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

小浜ちゃんぽん  
  

 

小浜ちゃんぽんは、あっさりとした魚介系のスープが特徴で、地元の豊富な魚介類と野菜をふんだんに使った具材がその人

気の秘密です。また麺も極太麺を多くの店が使用し、麺が長いのも特徴です。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県雲仙市小浜町 

アクセス 港より徒歩５分～ 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス:cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

温泉たまご  
  

豊富な温泉の蒸気で作るゆで卵で、弾力ある白身からは硫黄のほのかな香りが楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県雲仙市小浜町雲仙３２０ 

アクセス 港より車で 20分 

季節 通年 

関連リンク https://www.unzen.org 

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス: cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

雲仙ハヤシライス  
  

多くの外国人観光客が避暑地としてに訪れていた雲仙では、その滞在中お昼のランチにかつの上には卵ではなく、デミグラ

スソースをかけた洋風丼（ハヤシ丼）を食べていたそうです。そのハヤシをアレンジし、新しい雲仙のグルメとして提供し

ています。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県雲仙市小浜町雲仙 

アクセス 港より車で 20分 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス: cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 
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湯せんぺい  
  

温泉水を使って焼き上げる湯せんぺい。温泉が身体によいということで作られておりほんのり甘く、さくさくした軽い食感

で人気の名物お菓子です。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県雲仙市 

アクセス  

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス: cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

小浜温泉街  
  

小浜温泉街は、街のいたるところに白煙（水蒸気）が上がっている温泉地です。 

国道沿いに二十数軒の旅館ホテルが立ち並び、その周辺に公共交通機関のバスターミナルと、四十数軒の商店がある地域で

す。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県雲仙市小浜町 

アクセス 港より徒歩５分～ 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス: cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

雲仙温泉街  
  

硫黄の香りが立ちこめる雲仙温泉街は、雲仙地獄を起点に温泉宿が建ち並び、お土産店や足湯など温泉地ならではのゆっく

りした時間が流れています。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県雲仙市小浜町雲仙 

アクセス 港より車で 20分 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス: cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 
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ほっとふっと 105  
  

小浜温泉 100％の足湯の全長は、小浜温泉の源泉温度 105度にちなんだ日本一長い 105m！腰掛け足湯のほか、ウォーキン

グ足湯、ペット足湯もあります。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県雲仙市小浜町北本町９０５－７１ 

アクセス 港より徒歩５分 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス: cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

雲仙地獄  
  

硫黄の香りが立ち込め、地の底から吹き出す蒸気と熱気が辺り一面を覆い尽くす光景は、まさに地獄そのもの。ここはキリ

シタン殉教の舞台になったところでも知られ、殉職碑も建てられています。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県雲仙市小浜町雲仙３２０ 

アクセス 港より車で 20分 

季節 通年 

関連リンク https://www.unzen.org 

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス: cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

仁田峠  
  

春には峠にツツジが咲誇り、夏の緑、秋の紅葉、冬の霧氷と四季を通じて雲仙観光のメッカとなっています。仁田峠から妙

見山頂へロープウェイが運行し、仁田、妙見の展望ラインをなしています。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県雲仙市小浜町雲仙 551 

アクセス 港より車で 40分 

季節 通年 

関連リンク http://unzen-ropeway.com/ 

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス: cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 
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千々石展望台  
  

千々石の海、日本景観 100選の地に選ばれた「橘湾」を一望できる展望台です。 

 左手には雲仙普賢岳の山頂を見ることもできます。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県雲仙市千々石町丙 160 

アクセス 港より車で 20分 

季節 通年 

関連リンク http://www.chidiwa.com/center/observatory/ 

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス: cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

ジャカランダフェスタ  
  

中南米原産で世界三大花木とされるジャカランダが咲く長崎県の小浜温泉街周辺で、開花にあわせて、「小浜温泉ジャカラ

ンダフェスタ」が開催されます。フォトコンテストや苗木の販売、ガイドが案内するジャカランダまち歩きなどのイベント

が行われます。紫色の房状の花は見頃が長く、1か月ほど楽しめます。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県雲仙市小浜町 

アクセス 港より徒歩５分 

季節 通年 

関連リンク  

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス: cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

    

雲仙灯りの花ぼうろ  
  

霧氷をイメージした灯りのイベントで、雲仙の温泉街や散歩道のツリーなどがイルミネーションによってきらびやかに彩ら

れます。 

また、期間中の土曜日には雲仙温泉街中心地より打ち上げ花火が上がります（午後 9:30～）。 

 湯けむりとイルミネーションの幻想的な世界と、澄みきった夜空で見る花火を、ぜひお楽しみください。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県雲仙市小浜町雲仙 

アクセス 港より車で 20分 

季節 冬 

関連リンク https://www.unzen.org 

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス: cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 
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 緋寒桜の郷まつり  
  

濃いピンク色に染まる早春の雲仙市国見町、神代小路。 

 重要文化財・鍋島邸の緋寒桜が見頃を迎える 2 月下旬、重要伝統的建造物群保存地区・神代小路を会場に、各種イベント

や特産品の販売が予定されています。 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県雲仙市国見町神代 

アクセス 港より車で４５分 

季節 冬 

関連リンク  

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス: cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 

 

愛野駅 

 

  
愛野駅、吾妻駅両駅の名前をつなげると「愛しのわが妻」となることから、これまでたくさんの恋人や愛妻家に親しまれて

きました。 

平成２２年には愛野駅舎のリニューアルが行われ、新しいロマンティックスポットに生まれ変わりました。 

愛野駅限定販売の「愛野から吾妻ゆき」の片道きっぷがついた最愛認定証もあります 

  
 

 

所在地・開催地 長崎県雲仙市愛野町甲 3873-3 

アクセス 港より車で３０分 

季節 冬 

関連リンク https://www.shimatetsu.co.jp/area/detail/?id=16 

お問合せ【長崎県国際観光振興室】 

電話番号:095-895-2641 l メールアドレス: cruisenagasaki@pref.nagasaki.lg.jp 

ホームページ:http://www.nagasaki-tabinet.com/houjin/ 
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