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

キンメダイ  
  

キンメダイは、マダイ等と異なる種類で、キンメダイ科に属する深海魚です。脂ののり方、肉厚さ、大きさ、食べやすさ、

見た目の良さ、どれをとっても素晴らしい高級魚です。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
神津島観光協会 
https://kozushima.com/shop 

お問合せ【神津島観光協会】 

電話番号: 04992-8-0321 ｜Emal: office@kozushima.com 

ホームページ https://kozushima.com/ 

 

赤イカ入り塩辛  
  

イカの中でも大変美味な品種とされている赤イカ（ケンサキイカ）と島唐辛子を使用した高級な塩辛です。独自の製法によ

り塩辛特有の生臭さを消しており、食べやすいと評判です。甘口から激辛まで４段階の辛さを選べます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
神津島観光協会 
https://kozushima.com/shop 

お問合せ【神津島観光協会】 

電話番号: 04992-8-0321 ｜Emal: office@kozushima.com 

ホームページ https://kozushima.com/ 

 

麦焼酎  
  

神津島は、伊豆七島の神様たちが集まって水をどう分配するか話し合ったと言われる伝説があるほど、たいへん水に恵まれ

た島です。厳選された麦と清らかな天然水を原料に精製された自慢の逸品「盛若」をご賞味ください。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
神津島観光協会 
https://kozushima.com/shop 

お問合せ【神津島観光協会】 

電話番号: 04992-8-0321 ｜Emal: office@kozushima.com 

ホームページ https://kozushima.com/ 
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神津島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

赤崎遊歩道  
  

赤崎の入江に設置された全長 500mの木造遊歩道。つり橋や展望台、飛び込み台もあります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒100-0601 東京都神津島村神戸山 1  

アクセス 港から車で 15分（5.0Km） 

季節 通年 

関連リンク 
神津島観光協会 
https://kozushima.com/sightseeing/akasakiwalkingpath 

お問合せ【神津島観光協会】 

電話番号: 04992-8-0321 ｜Emal: office@kozushima.com 

ホームページ https://kozushima.com/ 

 

沢尻湾  
  

島の西側にある深い入り江で、100mほど続く砂浜は波の静かな海水浴場として人気が高い。 

  
 

 

所在地・開催地 〒100-0601 東京都神津島村沢尻  

アクセス 港から車で 5分（.18Km） 

季節 通年 

関連リンク 
神津島観光協会 
https://kozushima.com/sightseeing/westcoast 

お問合せ【神津島観光協会】 

電話番号: 04992-8-0321 ｜Emal: office@kozushima.com 

ホームページ https://kozushima.com/ 

 

物忌奈命神社  
  

神津島の開祖とされる物忌奈命を祀っており、村人の信仰を集めています。 

 
 

 

所在地・開催地 〒100-0601 東京都神津島村 41  

アクセス 港から徒歩で 15分（.900m） 

季節 通年 

関連リンク 
神津島観光協会 
https://kozushima.com/sightseeing/monoiminanomikotoshr
ine 

お問合せ【神津島観光協会】 

電話番号: 04992-8-0321 ｜Emal: office@kozushima.com 

ホームページ https://kozushima.com/ 
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神津島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

 郷土資料館  
  

島の歴史と貴重な文化財を保存・伝承している資料館。パノラマや解説も見聞できます。 

  
 

 

所在地・開催地 〒100-0601 東京都神津島村 118  

アクセス 港から徒歩で 10 分（750m） 

季節 通年 

関連リンク 
神津島観光協会 
https://kozushima.com/sightseeing/kozuislandlocalmusium 

お問合せ【神津島観光協会】 

電話番号: 04992-8-0321 ｜Emal: office@kozushima.com 

ホームページ https://kozushima.com/ 

 

天上山  
  

「黒潮に浮かぶ展望台」と呼ばれ、伊豆七島、伊豆半島、富士山等を眺める展望はバツグン。 

  
 

 

所在地・開催地 〒100-0601 東京都神津島村天上山  

アクセス 港から車で 10 分（2.3Km） 

季節 通年 

関連リンク 
神津島観光協会 
https://kozushima.com/sightseeing/mttenjo 

お問合せ【神津島観光協会】 

電話番号: 04992-8-0321 ｜Emal: office@kozushima.com 

ホームページ https://kozushima.com/ 

 

前浜海岸  
  

全長約 800mの砂浜の海岸。水平線に沈んてゆく夕日がとてもロマンチックです。 

  
 

 

所在地・開催地 〒100-0601 東京都神津島村  

アクセス 港から徒歩で 10 分（700m） 

季節 通年 

関連リンク 
神津島観光協会 
https://kozushima.com/sightseeing/maehamabeach 

お問合せ【神津島観光協会】 

電話番号: 04992-8-0321 ｜Emal: office@kozushima.com 

ホームページ https://kozushima.com/ 
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神津島港周辺観光情報 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/cruise/ 

神津島温泉保養センター  
  

沢尻湾を望む見晴らしのいい温泉施設。 岩に囲まれた大小の露天風呂や展望温泉があります。 

  
 

 

所在地・開催地 〒100-0601 東京都神津島村錆崎 1-1  

アクセス 港から車で 10分（2.7Km） 

季節 通年 

関連リンク 
神津島観光協会 
https://kozushima.com/sightseeing/kozushimahotspringrec
reationcenter 

お問合せ【神津島観光協会】 

電話番号: 04992-8-0321 ｜Emal: office@kozushima.com 

ホームページ https://kozushima.com/ 

 

多幸湾  
  

見事な白浜と切り立った天上山の断崖が作り出す景観は、息をのむほど素晴らしい。 

  
 

 

所在地・開催地 〒100-0601 東京都神津島村榎木が沢  

アクセス 港から車で 15分（4.8Km） 

季節 通年 

関連リンク 
神津島観光協会 
https://kozushima.com/sightseeing/takospringwater 

お問合せ【神津島観光協会】 

電話番号: 04992-8-0321 ｜Emal: office@kozushima.com 

ホームページ https://kozushima.com/ 

 

ダークスカイ・アイランド 

 

  

神津島は、国際ダークスカイ協会（IDA）により、光害の影響のない、暗く美しい夜空を保護・保存するための優れた取組

をたたえる「ダークスカイ・アイランド」に認定されました。 神津島では非常に暗い夜空が保たれており、星空観賞のた

めに観光客が多く訪れます。 

  
 

 

所在地・開催地  

アクセス  

季節 通年 

関連リンク 
神津島観光協会 
https://kozushima.com/star/ 

お問合せ【神津島観光協会】 

電話番号: 04992-8-0321 ｜Emal: office@kozushima.com 

ホームページ https://kozushima.com/ 
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