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

宮崎牛  
  

宮崎牛は芳醇でジューシーな肉質が特徴です。それでいて、さっぱりとして、しつこくない、豊かな風味があります。5年

に一度開催される「和牛のオリンピック」において、連続一位を獲得。宮崎県の誇る日本一の味を、ぜひ一度ご賞味くださ

い。 

  
 

 

所在地・開催地 〒880-0834 宮崎市新別府町前浜 1401-255  

アクセス 係留バースより車で 2分(750m) 

季節 通年 

関連リンク 
鉄板焼ステーキハウス ミヤチク 
http://rest.miyachiku.jp/ 
 

お問合せ【公益社団法人宮崎市観光協会】 

電話番号:0985-20-8658 

ホームページ:http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/ 

 

地鶏炭火焼  
  

宮崎を代表する味覚といえば地鶏炭火焼。中でもみやざき地頭鶏(じどっこ)の炭火焼きは、柔らかな歯ごたえの後、軽やか

な香ばしさとともに、鶏本来の旨みがほとばしる、格別の味わいです。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒880-0811 宮崎市錦町 1-10 

宮崎グリーンスフィア壱番館 2階  

アクセス 係留バースより車で 12分(4.5km) 

季節 通年 

関連リンク 
ぐんけい 
http://www.gunkei.jp/restaurant/info-kiten/ 

お問合せ【宮崎市観光協会】 

電話番号:0985-20-8658 

ホームページ:http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/ 

 

海鮮料理  
  

全国でも有数な品質のちりめんを生産している宮崎。新鮮な釜揚げしたちりめん丼を、一年を通して提供。アツアツのご飯

にちりめんがたっぷり載り、あっさりとした味わい。ちりめんと野菜のかき揚げもサクッとした食感が楽しめる。海鮮丼セ

ットや、トビウオのすり身を原料とした日南魚うどん定食も人気。直売所もあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒880-0858宮崎市港 2-6  

アクセス 係留バースより車で 4分(1.5km) 

季節 通年 

関連リンク 

水産宮崎 
http://www.jf-
net.ne.jp/mzgyoren/magazine/200709/category04/index04.
html 

お問合せ【ぎょれん丸】 

電話番号:0985-28-6114 

http://rest.miyachiku.jp/
http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/
http://www.gunkei.jp/restaurant/info-kiten/
http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/
http://www.jf-net.ne.jp/mzgyoren/magazine/200709/category04/index04.html
http://www.jf-net.ne.jp/mzgyoren/magazine/200709/category04/index04.html
http://www.jf-net.ne.jp/mzgyoren/magazine/200709/category04/index04.html
http://www.google.co.jp/maps/@31.9050361,131.4568027,17z
http://www.google.co.jp/maps/@31.9163311,131.4312303,17z
http://www.google.co.jp/maps/@31.9050361,131.4568027,17z
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宮崎港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

橘通り他  
  

宮崎でもっとも多くの人出で賑わう商店街。飲食、小売、ブティック、アミューズメントなど多業種が揃っています。アー

ケードがあるので天候を気にせずにゆっくりと買い物ができます。毎月第 4土曜には生産者が直販する「街市」も開催され

ています。 

  
 

 

所在地・開催地 
〒880-0001 宮崎市橘通西 

〒880-0805 宮崎市橘通東  

アクセス 係留バースより車で 20分(7.6Km) 

季節 通年 

関連リンク 
街市 
http://www.machi-ichi.jp/ 

お問合せ 【宮崎商工会議所】電話番号 0985-22-2161 

ホームページ http://www.machi-ichi.jp/ 

 

青島  
  

青島は国の天然記念物「鬼の洗濯板」で囲まれた、周囲 1．5ｋｍほどの小さな島で、島内には天然記念物「ビロウ樹」のほ

か多くの亜熱帯性植物が自生しています。島の中には、青島神社があり、「彦火火出見命」「豊玉姫命」「塩筒大神」の三神

が祭られ、縁結び・安産・航海・交通安全のご利益があるといわれています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒889-2162宮崎市青島 2-13-1  

アクセス 係留バースより車で 30分(19Km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

18台 
(大型 1000円) 

関連リンク 

宮崎市観光協会（青島） 
http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/tourism/spot/10.html 
青島神社 
https://aoshima-jinja.jp/ 

お問合せ【宮崎市観光協会】 

電話番号:0985-20-8658 

ホームページ:http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/ 

 

堀切峠/道の駅フェニックス  
  

眼下に広がる太平洋、海岸線に続く波状岩、フェニックス並木など、日南海岸随一の雄大な景観が展望できます。地元の特

産品をはじめ、アシタバやエビ、マンゴーを使ったソフトクリームなどを販売。海沿いの遊歩道を降りると、「鬼の洗濯板」

が続く海岸に出ることができます。 

  
 

 

  

所在地・開催地 〒889-2301宮崎市大字内海字三池 381-1  

アクセス 係留バースより車で 27分(22Km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

大型 5台 

関連リンク 
宮崎市観光協会 
http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/tourism/spot/17.html 

お問合せ【フェニックス運営（株）】 

電話番号: 0985-65-2773 

http://www.machi-ichi.jp/
http://www.machi-ichi.jp/
http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/tourism/spot/10.html
https://aoshima-jinja.jp/
http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/
http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/tourism/spot/17.html
http://www.google.co.jp/maps/@31.9394166,131.4232395,17z
http://www.google.co.jp/maps/@31.8041325,131.4743851,17z
http://www.google.co.jp/maps/@31.7687620,131.4784381,17z
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宮崎港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

宮崎神宮  
  

狭野杉で造営された流れ造りの清楚な社殿です。 

東神苑には樹齢 400 年以上と推定される「オオシラフジ」（天然記念物）があり、宮崎神宮の大きな森は野鳥たちの楽園と

なっています。神武天皇を祭神とし、左の相殿に父ウガヤフキアエズノミコト、右の相殿に母タマヨリヒメがまつられてい

ます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒880-0053宮崎市神宮 2-4-1  

アクセス 係留バースより車で 20分(7.6Km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

100台程度 

関連リンク 

宮崎神宮 
http://miyazakijingu.jp/ 
宮崎市観光協会 
http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/tourism/spot/19.html 

お問合せ【宮崎神宮】 

電話番号:0985-27-4004 

ホームページ:http://miyazakijingu.jp/ 

 

フローランテ宮崎  
  

四季折々の花と緑を楽しむことができる植物公園。 

一年中緑が美しい芝生広場や、テーマ別に植栽されたガーデニングの見本園、ガーデニング体験(要問い合わせ)など、花と

緑に囲まれてゆっくりと過ごすことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒880-0836宮崎市山崎町浜山 414-16  

アクセス 係留バースより車で 13分(6Km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

6台 

関連リンク 
フローランテ宮崎 
http://www.florante.or.jp/ 

お問合せ【フローランテ宮崎】 

電話番号:0985-23-1510 

ホームページ:http://www.florante.or.jp/ 

 

西都原古墳群  
  

 西都原古墳群は昭和 27年に国の特別史跡に指定された日本最大級の古墳群で、花の名所としても知られています。 

 春は 2000本の桜と 30万本の菜の花、夏には 100万本のヒマワリ、そして秋には 300万本のコスモスが咲き乱れ、四季

折々の豊かな自然の姿を見せてくれます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒881-0005宮崎県西都市大字三宅  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 40分(30Km) 

個人:港より車で 40分(30Km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

大型 6台 

関連リンク 

西都市観光協会 
https://www.saito-kanko.jp/ 
宮崎県西都市役所 
http://www.city.saito.lg.jp/ 
 

お問合せ【宮崎県西都市役所 商工観光課】 

電話番号:0983-43-3421 l  

ホームページ: http://www.city.saito.lg.jp/ 

 

http://miyazakijingu.jp/
http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/tourism/spot/19.html
http://miyazakijingu.jp/
http://www.florante.or.jp/
http://www.florante.or.jp/
https://www.saito-kanko.jp/
http://www.city.saito.lg.jp/
http://www.city.saito.lg.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@31.9394166,131.4232395,17z
http://www.google.co.jp/maps/@31.9545796,131.4650311,17z
http://www.google.co.jp/maps/@32.1183834,131.3886844,17z
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宮崎港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

綾の照葉大吊橋  
  

世界的にも貴重な照葉樹林を多くの人たちに見てもらい、自然生態系の素晴らしさ、大切さを認識してもらいたいと 1984

年に架橋された。2011年 10月にリニューアル。長さ 250m、高さ 142m。 

◎営業時間 8:30～17:00（4月～9月は 18:00まで）年中無休 

◎入園料/小学生以上 350円 

  
 

 

所在地・開催地 〒880-1303宮崎県東諸県郡綾町南俣 5691-1  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 60 分(35km) 

個人:バスで宮崎交通バス綾待合所行き・綾待合所下車車で 15 分(港より 35km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10台程度 

関連リンク 
綾町役場観光ガイド 
https://www.town.aya.miyazaki.jp/site/tour-guide/ 

お問合せ【綾町役場総合政策課商工観光係】 

電話番号:0985-77-3464 l  

 

宮崎神宮大祭  
  

「神武さま」の名で親しまれ、宮崎神宮から市街地を歴史絵巻のようなご神幸行列や神賑行列が練り歩きます。花嫁を飾り

付けた馬に乗せて道行きする「シャンシャン馬」もパレードの名物です。夜は高千穂通りが歩行者天国になりステージイベ

ントなどで賑わいます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒880-0053宮崎市神宮 2丁目 4-1  

アクセス 係留バースより車で 20分(7.6Km) 

季節 秋 
観光バス 
駐車台数 

100台程度 

関連リンク 

宮崎神宮 
http://miyazakijingu.jp/ 
宮崎市観光協会 
http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/tourism/spot/19.html 

お問合せ【宮崎神宮】 

電話番号:0985-27-4004 

ホームページ:http://miyazakijingu.jp/ 

 

クルーズ歓迎イベント  
  

クルーズ船の来航にあわせて、歓迎イベントを実施します。 

【セレモニー 例】  

①物産展、②歓迎アトラクション（和太鼓の演奏・地元高校生による吹奏楽演奏）等 

  
 

 所在地・開催地 〒880-0858宮崎県宮崎市港 3－14  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
http://www.miyazaki-port.jp 
 

お問合せ【宮崎港振興協会（事務局：宮崎市役所 拠点都市創造課）】 

電話番号:0985-44-2803 

 

https://www.town.aya.miyazaki.jp/site/tour-guide/
http://miyazakijingu.jp/
http://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/tourism/spot/19.html
http://miyazakijingu.jp/
http://www.miyazaki-port.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@32.0294681,131.1943362,17z
http://www.google.co.jp/maps/@31.9394166,131.4232395,17z
http://www.google.co.jp/maps/@31.9117792,131.4587272,17z

