 月～12 月 
観光バス 
駐車台数 15台 

関連リンク 
一般社団法人周防大島観光協会 
http://www.suo-oshima-kanko.net/index.html 

お問合せ【一般社団法人周防大島観光協会】 

電話番号:0820-72-2134 l メールアドレス:@suo-oshima-kankou.net 

ホームページ:http://www.suo-oshima-kanko.net/index.html 
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