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

ちゃんぽん・皿うどん  
  

長崎の名物といえば、何といっても「ちゃんぽん」と「皿うどん」。地元の人からも変わらず愛され続けている長崎の味で

す。長崎港からほど近い「長崎新地中華街」など市内の様々な食事処で楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

カステラ  
  

長崎を代表する、日本全国でもおなじみのカステラは、16 世紀中期にポルトガル人によって日本にもたらされました。た

っぷりの卵や水飴など厳選された原料を使い、秘伝の配合や焼き方により作られたこの味は、どの世代にも愛され続けてい

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【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

卓袱料理  
  

卓は「食卓」、袱は「テーブルかけ」という意味で、朱塗りの円卓を囲み、大皿に盛られた料理を自由に取り分けて食べる

宴会料理のひとつです。一つの円卓に和食、中華料理、西洋料理が並ぶ、長崎らしい郷土料理です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 
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長崎港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

浜町商店街  
  

長崎一の繁華街、浜の町。長崎人が「まち」といえば浜の町のこと。昔ながらの老舗やきらびやかなショップが並び、いつ

も地元の人たちで賑わっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒850-0853長崎市浜町  

アクセス 港より徒歩 20分(1.5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

近隣に有料駐
車場有 

関連リンク 
長崎浜んまち.com 
http://www.hamanmachi.com/ 

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

グラバー園  
  

2015 年に世界遺産に登録された「明治日本の産業革命遺産」の構成資産の１つとして指定されている、日本の近代化に貢

献したトーマス・ブレーク・グラバー氏の旧グラバー住宅など、緑や花に囲まれた園内に点在する９棟の歴史的な洋館や、

小高い丘から見下ろす長崎港の素晴らしい景観など、見どころいっぱいです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒850-0931長崎県長崎市南山手町 8番 1号  

アクセス 港より徒歩 10分(550ｍ) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

近隣に有料駐
車場有 

関連リンク 
グラバー園公式ウェブサイト 
http://www.glover-garden.jp/ 

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

稲佐山展望台（夜景）  
  

標高 333メートルの展望台の眼下に広がる大パノラマは、晴れた日には五島列島、雲仙、天草まで見渡せます。夜は香港、

モナコと並び「世界新三大夜景」と言われる夜景を存分にお楽しみください。 

  
 

 

所在地・開催地 〒852-8011長崎県長崎市稲佐町  

アクセス ツアー:係留バースより車で約 20分(6.5km) 

季節 通年 

関連リンク 
稲佐山公園 
https://www.inasayama.com/ 

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 
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長崎港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

端島（軍艦島）  
  

日本の近代化を支えてきた海底炭鉱の島。狭い島にアパートが林立する姿は、世界的にもめずらしく、外観が軍艦に似てい

ることから、「軍艦島」と呼ばれています。2015年に世界遺産に登録されたこの島には、毎年多くの観光客が訪れています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒851-1315長崎県長崎市高島町端島  

アクセス ツアー:約 3時間(約 20km) 

季節 通年 

関連リンク 

ながさき旅ネット 
https://www.nagasaki-tabinet.com/guide/51797 
あっ！と長崎 
https://www.at-nagasaki.jp/spot/51797/ 

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

平和公園・長崎原爆資料館  
  

園内にある平和のシンボルである平和祈念像の、上空を指す右手は原爆の脅威を、水平に伸びた左手は世界平和を、軽く閉

じたまぶたは原爆犠牲者の冥福を祈る心を表しています。そして、原爆資料館に展示されている様々な資料は、核兵器の脅

威や戦争の悲惨さ、そして平和の尊さを強く訴えかけています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒852-8118長崎県長崎市松山町  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20分(約 5km) 

個人:電車で長崎電気軌道 1系統赤迫行「平和公園」電停下車徒歩 5分(港より約 5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

32台 

関連リンク 
長崎原爆資料館・長崎市平和会館ウェブサイト 
https://nabmuseum.jp/ 

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

大浦天主堂  
  

国宝にも指定されている大浦天主堂は、正式には日本二十六聖殉教者聖堂といい、1597 年に日本で最初に殉教した日本二

十六聖人に捧げられたもので、殉教の地である西坂に向けて建てられています。1864 年にフランス人宣教師により建てら

れた、日本に現存する最古の木造ゴシック様式教会です。2018 年に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の構成

資産の一つとして、ユネスコの世界文化遺産に登録されました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒850-0931長崎市南山手町 5番 3号  

アクセス 港より徒歩 7分(500ｍ) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

近隣に有料駐
車場有 

関連リンク  

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 
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長崎港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

眼鏡橋  
  

アーチと川面に映るその姿を合わせると眼鏡に見えることから名付けられた眼鏡橋。興福寺の住職、黙子如定善師によって

1634年に築造された、現存する日本最古のアーチ型石橋で、国の重要文化財に指定されています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒850-0874長崎県長崎市魚の町  

アクセス 港より徒歩約 25分(約 2km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

近隣に有料駐
車場有 

関連リンク 

あっ！と長崎 
https://www.at-nagasaki.jp/spot/95/ 
ながさき旅ネット 
https://www.nagasaki-tabinet.com/guide/95 

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

客船歓迎イベント  
  

客船入港時には、港にて地元の学生や子どもたちなどによる、吹奏楽演奏や和太鼓演奏、また、長崎ならではの「龍踊り」

などで乗客の方々を温かく歓迎します。 

  
 

 

所在地・開催地 
 

 

 
アクセス  

季節  

関連リンク  

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

長崎くんち  
  

370余年の歴史と伝統を誇る、諏訪神社の秋の大祭。国の重要無形民俗文化財にも指定されており、海外との交流が盛んな

長崎らしい異国情緒豊かな演し物を楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 
 

 

 
アクセス  

季節 秋 10月 7日～9日 
観光バス 
駐車台数 

近隣に有料駐
車場有 

関連リンク 
長崎くんち公式ウェブサイト 
http://www.nagasaki-kunchi.com/ 

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 
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