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川内港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

川内かまぼこ  
  

川内湾で獲れたエソやアジで造られた川内かまぼこは、伝統の業と生を使う素材の良さが旨さの秘密です。素朴な味と業は

川内で先祖代々引き継がれ、かまぼこ造りに息づいています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒859-5132 長崎県平戸市川内町  

アクセス 港より徒歩 5分(200m) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

8台 

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/ 

 

平戸牛  
  

平戸の雄大な自然で育った平戸牛は高級和牛の代名詞。独特の強い甘みが特徴的で、柔らかな肉を噛み締めると豊かな甘み

の肉汁が口の中に広がります。また、平戸牛は第 10回全国和牛能力共進会（和牛のオリンピック）の肉用牛の部門で日本

一になりました。 

  
 

 

所在地・開催地 〒859-5114 長崎県平戸市築地町 530  

アクセス ツアー: 係留バースより車で 15分(7.5km) 

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/ 

 

カスドース  
  

400年前渡来した神父たちによってカステーラとともに製法が伝えられました。平戸情緒を印象づける御進物です。その作

り方は、四角く切ったカステラを卵黄にくぐらせ、熱した砂糖シロップの中で加熱して、グラニュー糖をまぶすという手の

込んだお菓子です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒859-5113 長崎県平戸市木引田町 431  

アクセス ツアー: 係留バースより車で 15分(7.5km) 

季節  

関連リンク 
平戸蔦屋 
http://www.hirado-tsutaya.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/ 

mailto:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp
http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/
mailto:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp
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http://www.google.co.jp/maps/@33.3300615,129.5186266,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.3661519,129.5530340,17z
http://www.google.co.jp/maps/@33.3670427,129.5519446,17z
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川内港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

牛蒡餅  
  

平戸を代表する素朴なお菓子。約 460年前、中国の五峰王直に製法を学んだとされています。色と形がゴボウに似ているこ

とから名づけられたといわれています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒859-5117 長崎県平戸市魚の棚町 324  

アクセス ツアー: 係留バースより車で 15分(7.0km) 

季節  

関連リンク 
熊屋 
http://www.hirado-kumaya.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/ 

 
 

平戸瀬戸市場  
  

平戸産の旬にこだわった地場商品を安心してお買求めいただけます。また、2階のレストランでは、平戸大橋と平戸瀬戸を

目前に望む最高のロケーションで、広々とした店内にはテーブルの他にテラスに面したカウンターもあり、新鮮な魚介類や

旬の野菜を使ったお料理がいただけます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒859-4825 長崎県平戸市田平町山内免 345-15  

アクセス ツアー: 係留バースより車で 15分(8.3km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6台 

関連リンク 
平戸瀬戸市場 
http://www.setoichiba.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/ 

田平天主堂  
  

 

 

 

1915 年(大正 4 年)から 3 年の歳月をかけて、信者たちの手によって建設されたロマネスク様式の荘厳な赤煉瓦づくりの教

会です。また、鐘はフランスから取り寄せたもので、イタリア製のステンドグラスが教会堂内をやさしい光で包み、国指定

重要文化財にも指定されています。※2021年から田平天主堂は工事に入りますので一部見学ができない期間が出てきます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒859-4824 長崎県平戸市田平町小手田免 19番地  

アクセス ツアー: 係留バースより車で 20分(11km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

3台 

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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川内港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

サンセットウェイ  
  

生月島西側の生月大橋付近の舘浦から塩俵を結ぶ道路の愛称で、東シナ海に沈む美しい夕陽を眺めながらドライブができる

ことから名付けられました。断崖と海が間近に迫った風景は、日本ではないような感覚にさえなってしまいます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒859-5703 長崎県平戸市生月町里免  

アクセス ツアー: 係留バースより車で 30分(18km) 

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/ 

 

大バエ灯台  
  

100ｍほど切り立つ大バエ断崖の上にたつ白亜の無人灯台。全国でも珍しい展望所が設置されており、雄大な素晴らしい景

色が眺望できます。ここから見る夕陽は大変美しいものとなっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒859-5707 長崎県平戸市生月町御崎 26-2  

アクセス ツアー: 係留バースより車で 40分(23.0km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

4台 

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/ 

   

寺院と教会の見える風景  
  

平戸港交流広場の海岸通りから続く石畳の坂道を登ったところにあり、平戸ザビエル記念教会の屋根と十字架、光明寺、瑞

雲寺の瓦屋根が一つの建物のように重なって見える平戸の代表的な観光スポット。日本と西洋の文化が交差する平戸の象徴

的な風景を楽しむことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒859-5152 長崎県平戸市鏡川町 269  

アクセス ツアー: 係留バースより車で 20分(7.5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

5台 

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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川内港 周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

平戸城  
  

令和３年４月に平成の大規模改修として、外壁内壁の補修及び展示品を完全リニューアルオープンしました。２階はデジタ

ル映像で平戸の歴史、人物等を紹介しています。３階は、平戸藩主や築城の紹介。４階は、平戸検定やデジタルアートを活

用した体感型ルーム。５階は、平戸瀬戸を一望する展望所となっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒859-5121 長崎県平戸市岩の上町 1458  

アクセス ツアー: 係留バースより車で 15分(8.3km) 

季節 通年 
観光バス 

駐車台数 
２台 

関連リンク 
平戸城 
http://hirado-castle.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/ 

 

鄭成功記念館  
  

鄭成功記念館は、東アジアの英雄「鄭成功」が 7 歳まで育った世界に一つしかない生家を再現するとともに、「鄭成功」の

偉業を顕彰し、後世に伝えるため再現されたものです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒859-5132 長崎県平戸市川内町 1114番地 2  

アクセス 港より徒歩 5分(300ｍ) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

8台 

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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