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

夏みかん菓子  
  

夏みかんは、明治維新後、禄を失い生活に困窮していた士族たちの救済手段として武家屋敷の中で栽培が始められたもの。

今では、土塀越しにのぞく黄金色の夏みかんは、萩を代表する景観となっている。生果だけでなく、丸漬けを始めとした菓

子やマーマレードなど様々な加工品があり、萩を代表する特産品の一つ。 

  
 

 

 

 

所在地・開催地 山口県萩市 

アクセス 港より車で 10分(6km) 

季節 通年 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
萩市観光協会公式サイト 
http://hagishi.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 

 

焼き抜き蒲鉾  
  

焼き抜き蒲鉾は、江戸時代中期から続く伝統の技法により作られる。蒸すだけではなく、遠火で時間をかけて焼くことによ

り、独特のプリプリとした弾力と、つややかな肌に仕上がった蒲鉾。蒸して作られる一般の蒲鉾と比べ、その味わいはきめ

細かく、しこしことした歯ごたえの良さに特徴がある。一度食すと忘れられない食感。 

  
 

 

所在地・開催地 山口県萩市及び長門市 

アクセス 港より車で 10分(6km) 

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｜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 

 

見蘭牛  
  

霜降り豊かな和牛原種の血統を受け継ぐ見蘭牛は、天然記念物の見島牛とオランダ原産ホルスタインを交配させ誕生した萩

のブランド牛。柔らかく香り高い、極上の品質を持ち合わせている。鮮度がよく繊細な肉本来の味を楽しむ牛刺しや、肉汁

が溢れ出し、自然のコクがダイレクトに伝わる網焼きなどで味わうことができる。 

  
 

 

所在地・開催地 山口県萩市 

アクセス 港より車で 10分(6km) 

季節 通年 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
萩市観光協会公式サイト 
http://hagishi.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/
http://hagishi.com/
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
http://www.oidemase.or.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://hagishi.com/
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
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萩港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

焼き鳥(長州黒かしわ)  
  

長州黒かしわは、天然記念物である黒柏鶏を元に、肉用鶏として経済性・食味の良さにこだわり誕生した山口県産のオリジ

ナル地鶏。脂肪が少ないが旨みがあり、適度な歯応えを残しながらも柔らかいのが特徴。山口県長門市は人口当たりの焼き

鳥屋店舗数が日本トップクラス。新鮮で美味しい焼き鳥を堪能することができる。 

  
 

 

所在地・開催地 山口県長門市 

アクセス 港より車で 35分(30km) 

季節 通年 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
ななび ながと観光ナビ 
http://nanavi.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”萩しーまーと”   
  

萩をはじめとする山口県内の生産者が「新鮮な旬の食材」を提供し、城下町・萩が育んだ「おいしい食文化」を発信してい

る。新鮮な海の幸や山の幸をお手頃価格で販売している。鮮魚のほか、特産品の販売、萩名物の「蒸気まんじゅう」も販売

しており、施設内レストランでは萩沖で獲れた新鮮な魚を使った様々な料理を味わえる。 

  
 

 

 

所在地・開催地 〒758-0011 山口県萩市椿東 4160-61  

アクセス 港より徒歩 30分(2.5km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

20台 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
萩しーまーと 
http://seamart.axis.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｜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”センザキッチン”  
  

山口県長門市のみやげものを扱う店と飲食店が軒を連ねる施設。仙崎漁港でとれた新鮮な魚や干物、名産の「仙崎蒲鉾」な

どを販売しています。青海島観光汽船乗り場も隣接しています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒759-4106 山口県長門市仙崎字漁港南 4297-6  

アクセス 港より車で 35分(30km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

50台 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
センザキッチン 
https://nanavi.jp/senzakitchen/ 

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://nanavi.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://seamart.axis.or.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://nanavi.jp/senzakitchen/
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
http://www.google.co.jp/maps/@34.4269532,131.4143095,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.388047,131.203408,19.05z
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萩港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

萩城下町（世界遺産） 
   

世界遺産「明治日本の産業革命遺産」の構成資産のひとつ。毛利輝元により計画的に建設された城下町で、町筋は碁盤目状

に区画され、武家屋敷や町家が軒を連ねていた。今も町筋がそのまま残り、よく往時の面影をとどめている。城跡、旧上級

武家地、旧町人地の３地区からなり、幕末に産業化を目指した当時の地域社会を今に伝えている。 

  
 

 

所在地・開催地 山口県萩市 

アクセス 港より車で 10分(6km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

19台 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
萩市観光協会公式サイト 
http://hagishi.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 

   

元乃隅神社  
  

元乃隅稲成神社は、白狐のお告げにより、昭和 30 年に島根県津和野町太鼓稲成から分霊された神社です。龍宮の潮吹側か

ら続く 123基の赤い鳥居が印象的。縁起のいい一二三の鳥居として景観を保存しています。また、裏参道出口に建つ鳥居を

よく見ると、賽銭箱が頭上に！賽銭が入れば願いが叶うと言われています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒759-4712 長門市油谷津黄 498  

アクセス 港より車で 65分(44km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

ななび／長門市コンベンション協会 
http://nanavi.jp/ 
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｜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 

 

角島大橋／角島  
  

通行料無料の橋としては日本屈指の長さ 1,780mを誇る角島大橋。当地特有のコバルトブルーの海の上を滑るようにして橋

を渡ると、そこは手つかずの自然が残された北長門海岸国定公園。心地よい潮風に吹かれながら、悠久の昔から今へと続く、

人と自然とが共生する営みを肌で感じられる場所です。トリップアドバイザー日本の橋２０１５ 第１位！ 

  
 

 

所在地・開催地 〒759-5332 山口県下関市豊北町大字角島  

アクセス 港より車で 90分(60km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10台 

関連リンク 

おいでませ山口へ 

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

角島ナビ 

http://tsunoshima.info/ 

 

 

 

 

 

 

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://hagishi.com/
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
http://nanavi.jp/
http://www.oidemase.or.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://tsunoshima.info/
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
http://www.google.co.jp/maps/@34.415433,131.0530238,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.3520919,130.8874708,14z
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萩港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

青海島観光汽船  
  

海岸の美しい眺めの青海島は、周囲 40ｋｍで、北長門海岸国定公園の中心部にあり、別名「海上アルプス」とも呼ばれて

います。大自然がつくり上げた洞門や石柱などの岩の芸術作品を遊覧船で、たっぷりとご覧いただけます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒759-4106 山口県長門市仙崎字漁港南 4297-2  

アクセス 港より車で 35分(30km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

50台 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
ななび ながと観光ナビ 
http://nanavi.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 

萩時代まつり   
  

 萩市古来の奉納行列「萩大名行列」が市内を練り歩く、秋の一大イベント。 

総勢 200 名を超える行列が城下町を中心に市内を練り歩きます。沿道の要所では、据えた御駕籠の前で草履を持って舞う草

履取りの舞が披露され、長さ約 5.5mの長柄の槍を豪快に操作する長州一本槍なども必見です。 

  
 

 

所在地・開催地 萩城跡ほか市内各所 

アクセス 港より車で 10分(6km) 

季節 11月第 2日曜日 
観光バス 
駐車台数 

19台 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
萩市観光協会公式サイト 
http://hagishi.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 

 

ながと仙崎花火大会  
  

仕掛け花火や尺玉の打ち上げなど約 4,000 発打ち上げられます。夏の夜空を彩る一大イベントです。趣向を凝らし、次々と

打ち上げられる花火のダイナミックなスケールは西日本有数で、県内外より大勢の人出で賑わいます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒759-4106 山口県長門市仙崎字漁港南 

アクセス 港より車で 35分(30km) 

季節 7月のいずれかの土曜日 20:00 

関連リンク 

おいでませ山口へ 
http://www.oidemase.or.jp/ 
ななび ながと観光ナビ 
http://nanavi.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/
http://nanavi.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://hagishi.com/
mailto:a16200@pref.yamaguchi.lg.jp
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a16200/cruise/cruise_yamaguchi.html
http://www.oidemase.or.jp/
http://nanavi.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/@34.3884857,131.2033739,17z

