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徳島小松島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

徳島ローカルグルメ  
  

【①徳島ラーメン】茶色の豚骨醤油スープにすきやき風に甘辛く煮た豚バラ肉，生卵のトッピングが特徴のご当地ラーメン。 

【②フィッシュカツ】魚のすり身にカレー粉を入れてパン粉をつけて揚げたかつ天。スパイシーな味と香りが最高。 

【③豆天玉】甘く炊いた金時豆を入れたお好み焼き。甘辛い風味が病みつきに。 

【④半田そうめん】一般的なものよりも太く，コシの強さが特徴の手延べそうめん。さっぱりと，すだちとの相性抜群。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

阿波ナビ 
https://www.awanavi.jp/life/4/11/65/ 
小松島ナビ 
https://www.city.komatsushima.tokushima.lg.jp/komatsushima-navi/eat/ 

お問合せ【一般財団法人徳島県観光協会】 

電話番号:088-652-8777 l メールアドレス: info@tokushima-kankou.or.jp 

ホームページ: https://www.awanavi.jp/ 

 

藍染め  
  

｢ジャパンブルー｣とも呼ばれる「藍」は，江戸時代に盛んに生産され，特に「阿波藍」は品質が良いことで有名でした。徳

島では今も藍染めの伝統が引き継がれています。藍染めには，抗菌作用や防虫，保湿など効用があるともいわれています。

既製品を買うだけでなく，オリジナルを作ることができる工房や施設もあります。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節  

関連リンク 
阿波ナビ 
https://www.awanavi.jp/life/3/9/55/ 

お問合せ【一般財団法人徳島県観光協会】 

電話番号:088-652-8777  メールアドレス: info@tokushima-kankou.or.jp 

ホームページ: https://www.awanavi.jp/ 

 

あるでよ徳島（徳島物産観光交流プラザ）  
  

徳島のシンボル「眉山」の麓「阿波おどり会館」1 階にある「あるでよ徳島」は，豊かな自然と風土，伝統が生み出した「す

だち」「和三盆糖」「なると金時」「阿波藍」「しじら織」「阿波おどりグッズ」など徳島全域の特産品を豊富に取り揃えてい

ます。会館内で「毎日踊る阿波おどり」とともに徳島特産品をまるごとお楽しみください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒770-0904 徳島県徳島市新町橋 2-20 阿波おどり会館 1F  

アクセス 
沖洲(外)岸壁より車で 15 分(6km)・赤石岸壁より車で 35 分(18km) 

個人:徳島バス「徳島駅」下車 徒歩約 10 分 

季節 通年 

関連リンク 
あるねっと徳島 徳島県物産協会オンラインショップ 
http://www.arunet-awa.com/ 

お問合せ【公益社団法人 徳島県物産協会】 

電話番号:088-622-8231 l メールアドレス:info@tokushima-bussan.com 

ホームページ:http://tokushima-bussan.com/ 

① ② 

③ ④ 

https://www.awanavi.jp/life/4/11/65/
https://www.city.komatsushima.tokushima.lg.jp/komatsushima-navi/eat/
mailto:info@tokushima-kankou.or.jp
https://www.awanavi.jp/
https://www.awanavi.jp/life/3/9/55/
mailto:info@tokushima-kankou.or.jp
https://www.awanavi.jp/
http://www.arunet-awa.com/
mailto:info@tokushima-bussan.com
http://tokushima-bussan.com/
http://www.google.co.jp/maps/@34.0701330,134.5451119,17z
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徳島小松島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

みはらしの丘 あいさい広場  
  

「あいさい広場」は四国最大の産直市で，店内にはこだわりの新鮮な農産物や加工品などを販売する産直市の他，地産地消

の食材を活かし，旬の野菜をふんだんに使用したレストランやフードコート，グルテンフリーの米粉を使用したパン工房な

どが併設されており，食と農を満喫できる複合施設です。標高 25.5m の高台から一望できる豊かな田園風景や四季折々に

表情を変える景色を眺めることができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒773-0017 小松島市立江町炭屋ヶ谷 47-3 

アクセス 
赤石岸壁より車で 15 分(6km)・沖洲(外)岸壁より車で 30 分(16km) 

個人:JR「阿波赤石駅」より 徒歩 13 分 

季節 通年（休：毎月第３火曜日） 
観光バス 
駐車台数 3 台 

関連リンク 
みはらしの丘 あいさい広場 
https://www.ja-higashitks.com/aisai/ 

お問合せ【小松島市商工観光課】 

電話番号: 0885-32-3809 

ホームページ: https://www.city.komatsushima.lg.jp/komatsushima-navi/ 

 

鳴門の渦潮  
  

「鳴門の渦潮」は潮の干満によって発生し，1 日 2 回ずつある満潮時と干潮時の前後が見ごろです。また，春と秋の大潮の

時期に最大となり，直径 20m 以上の渦になります。潮流の激しさから「世界三大潮流」の一つといわれています。 

渦に接近する「観潮船」や，海上 45m の遊歩道「渦の道」から見る「渦潮」は圧巻です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒772-0053 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦  

アクセス 
沖洲(外)岸壁より車で 35 分(27km)・赤石岸壁より車で 70 分(40km) 

個人:徳島バス「鳴門公園」下車 徒歩 10 分 

 

季節 通年（潮見表による） 
観光バス 
駐車台数 

鳴門公園 

20 台 

関連リンク 

鳴門市うずしお観光協会 
http://www.naruto-kankou.jp/ 
大鳴門橋遊歩道 渦の道 
https://www.uzunomichi.jp/ 
 

お問合せ【一般社団法人 鳴門市うずしお観光協会】 

電話番号:088-684-1731  l メールアドレス:info@naruto-kankou.jp  

ホームページ:http://www.naruto-kankou.jp/ 

 

大塚国際美術館  
  

「大塚国際美術館」は日本最大級の常設展示スペースを有する「陶板名画美術館」で，古代から現代まで 1,000 点以上の西

洋名画を原寸大で再現しています。修復前後の「最後の晩餐」を見比べたり，西洋美術史を系統立てて鑑賞することができ

ます。空間をまるごと再現した「システィーナ・ホール」や「スクロヴェーニ礼拝堂」は圧巻です。（写真は大塚国際美術

館の展示作品を撮影したものです。） 

  
 

 

所在地・開催地 〒772-0053 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池 65-1  

アクセス 
沖洲(外)岸壁より車で 35 分(27km)・赤石岸壁より車で 70 分(40km) 

個人:徳島バス「大塚国際美術館前」下車すぐ 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
阿波ナビ  
https://www.awanavi.jp/spot/20341.html 

お問合せ【大塚国際美術館】 

電話番号:088-687-3737 l メールアドレス: info@o-museum.or.jp 

ホームページ: https://www.o-museum.or.jp/ 

 

http://www.naruto-kankou.jp/
https://www.uzunomichi.jp/
mailto:info@naruto-kankou.jp
http://www.naruto-kankou.jp/
https://www.awanavi.jp/spot/20341.html
mailto:%20info@o-museum.or.jp
https://www.o-museum.or.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.2347449,134.6393630,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.2314260,134.6367961,17z
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阿波十郎兵衛屋敷  
  

徳島は全国有数の「人形浄瑠璃の国」。阿波十郎兵衛屋敷では「傾城阿波の鳴門」をはじめ国指定重要無形民俗文化財「阿

波人形浄瑠璃」が毎日上演されます。感情を込めて物語る太夫，多彩な音色で語りを支える義太夫三味線，世界に比類のな

い三人遣いで操られる人形など日本人の感性が色濃く息づく芸能が楽しめます。また，人形体験や楽しく学べる展示室、江

戸時代から残る日本庭園「亀鶴の庭」もあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒771-0114 徳島市川内町宮島本浦 184 

アクセス 
沖洲(外)岸壁より車で 15 分(7km)・赤石岸壁より車で 35 分(20 ㎞)

個人:徳島市営バス 川内循環バス「十郎兵衛屋敷」下車すぐ 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 6 台 

関連リンク 
徳島県立阿波十郎兵衛屋敷 
https://joruri.info/jurobe/ 

お問合せ【徳島県立阿波十郎兵衛屋敷】 

電話番号: 088-665-2202 

ホームページ: https://joruri.info/jurobe/ 

  

阿波おどり会館  
  

「阿波おどり会館」は一年中，阿波おどりの魅力に触れることができる施設です。「阿波おどりホール」では毎日阿波おど

りが上演され，実際に踊りを体験することもできます。また歴史を楽しく学ぶことのできる「阿波おどりミュージアム」や

徳島のお土産が揃う「あるでよ徳島」もあり，眉山ロープウェイの山麓駅にもなっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒770-0904 徳島市新町橋 2 丁目 20 

アクセス 
沖洲(外)岸壁より車で 15 分(6km)・赤石岸壁より車で 35 分(18 ㎞) 

個人:徳島バス「徳島駅」下車 徒歩 10 分 

季節 通年 

関連リンク 
阿波おどり会館 
https://awaodori-kaikan.jp/ 

お問合せ【徳島市にぎわい交流課】 

電話番号: 088-621-5232 

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

  

立江寺(四国八十八カ所霊場 第十九番札所）  
  

「立江寺」は，四国霊場第十九番札所で邪悪な心を裁く「関所寺」として有名な半面，「子安の地蔵尊」としても親しまれ

ています。火災を経て，1977 年に再建された本堂の天井画は，昭和の日本画を代表する文化財として高く評価されていま

す。奥の院の「ミニ四国 88 カ所」は徒歩約 1 時間の散歩道になっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒773-0017 徳島県小松島市立江町字若松 13 番地  

アクセス 赤石岸壁より車で 15 分(6 ㎞)・沖洲(外)岸壁より車で 30 分(17km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 6 台 

関連リンク  

お問合せ【高野山真言宗 別格本山 立江寺】 

電話番号:0885-37-1019 l  

ホームページ: http://www.tatsueji.com/ 

 

 

https://www.awanavi.jp/site/midokoro/awaodori.html
https://awaodori-kaikan.jp/
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/
http://www.tatsueji.com/
http://www.google.co.jp/maps/@33.96784531922627,134.60577418203937,17z
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うだつの町並み  
  

「うだつの町並み」は，江戸時代に阿波藍の集積地として栄えた町並み。名前の由来の「うだつ」とは，隣の家との間にあ

る，２階の壁面からつきだした防火壁のことです。富の象徴としてうだつがある家々が並ぶ町並みには，古民家を利用した

産直市やカフェが点在しています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒770-3610 美馬市脇町大字脇町 92   

アクセス 
沖洲(外)岸壁より車で55分(54km)・赤石岸壁より車で80分(67km) 

個人: JR 徳島線「穴吹駅」車 10 分(港より 67km 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 10 台 

関連リンク 
阿波ナビ  
https://www.awanavi.jp/spot/20370.html 

お問合せ【一般社団法人 美馬観光ビューロー】 

電話番号 0883-53-8599  

ホームページ: https://www.mimakankou.or.jp 

  

阿波おどり 

 

  

リオのカーニバルに匹敵する熱気あふれる「阿波おどり」。 

8 月の祭り期間中，約 10 万人の踊り子が繰り出し，毎年 130 万もの人出で賑わいます。 

観光客は「にわか連」や街角に自然と生まれる踊りの輪に簡単に参加することができます。 

また「阿波おどり会館」では毎日演舞が行われ，一年中踊りを楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒770-0904 徳島県徳島市新町橋 2-20  

アクセス 
沖洲(外)岸壁より車で 15 分(6km)・赤石岸壁より車で 35 分(18 ㎞) 

個人:徳島バス「徳島駅」下車 徒歩 5 分 

季節 夏（鳴門市 8月 9 日～11 日，徳島市 8 月 12 日～15日) 

関連リンク 
阿波ナビ 阿波おどり 
https://www.awanavi.jp/site/midokoro/awaodori.ht
ml 

 お問合せ【徳島市にぎわい交流課】 

電話番号: 088-621-5232 

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

 

ひょうたん島クルーズ  
  

徳島市を囲む新町川や助任川を周遊する約 6km，約 30 分のクルージングを楽しめます。22 本の橋をくぐりつつ，「ひょう

たん島」とも呼ばれる徳島市中心部の様子を水の上から眺めるのは，普段味わえない感覚です。 

また、新たに沖洲（外）岸壁近くの「新鮮なっとく市」発着の約 12km，40 分のコースも創設されました。「新鮮なっとく

市」では，徳島の新鮮な魚介類やブランド肉が味わえるレストランの他，釣り堀や物産館も揃っています。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒773-0017 徳島市南内町 2-4 

〒773-0873 徳島市東沖洲 2-14 

アクセス 
両国橋北詰(乗り場)：沖洲(外)岸壁より車で 15 分(6km) 

新鮮なっとく市：沖洲(外)岸壁より徒歩 5 分（300m） 

季節 通年 

関連リンク 

新町川を守る会 
http://www2.tcn.ne.jp/~nposhinmachigawa/index.
htmlh 
徳島新鮮なっとく市 
https://www.tokushimashinsennattokuichi.com/ 
 
 
 
 

お問合せ【徳島市にぎわい交流課】 

電話番号: 088-621-5232 

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

https://www.awanavi.jp/spot/20370.html
https://www.mimakankou.or.jp/
https://www.awanavi.jp/site/midokoro/awaodori.html
https://www.awanavi.jp/site/midokoro/awaodori.html
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/
https://www.ja-higashitks.com/aisai/
http://www.city.tokushima.tokushima.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.068403,134.146008,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.0701330,134.5451119,17z
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祖谷のかずら橋  
  

「祖谷のかずら橋」は，山野に自生する「かずら」を利用して架けたもので，もともとは生活のための橋としてたくさんあ

りましたが，現存するのはわずか 3 つです。安全性及び架け替え技術の伝承のために，3 年に一度架け替えられています。

日本三奇橋の一つとして有名で，十数メートル下の渓流を望むと何とも言えないスリル感を味わえます。（国指定重要有形

民俗文化財） 

  
 

  

所在地・開催地 〒778-0102 徳島県三好市西祖谷山村善徳 162-2  

アクセス 
沖洲(外)岸壁より車で 2 時間(116km) 

個人:四国交通バス「かずら橋」下車 徒歩 5 分 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 34 台 

関連リンク 
大歩危祖谷ナビ 
https://miyoshi-tourism.jp/ 

お問合せ【一般社団法人 三好市観光協会】 

電話番号:0883-76-0877   

ホームページ: https://miyoshi-tourism.jp/ 

 

 

https://miyoshi-tourism.jp/
https://miyoshi-tourism.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@33.875539141544685,133.8353613977975,17z

