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

お茶  
  

 
牧之原台地は温暖な気候と日照時間が長いことから、良質なお茶の栽培に適しており、広大な茶園が広がっています｡普通
の煎茶よりも蒸す時間を長くした「深蒸し茶」が主流で、グリンピア牧之原やふじのくに茶の都ミュージアムでは、お茶摘
みや抹茶づくりが体験できます 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 

グリンピア牧之原 
http://grinpia.com/ 
ふじのくに茶の都ミュージアム 
https://tea-museum.jp/ 

お問合せ【静岡県観光協会】 

電話番号: 054-202-5595  

ホームページ: http://www.hellonavi.jp/ 

 

アローマメロン  
  

芳醇な香り、ふくよかな甘み、ジューシーな果肉は最高級。メロン栽培専用のガラス温室で、降り注ぐ太陽の恵みをいっぱ

いに浴びたアローマメロンは、生産者による徹底した温度管理、水分調整のもとで、丹精込めて育てられた芸術品。一年中

最高品質のメロンを食べることができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒437-1412 静岡県掛川市千浜 6851-1 

アクセス ツアー：係留バースより車で約 25 分（約 15km） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
静岡県温室農業協同組合静南支所 
https://aroma-melon.jp/branch.html 

お問合せ【静岡県温室農業協同組合静南支所】 

電話番号: 0537-72-2331 メールアドレス： info@aroma-melon.jp 

ホームページ: https://aroma-melon.jp/branch.html 

 

 
 

遠州地鶏一黒シャモ  
  

添加物を加えていない御前崎産の飼料米を主原料として飼育しているため、鶏肉独特の臭みもなく、甘味の強い美味しい鶏

肉です。飼育密度の少ない快適な環境で、通常よりも倍以上の飼育期間をかけて育てており、深みのある味わいとプリッと

した歯ごたえは、これまでの鶏肉の概念を覆す、感動的な美味しさです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒437-1604 静岡県御前崎市佐倉 2522 番地の 4 

アクセス ツアー：係留バースより車で約 20 分（約 12km） 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
鳥工房かわもり 
http://torikoubou-kawamori.com/ 

お問合せ【鳥工房かわもり】 

電話番号: 0537-86-2538 メールアドレス：  

ホームページ: http://torikoubou-kawamori.com/ 

 

 
 

http://grinpia.com/
https://tea-museum.jp/
http://www.hellonavi.jp/
https://aroma-melon.jp/branch.html
mailto:info@aroma-melon.jp
https://aroma-melon.jp/branch.html
http://torikoubou-kawamori.com/
http://torikoubou-kawamori.com/
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御前崎海鮮なぶら市場  
  

6 店舗が集まった海遊館では、御前崎港に水揚げされる海の幸を始め、全国津々浦々の海産物、観光土産品が揃っておりま

す。5 店舗の食事処が並ぶ食遊館では、新鮮な海の幸を使った料理が楽しめます。200 名収容の大食堂もあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒437-1623 静岡県御前崎市港 6099-7  

アクセス 
港より徒歩 17 分(2km) 

個人:港より車で 5 分(2km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

10 台 

関連リンク 
御前崎海鮮なぶら市場 
http://nabula.jp/ 

お問合せ【御前崎まちづくり株式会社】 

電話番号: 0548-63-6789 メールアドレス: info@nabula.jp 

ホームページ:http://nabula.jp/ 

 

うなぎパイファクトリー  
  

静岡県西部地域は、ものづくり産業が盛んです。中でも、うなぎパイファクトリーは、職人とのふれあいをコンセプトにし

た工場見学施設で、生産工程をまじかに見ることができます。直売所では、限定商品など様々な商品が並んでおり、店内に

はカフェも併設されており、とても人気の施設です。 

  
 

 

所在地・開催地 〒432-8006 静岡県浜松市西区大久保町 748-51 

アクセス ツアー:係留バースより車で 70 分(75km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

 

関連リンク 
うなぎパイファクトリー 
http://www.unagipai-factory.jp/ 
 

お問合せ【うなぎパイファクトリー】 

電話番号: 053-482-1765 

ホームページ: http://www.unagipai-factory.jp/ 

    

ＳＬ  
  

SL（蒸気機関車）は、大井川鐵道（株）によって新金谷駅～千頭駅間でほぼ毎日運行されており、雄大な大井川と鮮やか

な茶畑の中を煙を吐いて走り抜ける姿は勇ましく、観光客を魅了しています。きかんしゃトーマス号も人気があり、鉄道の

沿線には、静岡県内でも有数の湧出量を誇る川根温泉もあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒428-8503 静岡県島田市金谷東２丁目 1112-2  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 40 分(30km) 
個人:電車で大井川鉄道「新金谷駅」下車すぐ 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

25 台 

関連リンク 

大井川鐡道株式会社 
http://oigawa-railway.co.jp/ 
川根温泉ふれあいの泉 
http://kawaneonsen.jp/ 

お問合せ【島田市観光協会】 

電話番号: 0547-46-2844 

ホームページ: http://www.shimada-ta.jp/ 

 

http://nabula.jp/
mailto:info@nabula.jp
http://nabula.jp/
http://www.unagipai-factory.jp/
http://www.unagipai-factory.jp/
http://oigawa-railway.co.jp/
http://kawaneonsen.jp/
http://www.shimada-ta.jp/
http://www.google.co.jp/maps/@34.6053538,138.2236934,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.8257714,138.1377692,17z
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御前埼灯台 
   

1874 年、イギリス人技師の監督のもとに誕生した白亜の洋式灯台。この灯台は一般公開されている参観灯台であるため、

灯台上からは太平洋を一望することができ、曲線の水平線を望むことができます。 天気が良ければ、伊豆半島、富士山、

南アルプス、遠州灘を見渡すことができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒437-1621 静岡県御前崎市御前崎 1581  

アクセス ツアー:係留バースより車で 10 分(4km) 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

7 台 

関連リンク 
御前崎市役所 
https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/shokokanko/
kankospot/toudai.html 

お問合せ【燈光会御前崎支所】 

電話番号: 0548-63-2550 

 

蓬莱橋  
  

大井川にかかる蓬萊橋（ほうらいばし）は、全長 897.4 メートル、通行幅 2.4 メートルの木造歩道橋です。1997 年に「世

界一長い木造歩道橋」としてギネスブックに認定され、長い木＝長生きの橋、全長 897.4（やくなし＝厄無し」の語呂合わ

せで縁起のいい橋として人気があります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒427-0017 静岡県島田市南町地先  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 45 分(31km) 
個人:電車でＪＲ東海道線「島田駅」下車徒歩 20 分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

11 台 

関連リンク 
蓬莱橋 
http://shimada-ta.jp/tourist/tourist_detail.php?id=2 

お問合せ【島田市観光協会】 

電話番号: 0547-46-2844 

ホームページ: http://www.shimada-ta.jp/ 

 

 掛川城天守閣・御殿  
  

掛川城は、江戸時代「東海の名城」とうたわれた天守閣を、日本初の本格木造天守閣として復元。江戸時代末期に建てられ

た御殿は、現存する城郭御殿の一つであり、京都二条城など全国で 4 箇所しかない貴重な建築物です。国の重要指定文化財

となっています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒443-6007 静岡県掛川市掛川 1138-24  

アクセス 
ツアー：係留バースより４０分（35km） 
個人：JR 掛川駅より徒歩 7 分 

季節 通年 
観光バス 
駐車台数 

7 台 

関連リンク 
掛川城公園管理事務所 
http://kakegawajo.com/ 

お問合せ【掛川城公園管理事務所】 

電話番号: 0537-22-1146 メールアドレス：kakegawa_castle@kakegawajo.com 

ホームページ: http://kakegawajo.com/ 

 

https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/shokokanko/kankospot/toudai.html
https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/shokokanko/kankospot/toudai.html
http://shimada-ta.jp/tourist/tourist_detail.php?id=2
http://www.shimada-ta.jp/
mailto:kakegawa_castle@kakegawajo.com
http://kakegawajo.com/
http://www.google.co.jp/maps/@34.5958605,138.2258779,17z
http://www.google.co.jp/maps/@34.8257278,138.1871325,17z
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龍潭寺（井伊直虎）  
  

井伊直虎が出家し、修行を行った井伊家の菩提寺。本堂の廊下は鶯張りになっており、歩くと「キュッキュッ」と独特の音

が鳴ります。江戸時代初期に本堂北庭として築かれた池泉鑑賞式庭園は、国指定の名勝になっており、四季折々風情に富ん

でいます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒431-2212 静岡県浜松市北区引佐町井伊谷 1989 

アクセス ツアー：係留バースより 75分（約 77km） 

季節 通年 

関連リンク 
龍潭寺 
http://www.ryotanji.com/ 
 

お問合せ【(公財) 浜松観光コンベンションビューロー】 

電話番号: 053-458-0011 

ホームページ: http://hamamatsu-daisuki.net/ 

 

御前崎海岸  
  

遠州灘と駿河湾に囲まれた岬で県立自然公園になっています。風は強いですが、広々とした大海原を眺めながらの散策は、

景色もよく爽快感十分です。また、海釣り・磯あそび・海水浴やウインドサーフィンやボディボードなども体験できます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒421-0601 静岡県御前崎市御前崎 

アクセス ツアー：係留バースより徒歩 15 分(約 3km) 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【御前崎市役所商工観光課】 

電話番号: 0537-85-1135 メールアドレス：shokan@city.omaezaki.shizuoka.jp 

ホームページ: http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/ 

 

ふくろい遠州の花火  
  

豪快な音とともに夏の夜空に咲く大輪の花。夜空を彩る花火は、日本十大花火のひとつにも数えられ、遠州地方の夏の風物

詩として広く知られています。 

  
 

 

所在地・開催地 〒437-0031 静岡県袋井市愛野３１６４－１  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 50 分(37km) 
個人:電車で JR 東海道線「愛野駅」下車徒歩 25 分 

季節 8 月上旬 
観光バス 
駐車台数 

ツアー分確保 

関連リンク 
ふくろい遠州の花火 
http://www.fukuroi-hanabi.jp/ 

お問合せ【ふくろい遠州の花火実行委員会（袋井商工会議所内）】 

電話番号: 0538-42-6151 

ホームページ: http://www.fukuroi-hanabi.jp/index.html 

http://www.ryotanji.com/
mailto:shokan@city.omaezaki.shizuoka.jp
http://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/
http://www.fukuroi-hanabi.jp/
http://www.fukuroi-hanabi.jp/index.html
http://www.google.co.jp/maps/@34.7477219,137.9436526,17z
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浜岡砂丘カワヅザクラ  
  

浜岡砂丘の入口、太平洋岸自転車道沿いの東西 600ｍに約 230 本のカワヅザクラが咲き誇ります。大人の顔の高さで咲く桜

に囲まれ、ソメイヨシノと一味違った、ひと足早い春の訪れを感じることができます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒437-1612 静岡県御前崎市池新田 9186-216  

アクセス 
ツアー:係留バースより車で 20 分(11km) 
個人:バスでしずてつジャストライン「浜岡営業所」下車徒歩 20 分 

季節 2 月中旬－3 月中旬 
観光バス 
駐車台数 

40 台 

関連リンク 
御前崎市役所 
https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/shokokanko/
kankospot/hamaokasakura.html 

お問合せ【御前崎市観光協会】 

電話番号: 0548-63-2001 メールアドレス：omaezaki-inf@mail.wbs.ne.jp 

ホームページ: http://www.omaezaki.gr.jp/ 

  

https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/shokokanko/kankospot/hamaokasakura.html
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