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

かんきつ類（文旦・小夏・直七）  
  

爽やかな香りと蜜のような甘さが人気のフルーツ「文旦」、清涼感溢れる甘さが魅力なフルーツ「小夏」，香りや味が上品で

癖のない食酢に使われる柑橘「直七」など、おいしいかんきつ類が味わえます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 春 

関連リンク  

お問合せ【宿毛市 企画課】 

電話番号:0880-63-1118 l メールアドレス:kikaku@city.sukumo.lg.jp 

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

 

キビナゴ  
  

宿毛湾は全国的に知られたキビナゴの良漁場。キビナゴは体長 10ｃｍほどの小魚で、身がしまった新鮮なキビナゴは刺身

で食べると最高。子持ちは 5月～6月、小さいものは 10月～11月までが旬の季節です。塩焼き、煮付け、干物、酢の物な

どでも美味しくいただけます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20分圏内(～20km圏内) 

個人:港より車で 20分圏内(～20km圏内) 

季節 4月～11月 

関連リンク  

お問合せ【宿毛市 企画課】 

電話番号:0880-63-1118 l メールアドレス:kikaku@city.sukumo.lg.jp 

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

 

清水サバ  
  

足摺沖の黒潮で育った清水サバは「ゴマサバ」の一種で、秋から冬にかけて一番脂がのる。刺身やタタキのほか、姿寿司な

どでも食べられる。トロのように脂がのり、とろけるような甘味があります。 

  
 

 

 

所在地・開催地 高知県内 

アクセス  

季節 冬 

関連リンク 
清水サバ「よさこいネット」 
http://www.attaka.or.jp/kanko/dtl.php?ID=1498 

お問合せ【（公財）高知県観光コンベンション協会】 

電話番号:088-823-1434 

ホームページ:http://www.attaka.or.jp/ 
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宿毛湾港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

四万十川  
  

全長 196ｋｍ。四国では最長の大河。「日本最後の清流」として知られ、現在でも伝統的な川漁が行われている。上流から

下流まで数多く残っている沈下橋は今も住民の交通路になっているとともに、四万十川の風物詩にもなっており、屋形船に

よる遊覧や、カヌーなどが楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 高知県四万十市  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 50 分～約 100 分(約 35km～約 70km) 

個人:港より車で約 50 分～約 100 分(約 35km～約 70km) 

季節 通年 

関連リンク 

四万十川観光遊覧船 
https://www.shimanto-kankou.com/kanko/shimanto-river/kankouyuransen.html 
一般社団法人幡多広域観光協議会 
http://hata-kochi.jp/ 

お問合せ【四万十市観光協会】 

電話番号:0880-35-4171 l メールアドレス:info@shimanto-kankou.com  

ホームページ:http://www.shimanto-kankou.com/ 

 

足摺岬  
  

四国の最南端、足摺半島突端の岬で、土佐湾の西端にあり、同じく東端の室戸岬と相対している。岬の先端に白亜の足摺岬

灯台がたち、内部の見学は普段できないが 11 月 1 日の灯台の日には特別公開されている。灯台を中心に椿のトンネルの中

を歩く自然遊歩道もある。 

  
 

 

所在地・開催地 土佐清水市足摺岬  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 105分(約 68km) 

個人:港より車で約 105分(約 68km) 

季節 通年 

関連リンク 
足摺岬 
http://www.shimizu-kankou.com/ 

お問合せ【土佐清水市産業振興課】 

電話番号:0880-82-1212  l メールアドレス: kanshou-lg@city.tosashimizu.lg.jp 

ホームページ: https://www.city.tosashimizu.kochi.jp/kurashi/section/tourism/ 

 

 
 

四国八十八ヶ所霊場  
  

四国遍路は平成 26年で弘法大師が開いてから 1200年という節目の年を迎える。高知には 16寺あり、その中で、高知県西

部には第 38番札所「金剛福寺」と 39番札所「延光寺」の 2寺がある。 

  
 

 

所在地・開催地 
（金剛福寺）土佐清水市足摺岬 214-1  

（延光寺）宿毛市平田町中山 390  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 105 分／約 27 分(約 68km／約 12.8km) 

個人:港より車で約 105 分／約 27 分(約 68km／約 12.8km) 

季節 通年 

関連リンク 
四国八十八ヶ所霊場 
http://www.88shikokuhenro.jp 

お問合せ【金剛福寺/延光寺】 

電話番号:（金剛福寺）0880-88-0038/（延光寺）0880-66-0225 

https://www.shimanto-kankou.com/kanko/shimanto-river/kankouyuransen.htm
http://hata-kochi.jp/
mailto:info@shimanto-kankou.com
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http://www.shimizu-kankou.com/
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http://www.88shikokuhenro.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@33.0054233,132.8996368,17z
http://www.google.co.jp/maps/@32.7247555,133.0201529,17z
http://www.google.co.jp/maps/@32.7249790,133.0170499,17z
http://www.google.co.jp/maps/@32.9613090,132.7740199,17z
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宿毛湾港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

だるま夕日  
  

宿毛湾の冬の風物詩である「だるま夕日」(Daruma Sunset)は、「幸運の夕日」といわれており「日本の夕日百選」にも選ば

れています。11 月中旬から 2 月中旬にかけて、大気と海水との温度差が大きく、冷え込みが激しい晴れた日に水平線上に

見ることが出来ます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒788-0014高知県宿毛市大島 他  

アクセス 
0分(港岸壁で鑑賞可能) 
ツアー:係留バースより車で～30分(5km～約 30km) 
個人:港より車で港より車で数分～約 30 分(約 30km 圏内の海岸沿
い) 

季節 冬 11月中旬～2月中旬 

関連リンク 
一般社団法人 宿毛市観光協会（だるま夕日） 
https://sukumo-darumayuhi.jp  

お問合せ【宿毛市 企画課】 

電話番号:0880-63-1118 l メールアドレス:kikaku@city.sukumo.lg.jp 

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

 

郷土料理・漁業体験  
  

地元の漁師さんからの手ほどきを受けて行う養殖場での餌やりや、籠あげ漁の体験、地元の婦人部のみなさんと一緒に作る

刺身や鯛めし作りなど、漁業の仕事を通じ、海の恵みを堪能できる体験です。（時期によって内容は変更します） 

  
 

 

所在地・開催地 
〒788-0274高知県宿毛市小筑紫町栄喜 181-46  

すくも湾漁業協同組合栄喜支所 

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 33分(約 16km) 

個人:港より車で約 33分(約 16km) 

季節 4月～11月 

関連リンク 
一般社団法人 宿毛市観光協会 
https://sukumo-darumayuhi.jp  

お問合せ【宿毛市 企画課】 

電話番号:0880-63-1118 l メールアドレス:kikaku@city.sukumo.lg.jp 

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

 

小夏収穫体験  
  

春から収穫の始まる宿毛市の特産品「小夏」の収穫体験が出来ます。畑で地元農家の方と一緒に収穫を行いますので、安心

して収穫体験が行えます。自分で収穫した採れたて果実を食べられます。「小夏」は甘皮の甘味と果汁の軽やかな酸味がマ

ッチして、まろやかな風味の柑橘類です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒788-0022高知県宿毛市藻津  

アクセス ツアー:係留バースより車で 3分(1ｋｍ) 

季節 3月～5月上旬 

関連リンク  

お問合せ【宿毛市 企画課】 

電話番号:0880-63-1118 l メールアドレス:kikaku@city.sukumo.lg.jp 

ホームページ:http://www.city.sukumo.kochi.jp/ 
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宿毛湾港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

砂浜美術館 Tシャツアート展  
  

砂浜に杭を打ち、ロープを張って洗濯物を干すように白い Tシャツを並べていく。作者一人ひとりの思いのこもった作品を

プリントした Tシャツが、風にふかれてひらひらと踊りだす。広い砂浜を美術館の空間に見立てた「砂浜美術館」の原点と

もいえる美術展。 

  
 

 

所在地・開催地 高知県幡多郡黒潮町入野の浜  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 55分(約 38.8km) 

個人:港より車で約 55分(約 38.8km) 

季節 春 5月 3日～5月 7日 

関連リンク 
砂浜美術館 
http://www.sunabi.com/ 

お問合せ【NPO砂浜美術館】 

電話番号:0880-43-4915 l メールアドレス:nitari@sunabi.com  

ホームページ:http://www.sunabi.com/ 

 

クルーズ歓迎イベント  
  

入港歓迎セレモニーをはじめ、岸壁に設置してある 84 ターミナル内での物産展、かつおのたたきの料理体験、鯛めしをは

じめとする郷土料理の試食・実演販売、学生による楽器演奏、園児との交流イベントなどの他、寄港時期に応じて、宿毛を

体感して頂ける様々な催しを行っております。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒788-0028高知県宿毛市新港 1915-1  

すくも 84マリンターミナル周辺  

アクセス 港より徒歩～2分(200ｍ程度) 

季節  

関連リンク  

お問合せ【宿毛市 企画課】 

電話番号:0880-63-1118 l メールアドレス:kikaku@city.sukumo.lg.jp 

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