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徳山下松港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

徳山ふぐ  
  

味覚の王者「ふぐ」。山口県の下関が取扱量日本一、そして徳山は、ふぐはえ縄漁発祥地として知られている。 

山口県に来れば、本場のふぐを体感することができる。 

  
 

 

 

 

所在地・開催地 山口県周南市 

アクセス 港より徒歩 5分(2km) 

季節 冬 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
周南観光ポータルサイト 
http://kanko-shunan.com/ 

お問合せ【山口県観光政策課（ワンストップ窓口）】 

 Yamaguchi Prefectural Government Tourism Policy Division  

電話番号: 083-933-3207 l メールアドレス: a16200@pref.yamaguchi.lg.jp 

ホームページ: 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html 

 

 
 

下松牛骨ラーメン  
  

牛骨ベースの中華そば・ラーメンは全国的にも珍しく、下松市のご当地グルメとしてお昼時には行列ができるほどの人気で

す。牛の旨みがたっぷりと溶け出し、後味のよいさっぱりとした口当たりが特徴のスープで、独特の甘みと香ばしさがあり

ます。「いなり寿司」を一緒に食べるのが下松流とも言われています。 

  
 

 

所在地・開催地 山口県下松市 

アクセス 港より車で 25分(11km) 

季節 通年 

関連リンク 
おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 

お問合せ【山口県観光政策課（ワンストップ窓口）】 

 Yamaguchi Prefectural Government Tourism Policy Division  

電話番号: 083-933-3207 l メールアドレス: a16200@pref.yamaguchi.lg.jp 

ホームページ: 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html 

 

 

 

ハム・ソーセージ  
  

周南市の北部、鹿野地域で生育される特別な豚で作られたハム、ソーセージ。 

ここで生育されている豚は、オランダで作り出された品種で「四元交配」種の豚。 

この豚は肉質が良く、保水性も高く、柔らかできめ細やかな肉質が特徴。 

生育から加工まで一貫生産されるハムやソーセージは、ジューシーで深い旨味を持つ。 

  
 

 

所在地・開催地 山口県周南市 

アクセス 港より車で 1時間 10分(45km) 

季節 通年 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
周南観光ポータルサイト 
http://kanko-shunan.com/ 

お問合せ【山口県観光政策課（ワンストップ窓口）】 

 Yamaguchi Prefectural Government Tourism Policy Division  

電話番号: 083-933-3207 l メールアドレス: a16200@pref.yamaguchi.lg.jp 

ホームページ: 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html 
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徳山下松港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

道の駅「ソレーネ周南」  
  

道の駅「ソレーネ周南」は、国道 2号沿いに立地しており、周南市の西の玄関口として、道路利用者が快適に休憩できる場

所を提供するとともに、道路情報、観光情報、周南ブランドを市内外、そして全国に発信し、周南市のアピールはもとより、

農林水産業の振興や地域の活性化につなげることを目的としています。 

  
 

 

  

所在地・開催地 〒745-1131 山口県周南市大字戸田 2713  

アクセス 港より車で 25分(16km) 

季節 通年 
観光バス駐
車台数 

42台 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
道の駅“ソレーネ周南” 
http://solene.jp/ 

お問合せ【山口県観光政策課（ワンストップ窓口）】 

 Yamaguchi Prefectural Government Tourism Policy Division  

電話番号: 083-933-3207 l メールアドレス: a16200@pref.yamaguchi.lg.jp 

ホームページ: 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html 

  

回天訓練場跡、回天記念館  
  

人間魚雷「回天」は太平洋戦争の末期、魚雷に爆薬を搭載し隊員自らが操縦して敵艦に体当たりするという特攻兵器として

誕生した。大津島には隊員の訓練基地が置かれ全国から 20 歳前後の精鋭たちが厳しい訓練を経てここから出撃した。「回

天」の史実を記憶し、彼らの後世への想いを永く語り継いでゆくための施設である。 

  
 

 

所在地・開催地 〒745-0057 山口県周南市大津島 1960  

アクセス 徳山港から高速船で馬島港下船、徒歩 10分(0.6km) 

季節 通年 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
回天記念館 周南市ホームページ 
https://www.city.shunan.lg.jp/site/kaiten/ 

お問合せ【山口県観光政策課（ワンストップ窓口）】 

 Yamaguchi Prefectural Government Tourism Policy Division  

電話番号: 083-933-3207 l メールアドレス: a16200@pref.yamaguchi.lg.jp 

ホームページ: 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html 

 

 伊藤公記念公園   
  

初代内閣総理大臣伊藤博文公は、光市（旧大和町）で生まれ幼年時代を過ごしました。ここには生家をはじめ、伊藤公が神

奈川県大磯の別荘「滄浪閣」で使用していた家具や大礼服などの衣類、硯や筆、常に持ち歩いていた念持仏等を展示し、そ

の生涯を遺品と映像で紹介する資料館、伊藤公が基本設計した旧伊藤博文邸があります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒743-0105 山口県光市大字束荷 2250-1  

アクセス 港より車で 35分(26km) 

季節 通年 
観光バス駐
車台数 

2台 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
伊藤公記念公園 光市ホームページ 
https://www.city.hikari.lg.jp/soshiki/9/bunka/bunkashinkou/1/2601.html 

お問合せ【山口県観光政策課（ワンストップ窓口）】 

 Yamaguchi Prefectural Government Tourism Policy Division  

電話番号: 083-933-3207 l メールアドレス: a16200@pref.yamaguchi.lg.jp 

ホームページ: 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html 
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徳山下松港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

黒岩峡  
  

周南市東部、岩国市との境に位置する黒岩峡は、石城山県立自然公園内にある静かな渓谷で、春の新緑から夏の水遊び、秋

の紅葉と、家族で楽しむことができます。 

また、近くには三丘温泉や呼鶴温泉があります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒745-0641 山口県周南市大字小松原  

アクセス 港より車で 40分(26km) 

季節 通年 

関連リンク 

おいでませ山口へ 

http://www.oidemase.or.jp/ 

周南観光ポータルサイト 

http://kanko-shunan.com/ 

お問合せ【山口県観光政策課（ワンストップ窓口）】 

 Yamaguchi Prefectural Government Tourism Policy Division  

電話番号: 083-933-3207 l メールアドレス: a16200@pref.yamaguchi.lg.jp 

ホームページ: 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html 

 

l 
 

稲穂祭（きつねの嫁入り）  
  

狐に扮した新郎新婦をはじめ、嫁入り道具を担いだお供など多くの狐を従えた嫁入り道中が町中をゆっくりと進みます。白

狐伝説が甦る奇祭として知られています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒744-0024 山口県下松市花岡周辺（法静寺）  

アクセス 港より車で 25分(10km) 

季節 11月 3日 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
下松市観光協会 
http://kudamatsu-kanko.jp/ 

お問合せ【山口県観光政策課（ワンストップ窓口）】 

 Yamaguchi Prefectural Government Tourism Policy Division  

電話番号: 083-933-3207 l メールアドレス: a16200@pref.yamaguchi.lg.jp 

ホームページ: 

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html 
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