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三田尻中関港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

外郎（ういろう）  
  

米粉ではなく、わらび粉を主原料として、小豆餡、小麦粉、砂糖などを練り合わせて蒸したのが山口の外郎の特徴。ぷるっ

と柔らかい独特の食感と、上品で深い味わいが特徴です。山口を代表する伝統銘菓として、多くの人に親しまれています。 

  
 

 

 

 

所在地・開催地 山口市、防府市及び美祢市 

アクセス 港より車で 40 分(25km) 

季節 通年 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
西の京 やまぐち 
http://yamaguchi-city.jp/souvenir/ 

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｜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 

 

天神鱧  
  

瀬戸内海は「はも」の産地。中でも防府の水揚げ量は山口県内トップクラスです。シーズン中は、地元産のはもを新鮮なう

ちに鮮度を生かし調理した『天神鱧』メニューをお手頃な価格で味わうことができます。コラーゲンやカルシウムを多く含

むヘルシーなはも料理、旬の味覚で防府の夏をお楽しみください。 

  
 

 

所在地・開催地 山口県防府市 

アクセス 港より車で 15 分(6km) 

季節 6 月～9 月 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
防府市観光情報ポータル 
https://visit-hofu.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｜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 

   

秋穂の車エビ  
  

 山口市秋穂は車えび養殖発祥の地。一年を通して新鮮な車えびを食べることができます。秋穂エリアの宿や食事処では、刺

身、焼き物、フライ、天ぷらと様々な車えび料理が味わえます。 

  
 

 

所在地・開催地 山口市秋穂 

アクセス 港より車で 40 分(25㎞) 

季節  

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
西の京 やまぐち 
http://yamaguchi-city.jp/souvenir/ 

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｜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 

 

http://www.oidemase.or.jp/
http://yamaguchi-city.jp/souvenir/
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
http://www.oidemase.or.jp/
https://visit-hofu.jp/
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
http://www.oidemase.or.jp/
http://yamaguchi-city.jp/souvenir/
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
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三田尻中関港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

防府市まちの駅”うめてらす”  
  

防府天満宮参道そばにある「うめてらす」は、まちめぐりの強い味方。『休憩・展示・情報コーナー』では防府市の観光全

てがわかる。『おみやげ店』には、防府ブランド「幸せます」グッズをはじめ、特産品やお土産品が勢ぞろい。隣接する食

事処「スウィートホーム」では、地元の野菜中心のヘルシーメニューが女性に人気です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒747-0029 山口県防府市松崎町 1 ｰ 20  

アクセス 港より車で 25 分(8km) 

季節 通年 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
防府市観光情報ポータル 
https://visit-hofu.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｜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 

 

道の駅”潮彩市場防府”  
  

新鮮な海の幸が安い。地元で水揚げされた鮮魚を中心に、干物や練物等の水産加工品を昔懐かしい対面形式で販売。とれた

ての食材を使った料理を味わえる食堂や、旬の魚貝類を炭火焼きでお召し上がりいただけるお店など、海の幸を存分に楽し

むことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒747-0824 山口県防府市新築地町 2-3  

アクセス 港より車で 20 分(8km) 

季節 通年 
観光バス駐
車台数 

5 台 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
防府市観光情報ポータル 
https://visit-hofu.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｜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 

 

防府天満宮  
  

学問の神様・菅原道真公を祀った神社で、京都の北野、福岡の太宰府と共に日本三天神のひとつ。九州へ向かう途中、防府

に立ち寄った道真公は、この地が気に入り、自分が死んだら魂となって帰ってくると約束したと伝えられており、九州で公

が亡くなった翌年（904 年）創建されたといわれている。 

  
 

 

所在地・開催地 〒747-0029 山口県防府市松崎町 14-1  

アクセス 港より車で 25 分(8km) 

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/ 
防府市観光情報ポータル 
https://visit-hofu.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｜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 

http://www.oidemase.or.jp/
https://visit-hofu.jp/
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
http://www.oidemase.or.jp/
https://visit-hofu.jp/
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
http://www.oidemase.or.jp/
https://visit-hofu.jp/
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
http://www.google.co.jp/maps/@34.0616717,131.5737694,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.0382035,131.5979037,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.0633262,131.5740927,17z
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三田尻中関港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

毛利博物館・毛利氏庭園   
  

毛利氏邸宅の一部に設けられた毛利博物館には、雪舟の「四季山水図」を含む国宝・重要文化財や重要美術品等が多数収蔵

されており、平常展のほか、趣向をこらした特別展・企画展で見ることができます。建築、庭園、美術品と様々な日本の美

に囲まれ極上の贅沢を味わうことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒747-0023 山口県防府市多々良 1-15-1  

アクセス 港より車で 30 分(9km) 

季節 通年 
観光バス駐
車台数 

8 台 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
防府市観光情報ポータル 
https://visit-hofu.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｜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 

 

国宝瑠璃光寺五重塔  
  

全国に現存する屋外の五重塔のうちで 10 番目に古く、美しさは日本三名塔の一つに数えられ、室町中期における最も秀で

た建造物と評されています。屋根は檜皮葺で、塔の胴は細くすっきりした印象です。この国宝瑠璃光寺五重塔は山口市観光

のシンボルとして桜や楓の裏山を背に、大内文化を優雅に伝えています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒753-0081 山口県山口市香山町 7-1  

アクセス 港より車で 40 分(26㎞) 

季節 通年 
観光バス駐
車台数 

15 台 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
西の京 やまぐち 
http://yamaguchi-city.jp/details/aa_ruri_tou.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｜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 

 

秋吉台（ジオパーク）  
  

秋吉台ははるか昔、遠い海でサンゴ礁として誕生した。それから約 3 億 5 千万年、ドリーネや鍾乳洞が発達した石灰岩の台

地・カルスト台地となった。そこではサンゴ、ウミユリなどの地球と秋吉台の長い歴史を示す化石が見つかる。雄大な自然

の秋吉台には、いくつものトレイルコースがありウォーキングやランニングも楽しめる。 

  
 

 

所在地・開催地 〒754-0511 山口県美祢市秋芳町秋吉 

アクセス 
 
港から車で５０分（48km） 
 

季節 通年 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
カルスト ドットコム 
https://karusuto.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｜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 

http://www.oidemase.or.jp/
https://visit-hofu.jp/
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
http://www.oidemase.or.jp/
http://yamaguchi-city.jp/details/aa_ruri_tou.html
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
http://www.oidemase.or.jp/
https://karusuto.com/
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
http://www.google.co.jp/maps/@34.0637854,131.5875193,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.1898506,131.4718276,17z
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防府天満宮御神幸祭（裸坊祭）  
  

西日本屈指の荒祭。5,000 人を超える裸坊が「兄弟わっしょい！」の掛け声の下、市内一円から防府天満宮本堂を目指し集

まり、その熱気がまちをつつみます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒747-0029 山口県防府市松崎町 14-1  

アクセス 港より車で 25 分(8km) 

季節 11 月第 4土曜日 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
防府市観光情報ポータル 
https://visit-hofu.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｜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 

 

山口七夕ちょうちんまつり  
  

大内氏の盆ちょうちんを受け継ぐ約 600 年前から続く伝統の祭。数万個の紅ちょうちんが街中を幻想的な光で包みイベント

も盛り沢山。お祭り両日、中心商店街や駅通りは数万個の紅ちょうちんで飾られ光のトンネルのように美しく彩られる。殿

御輿や姫御輿、ちょうちん山笠が練り歩き、担ぎ手達の熱気で山口の街が盛り上がる。 

  
 

 

所在地・開催地 〒753-0047 山口市中心商店街・パークロード  

アクセス 港より車で 40 分(25km) 

季節 8 月 6 日～8月 7 日 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
西の京 やまぐち 
http://yamaguchi-city.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｜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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