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鹿児島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

かごしま黒豚  
  

かごしま黒豚は、鹿児島の豊かな自然の中でのびのび育てられ、肉質は「やわらかく、歯切れがよく、うまみがある」と国

内外で高い評価を受けています。トンカツで食べてよし、肉の旨みをそのまま堪能できるしゃぶしゃぶもよしの逸品です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
グルメ･お土産(鹿児島県観光連盟ホームページ) 
http://www.kagoshima-kankou.com/gourmet/ 

お問合せ【鹿児島県 PR・観光戦略部観光課】 

電話番号:099-286-2997 l メールアドレス:cruise@pref.kagoshima.lg.jp 

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

 

鹿児島黒牛  
  

おいしさや安心・安全にこだわり、丁寧に育てられた鹿児島黒牛は、きめ細やかなやわらかい肉質とバランスのよい霜降り

が自慢です。グルメの方にも自信を持ってお奨めします。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
グルメ･お土産(鹿児島県観光連盟ホームページ) 
http://www.kagoshima-kankou.com/gourmet/ 

お問合せ【鹿児島県 PR・観光戦略部観光課】 

電話番号:099-286-2997 l メールアドレス:cruise@pref.kagoshima.lg.jp 

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

 

本格焼酎  
  

焼酎王国鹿児島には 2,000 を越える銘柄があり、サツマイモ、黒砂糖、麦など原料も味もバラエティ豊か。お湯割り、ロッ

ク、ソーダ割りなどお好みのスタイルでお召し上がりください。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
グルメ･お土産(鹿児島県観光連盟ホームページ) 
http://www.kagoshima-kankou.com/gourmet/ 

お問合せ【鹿児島県 PR・観光戦略部観光課】 

電話番号:099-286-2997 l メールアドレス:cruise@pref.kagoshima.lg.jp 

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

http://www.kagoshima-kankou.com/gourmet
mailto:cruise@pref.kagoshima.lg.jp
http://www.kagoshima-kankou.com/
http://www.kagoshima-kankou.com/gourmet/
mailto:cruise@pref.kagoshima.lg.jp
http://www.kagoshima-kankou.com/
http://www.kagoshima-kankou.com/gourmet/
mailto:cruise@pref.kagoshima.lg.jp
http://www.kagoshima-kankou.com/
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鹿児島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

かるかん  
  

かるかんは、良質の山芋とうるち米の粉に白砂糖を加えた蒸した和菓子です。その上品の甘さとふんわりとした口あたりを

楽しみながら味わってください。かごしま茶との相性も抜群です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

グルメ･お土産(鹿児島県観光連盟ホームページ) 
http://www.kagoshima-kankou.com/gourmet/ 
鹿児島市観光ナビ 
https://www.kagoshima-yokanavi.jp/gourmet 

お問合せ【鹿児島県 PR・観光戦略部観光課】 

電話番号:099-286-2997 l メールアドレス:cruise@pref.kagoshima.lg.jp 

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

 

鹿児島ラーメン  
  

鹿児島は街を歩けばラーメン屋に当たると言われる程ラーメン屋が多く、トンコツなのにさっぱりしていて、キャベツやモ

ヤシなど野菜の具がたっぷり載っているのが特徴です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

グルメ･お土産(鹿児島県観光連盟ホームページ) 
http://www.kagoshima-kankou.com/gourmet/ 
鹿児島市観光ナビ 
https://www.kagoshima-yokanavi.jp/gourmet 

お問合せ【鹿児島県 PR・観光戦略部観光課】 

電話番号:099-286-2997 l メールアドレス:cruise@pref.kagoshima.lg.jp 

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

 

天文館  
  

鹿児島最大の繁華街「天文館」のアーケード内には郷土料理店やみやげもの店をはじめ、カフェやレストラン、ブティック

などが立ち並んでおり、南九州一の繁華街として人気のスポットです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒892-0842 鹿児島県鹿児島市東千石町  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20 分(8km) 

個人:電車で天文館通り電停下車すぐ(港より 8km) 

季節 通年 

関連リンク 

観光スポット-天文館(鹿児島県観光連盟ホームページ) 
http://www.kagoshima-kankou.com/guide/10527/ 
鹿児島市観光ナビ 
https://www.kagoshima-yokanavi.jp/spot/10027 

お問合せ【鹿児島県 PR・観光戦略部観光課】 

電話番号:099-286-2997 l メールアドレス: cruise@pref.kagoshima.lg.jp 

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

 

http://www.kagoshima-kankou.com/gourmet/
https://www.kagoshima-yokanavi.jp/gourmet
mailto:cruise@pref.kagoshima.lg.jp
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鹿児島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

桜島  
  

鹿児島のシンボル・桜島は鹿児島市からわずか 4km の海上にあり、標高 1,117ｍ。今も噴煙を上げている世界的な火山で

す。学術的にも観光資源としてもたいへん重宝されており、日本国内のみならず、世界的に有名な活火山となっています。

鹿児島市内からはフェリーで 15 分です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒891-1419 鹿児島県鹿児島市桜島  

アクセス ツアー:係留バースより車で 60 分(13km) 

季節 通年 

関連リンク 

観光スポット-桜島(鹿児島県観光連盟ホームページ) 
http://www.kagoshima-kankou.com/guide/10578/ 
鹿児島市観光ナビ 
https://www.kagoshima-yokanavi.jp/spot 

お問合せ【鹿児島県 PR・観光戦略部観光課】 

電話番号:099-286-2997 l メールアドレス: cruise@pref.kagoshima.lg.jp 

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

  

仙巌園  
  

1658 年に第 19 代当主であった島津光久によって造園され、その後も歴代当主による改築が重ねられてきました。借景技法

を用い、桜島を築山に、鹿児島湾を池に見立てた素晴らしい景色と広大な庭園が特徴で、1958 年に国の名勝に指定されて

います。 

  
 

  

 

所在地・開催地 〒892-0842 鹿児島県鹿児島市吉野町 9700-1  

アクセス ツアー:係留バースより車で 30 分(12km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

50 台 

関連リンク 

仙厳園 
https://www.senganen.jp/ 
観光スポット-仙巌園(鹿児島県観光連盟ホームページ) 
http://www.kagoshima-kankou.com/guide/10526/ 

お問合せ【鹿児島県 PR・観光戦略部観光課】 

電話番号:099-286-2997 l メールアドレス: cruise@pref.kagoshima.lg.jp 

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

 

指宿天然砂むし温泉  
  

国内でも貴重な天然砂むし温泉は、海岸に湧出する自然温泉を利用した和風サウナです。天然温泉が自然湧出する海岸に体

を横たえ、身体に砂をかけてもらい、波の音を聞きながら待つことしばし。10 分～20 分もすると温泉の熱と砂の圧力で、

体のしんからどっと汗が噴き出してきます。 

  
 

  

所在地・開催地 〒891-0406 鹿児島県指宿市湯の浜 5 丁目 25-18  

アクセス ツアー:係留バースより車で 90 分(45km) 

季節 通年 

関連リンク 

指宿観光協会 

https://www.ibusuki.or.jp/spa/sunamushi/ 

指宿いわさきホテル 

https://ibusuki.iwasakihotels.com/ 

 

 

 

お問合せ【鹿児島県 PR・観光戦略部観光課】 

電話番号:099-286-2997 l メールアドレス: cruise@pref.kagoshima.lg.jp  

ホームページ: http://www.kagoshima-kankou.com/ 
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https://www.kagoshima-yokanavi.jp/spot
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http://www.google.co.jp/maps/@31.6185410,130.5788398,17z
http://www.google.co.jp/maps/@31.2306378,130.6520319,17z
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鹿児島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

霧島  
  

霧島は、日本で初めて国立公園に指定された霧島連山の雄大な自然や、そのふもとから湧き出る温泉、建国神話の主人公ニ

ニギノミコトを祀る霧島神宮で有名です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒899-6603 鹿児島県霧島市牧園町高千穂  

アクセス ツアー:係留バースより車で 90 分(70km) 

季節 通年 

関連リンク 
霧島市観光協会 
https://kirishimakankou.com/ 

お問合せ【鹿児島県 PR・観光戦略部観光課】 

電話番号:099-286-2997 l メールアドレス: cruise@pref.kagoshima.lg.jp 

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

 

観光列車  
  

鹿児島県には､JR 九州の「指宿のたまて箱」や「はやとの風」､肥薩おれんじ鉄道の「おれんじ食堂」などの魅力的な観光

列車があります。車窓から移りゆく美しい景色を眺めたり､旬の食材をゆっくりと楽しんだり､クルーズとはひと味違う列車

の旅をお楽しみください。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス ツアー:係留バースより車で 25 分(8km) 

季節 通年 

関連リンク 

R 九州の列車たち（JR 九州ホームページ） 
http://www.jrkyushu.co.jp/trains/ 
肥薩おれんじ鉄道ホームページ 
https://www.hs-orange.com/ 

お問合せ【鹿児島県 PR・観光戦略部観光課】 

電話番号:099-286-2997 l メールアドレス: cruise@pref.kagoshima.lg.jp 

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

 

かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会  
  

雄大な桜島と錦江湾を背景に、約 15,000 発の花火が打ち上げられる九州最大級の花火大会。花火と音楽のシンクロのほか、

1 尺玉 20 連発をはじめ大玉の連続打上げや直径 480m の大輪 2 尺玉の 2 発同時打上げなど、南国鹿児島らしい豪快で華や

かな花火大会です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒892-0814 鹿児島県鹿児島市本港新町  

アクセス ツアー:係留バースより車で 25 分(8km) 

季節 8 月下旬 

関連リンク 

かごしま錦江湾サマーナイト大花火大会公式サイト 
http://hanabi.kankou-kagoshima.jp/ 
かごしま市観光ナビ 
https://www.kagoshima-yokanavi.jp/event 

お問合せ【鹿児島県 PR・観光戦略部観光課】 

電話番号:099-286-2997 l メールアドレス: cruise@pref.kagoshima.lg.jp 

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

 

https://kirishimakankou.com/
mailto:cruise@pref.kagoshima.lg.jp
http://www.kagoshima-kankou.com/
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mailto:cruise@pref.kagoshima.lg.jp
http://www.kagoshima-kankou.com/
http://www.google.co.jp/maps/@31.8921339,130.8341217,17z
http://www.google.co.jp/maps/@31.5936693,130.5637977,17z
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鹿児島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

 

鶴丸城 御楼門  
  

鹿児島（鶴丸）城は、慶長６年（1601 年）頃に、のちに島津家第 18 代当主・初代藩主となる家久が建設に着手した島津

氏の居城で、背後の山城（城山）と麓の居館からなる城です。居館の正面中央に、威風堂々たる「御楼門」があります。

御楼門は、明治６年（1873 年）の火災で一度焼失しましたが、2020 年に日本最大の城門として復元されました。 

 
  

 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 

J 鹿児島県観光連盟ホームページ 
https://www.kagoshima-kankou.com/guide 
かごしま市観光ナビ 
https://www.kagoshima-yokanavi.jp/spot/20047 

お問合せ【鹿児島県 PR・観光戦略部観光課】 

電話番号:099-286-2997 l メールアドレス: cruise@pref.kagoshima.lg.jp 

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

 
 

麓 武家屋敷  
  

勇猛果敢な薩摩の武士を育んだ地、鹿児島。そこには本城の鹿児島城跡や、県内各地の山城跡の周辺に配置された麓

と呼ばれる外城（とじょう）の武家屋敷群が数多く残っています。  

  
 

 

所在地・開催地 知覧、蒲生など 

アクセス 
ツアー:知覧まで係留バースより車で 40 分(28km)、 

蒲生まで係留バースより車で 45分(34km） 
    

季節 通年 

関連リンク 
薩摩の武士が生きた町 
https://kagoshima-fumoto.jp/ 

お問合せ【鹿児島県 PR・観光戦略部観光課】 

電話番号:099-286-2997 l メールアドレス: cruise@pref.kagoshima.lg.jp 

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