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細島港（宮崎）周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

細島いわがき  
  

県内一の生産量を誇る、日向市特産の「細島いわがき」。細島港の岩ガキは、人口種苗ではなく、自然に付着した天然の稚

貝を全て手作業で丁寧に育て上げているのが特徴。また、細島港は海と山が近く、植物プランクトンの豊富な水が海に流れ

込むので、岩ガキが大きく、美味しいと好評。 

  
 

 所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

日向市役所ホームページ 
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/ 
日向市観光協会ホームページ 
http://www.hyuga.or.jp/ 

お問合せ【日向市役所 商工観光部 観光交流課】 

電話番号:0982-52-2111 l メールアドレス:kankou@hyugacity.jp 

ホームページ:http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/ 

 

高千穂夜神楽料理（神楽の館）  
  

国の重要無形民俗文化財に指定されている「高千穂の夜神楽」は、11 月中旬から 2 月の上旬にかけて、高千穂町内の 20 集

落で夜を徹して舞われる民俗芸能である。高千穂夜神楽料理は、そのお客様をもてなす料理で、竹のかごである「しょうけ」

に煮染めや寿司などを盛って、提供される。 

  
 

 

所在地・開催地 〒882-1621宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸 58  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 1時間 30分(60km) 

個人:バスで宮崎交通高千穂バスセンター下車車で 15分(港より 60km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

3台 

関連リンク  

お問合せ【高千穂町役場企画観光課】 

電話番号:0982-73-1212 l メールアドレス:kikaku@town-takachiho.jp 

ホームページ:http://www.town-takachiho.jp/ 

 

高千穂牛（高千穂牛レストラン和）  
  

豊かな自然に囲まれ、清らかな水が豊富な高千穂で育った高千穂牛。5 年に 1 度開催される和牛のオリンピックでチャンピ

オンにも輝き、その柔らかさと、甘みや香りが特徴です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒882-1101 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井 1099-1  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 1時間 30分(60km) 

個人:バスで宮崎交通高千穂バスセンター下車徒歩 10分(港より 60km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

2台 

関連リンク 
高千穂牛レストラン和 
http://www.town-takachiho.jp/gamadase/nagomi.html 

お問合せ【高千穂牛レストラン和】 

電話番号:0982-73-1109 

ホームページ:http://www.town-takachiho.jp/gamadase/nagomi.html 

http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/
http://www.hyuga.or.jp/
mailto:kankou@hyugacity.jp
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/
mailto:kikaku@town-takachiho.jp
http://www.town-takachiho.jp/
http://www.town-takachiho.jp/gamadase/nagomi.html
http://www.town-takachiho.jp/gamadase/nagomi.html
http://www.google.co.jp/maps/@32.7266683,131.3440822,17z
http://www.google.co.jp/maps/@32.7097434,131.3018708,17z
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細島港（宮崎）周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

日向市市街  
  

ＪＲ日向市駅を中心とした市街地は、飲食店や食品・衣服等の専門店、お土産品など、グルメやショッピングを楽しむなら

最適。また、「日向市駅」は国際デザインコンペティション「ブルネルアワード 2008」において最優秀賞を受賞した建築物

で、地元産のスギ材を使った建築は必見の観光スポット。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 港より車で約 10分(約 3km) 

季節 通年 

関連リンク 

日向市役所ホームページ 
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/ 
日向市観光協会ホームページ 
http://www.hyuga.or.jp/ 

お問合せ【日向市役所 商工観光部 観光交流課】 

電話番号:0982-52-2111 l メールアドレス:kankou@hyugacity.jp 

ホームページ:http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/ 

 

日向岬  
  

日向市で一番の観光名所「日向岬」。 

この一帯には、地球が丸いと実感でき、海と大地が交わる絶景「馬ヶ背」、さらに恋人達のメッカ「願いが叶うクルスの海」、

そして幻想的なパワースポット「大御神社」があり、訪れたものに感動と癒しを与えます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒883-0001宮崎県日向市細島 1  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 10分(約 10km) 

個人:港より車で約 10分(約 10km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

3台 

関連リンク 

日向市役所ホームページ 
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/ 
日向市観光協会ホームページ 
http://www.hyuga.or.jp/ 

お問合せ【一般社団法人 日向市観光協会】 

電話番号:0982-55-0235   l メールアドレス: info@hyuga.or.jp  

ホームページ: http://www.hyuga.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 1時間 10分(60Km) 

個人:港より車で 1時間 10分(60Km) 

季節 春 
観光バス 
駐車台数 

10 台程

度 

関連リンク 

西都市観光協会 
http://www.saito-kankou.com/ 
宮崎県西都市役所 
http://www.city.saito.miyazaki.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 メールアドレス:shoko@saito-city.jp 

ホームページ:http://www.city.saito.miyazaki.jp/ 

http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/
http://www.hyuga.or.jp/
mailto:kankou@hyugacity.jp
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/
http://www.hyuga.or.jp/
mailto:info@hyuga.or.jp
http://www.hyuga.or.jp/
http://www.saito-kankou.com/
http://www.city.saito.miyazaki.jp/
mailto:shoko@saito-city.jp
http://www.city.saito.miyazaki.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@32.4259599,131.6854544,17z
http://www.google.co.jp/maps/@32.1183834,131.3886844,17z
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細島港（宮崎）周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

細島まち並み散策  
  

細島は江戸時代以降交易、天領の港として繁栄した天然の良港で、その埠頭から路地に入ると、大正 10 年に建てられた「旧

高鍋屋旅館」は、当時のまま「日向市細島みなと資料館」として残っている。資料館の近くには、国指定名勝「妙国寺」や

神武天皇の伝説が残る「御鉾神社」の他様々な文化財が残っている。散策しながら、日本の歴史に思いを馳せて欲しい。 

  
 

 

所在地・開催地 〒883-0001宮崎県日向市細島  

アクセス 港より車で約 5分(約 2.5km) 

季節 通年 

関連リンク 

日向市役所ホームページ 
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/ 
日向市観光協会ホームページ 
http://www.hyuga.or.jp/ 

お問合せ【一般社団法人 日向市観光協会】 

電話番号:0982-55-0235   l メールアドレス: info@hyuga.or.jp  

ホームページ: http://www.hyuga.or.jp/ 

 

美々津まち並み散策  
  

古き良き時代の佇まいを残す「美々津」は、江戸時代末期に廻船問屋や料理屋が軒を並べ、現在も石畳の道に面して土蔵造

りの美しい白壁が並び、往時の姿をみることができる。また、「日向市歴史民俗資料館」や神武天皇御舟出の伝説がある「立

磐神社」などを巡りながら、歴史と神話のまちを散策して欲しい。 

  
 

 

所在地・開催地 〒889-1111宮崎県日向市美々津町  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で約 20分(約 20km) 

個人:港より車で約 20分(約 20km) 

季節 通年 

関連リンク 

日向市役所ホームページ 
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/ 
日向市観光協会ホームページ 
http://www.hyuga.or.jp/ 

お問合せ【一般社団法人 日向市観光協会】 

電話番号:0982-55-0235   l メールアドレス: info@hyuga.or.jp  

ホームページ: http://www.hyuga.or.jp/ 

 

高千穂峡  
  

高千穂峡は、昭和 9 年に五箇瀬川峡谷として国の名勝天然記念物に指定された、日本を代表する景勝地の一つです。高千穂

のシンボル・真名井の滝をはじめ、柱状節理が形作る独特の渓谷美で知られています。神話ゆかりのスポットや戦国時代の

エピソードが残る名所があり、1 年を通して自然を楽しむことが出来ます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒882-1101 宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井御塩井  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 1 時間 30 分(65km) 

個人:バスで宮崎交通高千穂バスセンター下車車で 5 分(港より 65km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

4台 

関連リンク 
高千穂町 
http://www.town-takachiho.jp/ 

お問合せ【高千穂町役場企画観光課】 

電話番号:0982-73-1212 l メールアドレス:kikaku@town-takachiho.jp 

ホームページ:http://www.town-takachiho.jp/ 

http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/
http://www.hyuga.or.jp/
mailto:info@hyuga.or.jp
http://www.hyuga.or.jp/
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/
http://www.hyuga.or.jp/
mailto:info@hyuga.or.jp
http://www.hyuga.or.jp/
http://www.town-takachiho.jp/
mailto:kikaku@town-takachiho.jp
http://www.town-takachiho.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@32.4264662,131.6642973,17z
http://www.google.co.jp/maps/@32.3373830,131.6122723,17z
http://www.google.co.jp/maps/@32.7110432,131.3064233,17z


 

- 4 - 

細島港（宮崎）周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

高千穂神楽  
  

国の重要無形民俗文化財に指定されている「高千穂の夜神楽」は、冬の間、高千穂町内の 20 集落で夜を徹して舞われる民

俗芸能である。その夜神楽の代表的な舞を毎晩、観光用に高千穂神社で 20 時から 1 時間奉納している。（拝観料 700 円） 

  
 

 

所在地・開催地 〒882-1101宮崎県高千穂町大字三田井 1037  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 1時間 30分(65km) 

個人:バスで宮崎交通高千穂バスセンター下車徒歩 15分(港より 65km) 

季節 通年 

関連リンク 
高千穂町観光協会 
http://takachiho-kanko.info/kagura/ 

お問合せ【高千穂町観光協会】 

電話番号:0982-73-1213 l メールアドレス:info@takachiho-kanko.jp 

ホームページ:http://takachiho-kanko.info/ 

 

日向ひょっとこ夏祭り  
  

毎年 2,000 人を超える踊り手が全国から集まる「日向ひょっとこ夏祭り」は、踊り手たちがひょうきんなお面と赤い法被を

身に着け日向市街をねり歩くユニークな祭り。首・手・足・腰をくねらせ踊る姿は、見る者の笑いを誘う。また、宮崎県の

一村一祭にも選定されており、日向市最大の祭りである。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス 港より車で約 10分(約 3km) 

季節 夏 毎年 8月の第 1土曜日 

関連リンク 

日向市役所ホームページ 
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/ 
日向市観光協会ホームページ 
http://www.hyuga.or.jp/ 

お問合せ【一般社団法人 日向市観光協会】 

電話番号:0982-55-0235   l メールアドレス: info@hyuga.or.jp  

ホームページ: http://www.hyuga.or.jp/ 

 

寄港歓迎イベント  
  

「日向市」。その字の名の通り、日に向かうこのまちは、眩しい太陽と紺碧の海に恵まれ、どこか人を魅了する「温かさ」

があります。その温かい『おもてなし』として、日本文化体験の披露や歓迎物産展の開催はもちろんの事、ここでしか見る

ことができない伝統芸能「ひょっとこ踊り」を披露し、皆様をお迎えいたします。 

  
 

 

所在地・開催地 〒883-0062宮崎県日向市日知屋 17371-18  

アクセス 港より徒歩 0分(0km) 

季節 通年 

関連リンク 

日向市役所ホームページ 
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/ 
日向市観光協会ホームページ 
http://www.hyuga.or.jp/ 

お問合せ【日向市役所 商工観光部 観光交流課】 

電話番号:0982-52-2111 l メールアドレス:kankou@hyugacity.jp 

ホームページ:http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/ 

 

http://takachiho-kanko.info/kagura/
mailto:info@takachiho-kanko.jp
http://takachiho-kanko.info/
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/
http://www.hyuga.or.jp/
mailto:info@hyuga.or.jp
http://www.hyuga.or.jp/
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/
http://www.hyuga.or.jp/
mailto:kankou@hyugacity.jp
http://www.city.hyuga.miyazaki.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@32.706765,131.302136,17z
http://www.google.co.jp/maps/@32.4358660,131.6478280,17z

