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塩トマト  
  

熊本は日本一の冬トマトの産地。その中でも八代のトマトは有名です。 

特徴はぎゅっと詰まった中身のガッシリした食感。また、八代地域は、干拓地であり土中には天然の塩分やミネラル分が多

く含まれています。それを利用し育てられた塩トマトは、小粒ですが味が濃く甘みも強いと評判です。 

  
 

 

所在地・開催
地 

八代市 

アクセス  

季節 1 月~3 月 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
八代市観光ポータルサイト 
http://www.kinasse-yatsushiro.jp/spots/detail/14 

 

お問合せ【八代市観光・クルーズ振興課】 

電話番号: 0965-33-4115  メールアドレス: kanko@city.yatsushiro.lg.jp 

ホームページ: http://www.kinasse-yatsushiro.jp/ 

  

日奈久ちくわ  
  

多数の新鮮な白身魚をブレンドして、手作りで仕上げられています。日奈久ちくわならではの、やわらかで弾力のある食感

と豊かな風味をご賞味ください。 

  
 

 

所在地・開催地 熊本県八代市日奈久温泉街 

アクセス 港より車で３０分（１８ｋｍ） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

日奈久温泉のお土産（日奈久温泉観光案内所） 
http://www.hinagu-kankou.com/buy.html 
八代・芦北物産（なごみ紀行） 
http://kumanago.jp/special/b_15.html 

お問合せ【日奈久温泉観光案内所】 

電話番号: 0965-38-0267   メールアドレス: info@hinagu-kankou.com 

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

 

晩白柚  
  

世界で最も重量が重い柑橘類としてギネス世界記録の歴史を持つ晩白柚。その大きさはもちろん、さわやかな酸味と甘さが

人気の秘密。 

  
 

 

所在地・開催地 八代市 

アクセス  

季節 １月～３月 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
JA やつしろ 
https://ja-banpeiyu.com/ 
 

お問合せ【ＤＭＯやつしろ】 

電話番号: 0965-31-8200   メールアドレス: omotenashi@dmo8246.jp 

ホームページ: http://www.dmo8246.jp 
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しょうが  
  

東陽町の基幹作物であり、特産品であるショウガ。多くの農家で栽培されています。香辛料として用いられるだけでなく、

薬用としても広く使用されているショウガは、万病に効果があるといわれています。 

  
 

 

所在地・開催地 熊本県八代市東陽町 

アクセス  

季節 9 月～11 月 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

東陽交流センターせせらぎ 
http://www.toyo-seseragi.com 
ＪＡやつしろ生姜部会 
http://www.shouga-bito.com 

お問合せ【東陽交流センターせせらぎ 菜摘館】 

電話番号: 0965-65-2112  メールアドレス: furusato@toyo-tv.ne.jp 

ホームページ: http://www.toyo-seseragi.com/ 

  

泉茶  
  

 お茶の産地として知られる泉町。豊かな水、気候、深い霧など茶に適した中山間地で栽培に良質の茶葉。 

 まろやかな口当たりで、渋みが少ない香り良いお茶をご賞味ください。 

  
 

 

所在地・開催地 熊本県八代市泉町 

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
ふれあいセンターいずみ 
http://www.izumimura.com/fureai/ 

お問合せ【ふれあいセンターいずみ】 

電話番号: 0965-67-3500  メールアドレス: fureai-izumi1@izumi-tv.ne.jp 

ホームページ: http://www.izumimura.com/fureai/ 

 

八代よかとこ物産館  
  

八代地域のさまざまな特産品が一堂に集められている「八代よかとこ物産館」。八代の新しい玄関口・JR 新八代駅のすぐ側

という恵まれた立地もあり、多くの人で賑わいを見せています。直売コーナーには世界最大の柑橘類の晩白柚（ばんぺいゆ）

や塩トマトなど、豊かな大地に育まれた旬の野菜や果物が並びます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒866-0824 熊本県八代市上日置町 4459-1  

アクセス 港より車で 25 分（12km） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
八代よかとこ物産館 
http://yatsushiro-yokatoko.com/ 

お問合せ【八代よかとこ物産館】 

電話番号: 0965-32-3600   メールアドレス: bussankan@yatsushiro-yokatoko.com 

ホームページ: http://yatsushiro-yokatoko.com/ 
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松浜軒  
  

1688 年、八代城主松井直之が母崇芳院尼のために建造。庭園内に赤女ヶ池・赤女ヶ森をそのまま取り入れ、背景は阿蘇山

から宇土半島、雲仙岳という平明雄大さ。「浜の茶屋」として親しまれています。国指定名勝。 

  
 

 

所在地・開催地 〒866-0865 熊本県八代市北の丸町 3-15  

アクセス 
港より車で 20分(9km) 
 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台 

関連リンク 

八代市観光ﾎﾟｰﾀﾙｻｲﾄ 
https://www.kinasse-yatsushiro.jp/myoken/articles/view/40 
DMO やつしろ 
https://www.dmo8246.jp/introduce/%E6%9D%BE%E6%B5%9C%E

8%BB%92/ 
 

お問合せ【八代市観光・クルーズ振興課】 

電話番号:0965-33-4115  メールアドレス:kanko@city.yatsushiro.lg.jp 

ホームページ: http://www.kinasse-yatsushiro.jp/ 

 

 
 

日奈久温泉  
  

日奈久温泉は、応永 16 年(1409)、浜田六郎が父の刀傷をいやそうと神に祈ったところ夢でお告げがあり、教わった場所を

調べてみると温泉が湧き出ていたと伝えられています。その場所は今の本湯で当時は海中でした。泉質は弱アルカリ単純泉

で、リューマチ・神経痛などに効果があると言われています。 

  
 

 

所在地・開催地 熊本県八代市日奈久温泉街  

アクセス 港より車で 30分（18km） 

季節 通年 観光バス 
駐車台数 

20 台 

関連リンク 

日奈久温泉観光案内所 
http://www.hinagu-kankou.com/index.html 
日奈久温泉（なごみ紀行） 
http://kumanago.jp/event/?mode=detail&id=430000001761 

お問合せ【日奈久温泉観光案内所】 

電話番号: 0965-38-0267  メールアドレス: info@hinagu-kankou.com 

ホームページ: http://www.hinagu-kankou.com/index.html 

 

秘境 五家荘  
  

九州の秘境と呼ばれる五家荘は、葉木、樅木、椎原、久連子、仁田尾の 5 集落の総称。熊本県のほぼ中央に位置し、県内最

高峰の国見岳（1739ｍ）を中心に豊な森と深い渓谷を持ち、「菅原伝説」と「平家落人伝説」が伝わる詩情あふれる山里で

す。特に高さ 70ｍを誇る「せんだん轟の滝」や、美しい紅葉などが人気です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒869-4401 熊本県八代市泉町柿迫  

アクセス 港より車で 110 分（60km） 

季節 10 月～11 月中旬   

関連リンク 
五家荘ねっと 
http://goka.sakura.ne.jp/goka/index.html 

お問合せ【五家荘観光案内所】 

電話番号: 0965-36-5800  メールアドレス: info@goka.xsrv.jp 

ホームページ:   http://goka.sakura.ne.jp/goka/index.html 
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八代妙見祭  
  

ユネスコ無形文化遺産である「八代妙見祭（ヤツシロミョウケンサイ）」は八代神社（妙見宮）の秋の大祭で、約 380 年の

歴史をもち、九州三大祭りの１つに数えられる祭礼行事です。神幸行列には、神輿や豪華絢爛な笠鉾など 40 の出し物、約

1700 人が参加し、6km の道のりを練り歩きます。勇壮な獅子舞や亀蛇（キダ）の迫力ある演舞は多くの観客を魅了します。 

  
 

 

所在地・開催
地 

〒866-0802 熊本県八代市妙見町 405  

アクセス 
ツアー：港より車で 30 分（14ｋｍ） 

個人：JR 八代駅から徒歩で 20 分 

季節 毎年 11 月 23 日（祝）に開催 観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
八代妙見祭多言語音声ガイド 
http://www.kinasse-yatsushiro.jp/myoken 

お問合せ【八代妙見祭保存振興会】 

電話番号: 070-5819-8246 メールアドレス: bunka@city.yatsushiro.lg.jp 

ホームページ: http://www.myouken.com 

  

やつしろ全国花火競技大会  
  

八代の秋の夜空をキャンバスに、北は秋田から南は鹿児島までの全国の有名な花火師３０業者が腕によりをかけ、その技と

華麗さを競う西日本唯一の全国花火競技大会です。 

  
 

 

所在地・開催地 八代市球磨川河川緑地(新萩原橋上流)  

アクセス 港より車で 35 分(13km) 

季節 
毎年 10 月第 3 土曜 
※荒天等による延期の場合有 

観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
やつしろ全国花火競技大会 
http://www.kinasse.yatsushiro.jp/hanabi/ 

お問合せ【八代市イベント推進課】 

電話番号: 0965-33-4132   メールアドレス: events@city.yatsushiro.lg.jp 

ホームページ: http://www.kinasse-yatsushiro.jp/hanabi/ 

  

石匠館（八代を創造（たがや）した石工たちの軌
跡 日本遺産認定） 

 
  

日本で初めての石橋および石工技術のユニークな資料館として生まれたのが「石匠館」です。石匠館は、八代市東陽町にあ

る石工とめがね橋の博物館です。この地はかつて種山と呼ばれ、熊本を代表する種山石工で有名でした。彼らは通潤橋をは

じめとする数多くのめがね橋を架けました。東陽町には今なお一世紀以上の風雪に耐えて残る 21 の石橋があります。令和

2 年には「八代を創造（たがや）した石工たちの軌跡」のストーリーが、日本遺産に認定されました。 

  
 

 

所在地・開催地 八代市東陽町北 98-2  

アクセス 港より車で 40 分(22km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
石匠館 
https://kinasse-yatsushiro.jp/spots/detail/112 

お問合せ【八代市観光・クルーズ振興課】 

電話番号:0965-33-4115  メールアドレス: kanko@city.yatsushiro.lg.jp 

ホームページ: http://www.kinasse-yatsushiro.jp/ 
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