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自転車でめぐる城下町佐伯コース
自転車でめぐる城下町佐伯コース▶

観光案内所にて
レンタサイクル

自転車を歴史資料館
駐輪場に停めて登山に

佐伯名物の
ごまだしうどん
を食べる

佐伯市観光案内所

佐伯市駅前２丁目6-37
TEL:0972-23-3400
営業時間：9：00～18：00
定休日：年末年始

レンタサイクル

寿司体験も
できるよ1

洋菓子・和菓子どちらもおすすめ。夏

季限定のジェラートを食べにサイクリン

グで足をのばして寄ってみませんか？

佐伯市鶴望寺田2616-4
TEL:0972-24-1231
営業時間：9：00～21：00
定休日：年中無休

お菓子のうめだ

糀屋本店は佐伯で330年前から糀を作っています。日本の発酵調味料の基

本である糀の効果を学び、糀料理のワークショップも楽しめます。

佐伯市船頭町14-29
TEL:0120-166-355
糀クッキング体験：２時間
料金：1名10,000円（5～20名）
定休日：日曜日・国民の祝日
要予約
E-mail：info@saikikoujiya.com

糀屋本店

大日寺は1608年に開基した寺院で境

内の多くの建物は江戸時代に建てられ

たものです。境内には菊姫の願いをか

なえたといわれる弁財天が奉られてい

ます。またこの「菊姫伝説」を基にして

行われる春祭りの菊姫行列は春の夜の

幻想的なイベントとなっています。

佐伯市船頭町２-37
TEL:0972-22-0420

東光山大日寺（菊姫伝説）

リーズナブルなお値段のゲストハウスで

す。木曜日限定ランチのベジタリアン

用のラーメンは大好評です。ベジタリ

アン対応の夕食をご希望の場合はお問

い合わせください。

佐伯市内町３-26 2階 
TEL:090-5749-7355

投げ銭ゲストハウス
さんかくワサビ

寿司なくして佐伯は語れません。

ぜひ佐伯のお寿司をご賞味ください。

さいき寿司各店

船で７分。大入島でのウォーキングを

楽しんでみませんか。

大入島

オルレコース

城山

佐伯市大手町１丁目１-１

城山登山　（徒歩：片道20分程度）

寿司体験

レンタサイクル
返却

ごまだしとは焼いて

ほぐした地元産の魚

の 身にすりご ま、

しょうゆなどをあわ

せた調味料です。風

味豊かなごまだしで

うどんをお召し上が

りください。こちら

のお店はとり天もお

すすめです。

佐伯城は1606年、毛利高政によって築かれました。

今日では櫓門（やぐらもん）、山頂に石垣が残るだけと

なっています。佐伯城跡は現在では城山と呼ばれ、

今なお佐伯市民にとって心のより所であり、シンボル

です。城山頂上までは4つの登山道があり、それぞれ

四季折々の風景が楽しめます。山頂からは、遠く四

国の山々まで眺望できます。

ごまだしうどん

味愉嬉食堂

佐伯市中村南町7-25　TEL：0972-23-7240
定休日：火曜日

佐伯市城下西町3番13号
TEL:0972-24-3905
営業時間：9：00～17：00
休館日：月曜日、年末年始

落ち着いた雰囲気の中、美しい庭を眺めながら

いただくお茶（抹茶：300円）は格別です。

亀八寿司

佐伯市中村南町7-12 TEL:0972-22-5818
営業時間：11：00～14：00／16：00～22：00
定休日：月曜日

佐伯名物の寿司を自分で握ってみましょう！

寿司体験　料金：4,000円～（税抜き）

　　　　　定員：８名まで

　　　　　体験時間：14：30～16：00（相談に応じます）

寿司体験

佐伯市城下町観光交流館

佐伯市城下東町8番19号
TEL:0972-28-5656
営業時間：9：00～18：00
休館日：年末年始

美しい和風のお庭を眺めながら休憩し

ませんか？丁寧に造られた日本家屋は一

見の価値があります。コーヒー、お菓子、

ソフトクリームの販売もあります。

登山記念に御城印もどうぞ。

城下町佐伯国木田独歩館

佐伯市城下東町9番37号
TEL:0972-22-2866
営業時間：9：00～17：00
休館日：月曜日、年末年始
入館料：大人200円、小中高100円

1800年代に文豪の暮らした家がほぼそ

のまま保存されています。タイムスリッ

プしたような感覚を味わってください。

佐伯市茶室｜汲心亭

佐伯市大手町1丁目2番25号
TEL:0972-22-0700
営業時間：9：00～17：00
休館日：月曜日、年末年始
入館料：個人 大人300円、小中高100円
 団体 大人200円、小中高50円 

この場所は、江戸時代には佐伯藩の役所として、

明治時代には旧藩主毛利家の屋敷として利用さ

れ、佐伯の歴史において重要な役割を果たして

きました。資料館では、主に江戸時代について

展示しています。また、屋外では、藩役所の門

として使われた「三府御門（さんぷごもん）」、毛

利家屋敷の一部である「毛利家御居間」などを

公開しています。

佐伯市歴史資料館

佐伯市大手町３丁目３-７　TEL:0972-28-6464
営業時間：9：00～17：00　定休日：不定休

佐伯市の農林水産物と加工品(佐伯の産品)を

扱うアンテナショップです。

さいき本舗城下堂

佐伯駅出発
10:00

佐伯市観光案内所
10:10

佐伯駅到着城山登山口
10:20 - 11:20

（60分）

味愉嬉食堂
11:30 - 12:20

（50分）

亀八寿司

（ 分）

さいき本舗城下堂
佐伯市歴史資料館

汲心亭
国木田独歩館

城下町観光交流館
12:30 - 14:20

（110分）

10分 分10分 分
自転車で
10分

Start Goal

右）櫓門

下）城山登山口

「歴史と文学のみち」
散策

レンタサイクル

料金：３時間……… 200円～

おすすめスポッ
ト周辺の

詳しくはQRコード
から。

詳しくはQRコード
から。

機会があれば、
ほかのお店と

食べ比べてみてね。

お土産
Check！

おいしい
パフェも
楽しめます
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秘境駅

周辺散策

お参り

買い物

昼食

入浴

霊峰尺間山に登り、大水車を見ながら地元蕎麦を楽しむコース
佐伯駅出発

佐伯駅到着

尺間山（尺間神社）

（ 分）

大水車の郷
水車茶屋なのはな

（ 分）

道の駅やよい

（ 分）

分

分

分

自動車で
分

3ユネスコエコパークの大自然を楽しむコース

浴槽はほのかな桧の香りがしま
す。大自然の中でゆっくりゆっ
たりくつろいで、疲れを癒してく
ださい。休憩スペースとレスト
ランがあり、地元の名物料理を
ご賞味いただけます。

佐伯市宇目木浦鉱山399

TEL：0972-55-4154

木浦名水館
（7p参照）

大自然を満喫したい方はこちら
へ。世界的アルピニスト戸高雅
史氏が代表を務めるキャンプ
サイトです。ケビン宿泊もでき
ます。

佐伯市宇目大字南田原2513-3

TEL：0972-54-3088

うめキャンプ村
そらのほとり

キャニオニングご希望の方はお問合せくだ
さい。

童心に蛙

佐伯市宇目大字南田原2309-1

TEL：090-2088-0478

藤河内渓谷キャニオニング

トトロのバス停の近くにある癒
される雰囲気のカフェ＆レストラ
ンです。ジビエ料理をいただく
こともできます。

佐伯市宇目大字南田原1382

TEL：0972-54-3502

営業時間：10：00～18：00

（18：00以降は要予約）

Cafe & Restaurant
Ryuo

化学調味料や保存料を使わず、地
元の旬の野菜にこだわった自家
製キムチを提供。キムチを使った
ラーメン、おにぎり、チャーハン等
食べることが出来ます。

佐伯市宇目大字南田原237
TEL：090-8917-5814
営業時間：ランチ11：00～15：00
販売9：00～17：00
休業日：火・水曜日

宇目キムチ食堂

おすすめスポット周辺の

２

オッター ダウンリバークラブ
（OTTER  down river club）

佐伯市宇目大字小野市448-1

TEL：050-3749-0040

Start

Goal

佐伯駅出発

10:00
Start

佐伯駅到着

16:30

Goal

道の駅宇目

10:50 - 11:10
（20分）

山の幸 由紀ん子

10:30 - 10:40
（10分）

藤河内湯～とぴあ

13:10 - 14:00
（50分）

藤河内渓谷

11:30 - 13:00
（90分）

ととろのバス停

15:10 - 15:30
（20分）

道の駅宇目

14:20 - 15:00
（40分）

自動車で
30分

10分

20分

10分

20分

10分

60分

お弁当準備

昼食

フットパスコースで
ウォーキングを楽しむ

温浴

買い物

尺間山

第２駐車場

から山歩き
（片道30分程度）

尺間神社参拝

休憩

休憩、買い物

食事

散策

散策、昼食

温泉入浴

大きな窓からは雄大な藤
河内渓谷を望め、せせら
ぎの中で入浴を楽しむこ
とが出来ます。

藤河内湯～とぴあ（7p参照）

佐伯市宇目木浦内1297

TEL:0972-54-3938

定休日：木曜日

国産のおいしいお
肉とジビエ料理が
自慢のお店。お得
なランチメニューも
あり、お弁当にも対
応してくれます。

山の幸 由紀ん子

佐伯市宇目大字小野市2800-2

TEL:0972-54-3319

営業時間：11：30～13：30／

　　　　  18：00～20：00

道の駅宇目（7p参照）

佐伯市宇目大字南田原2513-5

TEL:0972-54-3090

霊峰尺間山は県内屈指のパワースポットで山頂に
は尺間神社があり古くから霊峰として知られてい
ます。山頂からは遠くの山々まで眺望できます。

尺間山（尺間神社）

佐伯市弥生

大字尺間945

TEL:0972-46-1413

地元産のそばと椎茸を
贅沢に使用した香りの
高いそばを味わうこと
が出来ます。他にも鶏
肉・ジビエ・野菜等、地元
の食材を使ったメニュー
が人気です。

1995年に完成した西日本最大級の水
車。直径は18.18ｍで6階建てのビル
と同じ高さです。樹齢70 ～100年と
いわれる杉の木を使っています。

大分県南部の特産品が揃う販売所「弥生ぴかい
ち」、温浴施設「やよいの湯」、めずらしい淡水魚水
族館「番匠おさかな館」の３つの施設で構成されて
います。

道の駅やよい（7p参照）

佐伯市弥生大字上小倉898-1

TEL:0972-46-5951

ととろのバス停（6p参照）

佐伯市宇目大字南田原 宗太郎駅

佐伯市宇目大字重岡

かぶとむしの湯（7p参照）

佐伯市直川赤木1252番地

TEL：0972-58-3311

九州一長い
ローラー滑り台

昆虫館見学

園内散策

黒沢地蔵尊

佐伯市直川

大字仁田原1519

TEL:0972-58-2696

直川憩の森公園キャンプ場

佐伯市直川大字赤木1262

TEL:0972-58-2517

営業時間：9：00～17：00

定休日： 木曜日　料金：300円

地元の新鮮な野菜を使った安心な特産品・加工品（か
りんとう、ジャム、みそ、とうふ等）を販売しています。
道路を挟んで向かい側
には、全長6.5mの巨
大なかぶとむしモニュ
メントがあります。ぜ
ひ記念撮影をどうぞ！

直川まるごと市場

佐伯市直川赤木4-3

TEL:0972-58-2800

営業時間：8:00～17：00

定休日： 年末年始

藤河内渓谷

佐伯市宇目大字木浦内

大水車の郷

佐伯市本匠小半107

水車茶屋なのはな

水車茶屋なのはな

佐伯市本匠小半107

TEL:0972-56-5566

営業時間：9:00～14:30

定休日：年中無休（臨時休業する場合があります）

秘境駅を尋ね、里山の自然と食を楽しむコース
佐伯駅出発

佐伯駅到着

黒沢地蔵尊

（ 分）

レストランコリーヌ

（ 分）

直川憩の森公園キャンプ場

（ 分）

宗太郎駅

（ 分）

かぶとむしの湯

（ 分）

直川まるごと市場

（ 分）

分

分

分

分

分

自動車で
分

徒歩 分

Start

Goal

ユネスコエコパーク認定の絶景が広がりま
す。春の新緑、夏に川遊び、秋に紅葉、山水
画のような冬の景色。5～9月はキャニオニ
ングも楽しめます。
（冬期：道路凍結注意）

そば打ち体験 3,150円
（1セット・4食分／45分）
（受付時間11時～15時）
 要予約

４
「ととろ」は大分県佐伯市宇目に実在する地名
です。宮崎駿監督のアニメ「となりのトトロ」
を彷彿とさせる佇まいのバス亭は現在も佐伯
市のコミニティバスの利用者に愛
されています。

遠くからでも見つけられる「唄げんか大橋」が
目印。大人気の「からあげ」や季節のソフトク
リームはレストラン「うめりあ」で販売中。敷
地内では季節の野菜・果物などを販売してい
ます。

S

UMMER

夏

大水車の里
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秘境駅

周辺散策

お参り

買い物

昼食

入浴

霊峰尺間山に登り、大水車を見ながら地元蕎麦を楽しむコース
佐伯駅出発

10:00

佐伯駅到着

16:30

尺間山（尺間神社）
10:40-12:10

（90分）

大水車の郷
水車茶屋なのはな

12:50 - 13:50

（60分）

道の駅やよい
14:10 - 16:10

（120分）

40分

20分

20分

自動車で
40分

3ユネスコエコパークの大自然を楽しむコース

浴槽はほのかな桧の香りがしま
す。大自然の中でゆっくりゆっ
たりくつろいで、疲れを癒してく
ださい。休憩スペースとレスト
ランがあり、地元の名物料理を
ご賞味いただけます。

佐伯市宇目木浦鉱山399

TEL：0972-55-4154

木浦名水館
（7p参照）

大自然を満喫したい方はこちら
へ。世界的アルピニスト戸高雅
史氏が代表を務めるキャンプ
サイトです。ケビン宿泊もでき
ます。

佐伯市宇目大字南田原2513-3

TEL：0972-54-3088

うめキャンプ村
そらのほとり

キャニオニングご希望の方はお問合せくだ
さい。

童心に蛙

佐伯市宇目大字南田原2309-1

TEL：090-2088-0478

藤河内渓谷キャニオニング

トトロのバス停の近くにある癒
される雰囲気のカフェ＆レストラ
ンです。ジビエ料理をいただく
こともできます。

佐伯市宇目大字南田原1382

TEL：0972-54-3502

営業時間：10：00～18：00

（18：00以降は要予約）

化学調味料や保存料を使わず、地
元の旬の野菜にこだわった自家
製キムチを提供。キムチを使った
ラーメン、おにぎり、チャーハン等
食べることが出来ます。

佐伯市宇目大字南田原237
TEL：090-8917-5814
営業時間：ランチ11：00～15：00
販売9：00～17：00
休業日：火・水曜日

宇目キムチ食堂

おすすめスポット周辺の

２

オッター ダウンリバークラブ
（OTTER  down river club）

佐伯市宇目大字小野市448-1

TEL：050-3749-0040

Start

Goal

佐伯駅出発 Start

佐伯駅到着

Goal

道の駅宇目

（ 分）

山の幸 由紀ん子

（ 分）

藤河内湯～とぴあ

（ 分）

藤河内渓谷

（ 分）

ととろのバス停

（ 分）

道の駅宇目

（ 分）

自動車で
分

分

分

分

分

分

分

お弁当準備

昼食

フットパスコースで
ウォーキングを楽しむ

温浴

買い物

尺間山

第２駐車場

から山歩き
（片道30分程度）

尺間神社参拝

休憩

休憩、買い物

食事

散策

散策、昼食

温泉入浴

大きな窓からは雄大な藤
河内渓谷を望め、せせら
ぎの中で入浴を楽しむこ
とが出来ます。

藤河内湯～とぴあ（7p参照）

佐伯市宇目木浦内1297

TEL:0972-54-3938

定休日：木曜日

国産のおいしいお
肉とジビエ料理が
自慢のお店。お得
なランチメニューも
あり、お弁当にも対
応してくれます。

山の幸由紀ん子

佐伯市宇目大字小野市2800-2

TEL:0972-54-3319

営業時間：11：30～13：30／

　　　　  18：00～20：00

道の駅宇目（7p参照）

佐伯市宇目大字南田原2513-5

TEL:0972-54-3090

霊峰尺間山は県内屈指のパワースポットで山頂に
は尺間神社があり古くから霊峰として知られてい
ます。山頂からは遠くの山々まで眺望できます。

尺間山（尺間神社）

佐伯市弥生

大字尺間945

TEL:0972-46-1413

地元産のそばと椎茸を
贅沢に使用した香りの
高いそばを味わうこと
が出来ます。他にも鶏
肉・ジビエ・野菜等、地元
の食材を使ったメニュー
が人気です。

1995年に完成した西日本最大級の水
車。直径は18.18ｍで6階建てのビル
と同じ高さです。樹齢70 ～100年と
いわれる杉の木を使っています。

大分県南部の特産品が揃う販売所「弥生ぴかい
ち」、温浴施設「やよいの湯」、めずらしい淡水魚水
族館「番匠おさかな館」の３つの施設で構成されて
います。

道の駅やよい（7p参照）

佐伯市弥生大字上小倉898-1

TEL:0972-46-5951

電車が停車するのは1日3回のみです。鳥の

囀りに耳を澄ませ、大自然に取り囲まれた駅

を楽しみましょう。

電車で訪れる際は

時刻表に気を付け

て乗り遅れないよ

うに！

ととろのバス停（6p参照）

佐伯市宇目大字南田原 宗太郎駅

佐伯市宇目大字重岡

ジビエや野草を使った料理が人気のレストラン。

全面ガラス張りの店内からは四季折々の景色がお

楽しみいただけま

す。ゴルフ場、ゴル

フ練習場も併設さ

れており、芝スキー

も楽しめます。

レストランコリーヌ

佐伯市直川大字上直見3757

TEL:0972-58-3308

営業時間：11：00～17：00

定休日： 木曜日（木曜日が祝日のときはその翌日）

広々とした浴場に数種類のお風呂とサ

ウナなどがあります。館内には休憩室

や喫茶室があり、ゆっくりくつろいでいただけます。

かぶとむしの湯（7p参照）

佐伯市直川赤木1252番地

TEL：0972-58-3311

九州一長い
ローラー滑り台

昆虫館見学

園内散策

延命地蔵として知られて

います。きれいなお庭も

一見の価値あり。

黒沢地蔵尊

佐伯市直川

大字仁田原1519

TEL:0972-58-2696

直川憩の森公園キャンプ場

佐伯市直川大字赤木1262

TEL:0972-58-2517

営業時間：9：00～17：00

定休日： 木曜日　料金：300円

地元の新鮮な野菜を使った安心な特産品・加工品（か
りんとう、ジャム、みそ、とうふ等）を販売しています。
道路を挟んで向かい側
には、全長6.5mの巨
大なかぶとむしモニュ
メントがあります。ぜ
ひ記念撮影をどうぞ！

直川まるごと市場

佐伯市直川赤木4-3

TEL:0972-58-2800

営業時間：8:00～17：00

定休日： 年末年始

藤河内渓谷

佐伯市宇目大字木浦内

大水車の郷

佐伯市本匠小半107

水車茶屋なのはな

水車茶屋なのはな

佐伯市本匠小半107

TEL:0972-56-5566

営業時間：9:00～14:30

定休日：年中無休（臨時休業する場合があります）

秘境駅を尋ね、里山の自然と食を楽しむコース
佐伯駅出発

10:00

佐伯駅到着

16:20

黒沢地蔵尊
11:40-12:00
（20分）

レストランコリーヌ
12:20-13:20
（60分）

直川憩の森公園キャンプ場
13:30-14:30
（60分）

宗太郎駅
10:50-11:10
（20分）

かぶとむしの湯
14:35 - 15:15
（40分）

直川まるごと市場
15:25 - 15:50
（25分）

20分

30分

10分

10分

30分

自動車で
50分

徒歩5分

Start

Goal

ユネスコエコパーク認定の絶景が広がりま
す。春の新緑、夏に川遊び、秋に紅葉、山水
画のような冬の景色。5～9月はキャニオニ
ングも楽しめます。
（冬期：道路凍結注意）

そば打ち体験 3,150円
（1セット・4食分／45分）
（受付時間11時～15時）
 要予約

大自然の中で「九州一長

い202mのローラーすべ

り台」を楽しみましょう！

夏には「河川プール」で水

遊びもおススメです。昆

虫に興味のある方は昆虫

館にも行かれてみては？

宿泊ご希望の場合は設

備の充実したバンガロー

やテントの持ち込み可能

なテントサイトが整備さ

れています。お申し込み

はインターネットから。

４
「ととろ」は大分県佐伯市宇目に実在する地名
です。宮崎駿監督のアニメ「となりのトトロ」
を彷彿とさせる佇まいのバス亭は現在も佐伯
市のコミニティバスの利用者に愛
されています。

遠くからでも見つけられる「唄げんか大橋」が
目印。大人気の「からあげ」や季節のソフトク
リームはレストラン「うめりあ」で販売中。敷
地内では季節の野菜・果物などを販売してい
ます。

夏

大水車の里

14 15



6

散策
写真撮影

高級食材を調理してみよう！漁師町満喫コース5

眼下に太平洋を見渡すことができ、よく晴れた日に
は遠く四国の山々まで見ることができる絶好の撮影
ポイントです。特に春の芝桜の時期は見ごたえがあ
ります。
芝生が広がる公園はファミリーのお出か
け先にもぴったりです。

空の公園

佐伯市米水津大字色利浦

1771年の海難事故にて命を落
とした方の御霊を弔い、二度と
大惨事が起こらないように願い
を込めて地蔵尊が祀られるよう
になりました。

空の地蔵尊

東九州自動車道 蒲江IC降りて車で1分。レストラン「笑
魚（わらいよ）」と直売所「海べ（あまべ）の市」からなり、
休憩・お食事・お買い物にご利用いただけます。駐車
場とトイレ（多目的トイレ有り）は、24時間利用可能です。

佐伯市蒲江大字森崎浦142-16
TEL:0972-44-5515

かまえインターパーク（7p参照）

太平洋を一望できる雄大なスケールの写真が撮れ
ます。つつじの撮影チャンスは4月上旬。

佐伯市蒲江大字西野浦2110

仙崎つつじ公園

白い砂浜と松原が800ｍ続く美しい海岸は「日本
の白砂青松百選」に選ばれています。

佐伯市蒲江大字波当津浦

波当津海岸

Start

Goal

佐伯駅出発

10:00

佐伯駅到着

15:25

民宿まるに丸

10:40 - 12:10

（90分）

たかひら展望公園

12:25 - 13:25

（60分）

道の駅かまえ

14:35 - 14:50

（15分）

元猿海岸

13:35 - 14:25

（50分）

自動車で
40分

15分

10分

10分

35分

伊勢エビ捌き体験
ウニ割り体験

散策
サイクリング
喫茶

休憩、買い物

散策、撮影

新鮮な伊勢エビやウニを自分で料理してみませ
んか？食事のみのご利用もOKです。

高級食材調理体験

民宿まるに丸

佐伯市蒲江大字西野浦2643

TEL:0972-42-1600

素晴らしい眺めの中に、キャンプサイトサイクリ
ングロード、遊歩道が整備されています。オリ
ジナルのソフトクリームはおススメ。

里の駅 たかひら展望公園（7p参照）

佐伯市蒲江大字竹野浦河内2156-171

TEL:0972-42-1880

新鮮な魚介類の料理や加工品が自慢です。な
かでもおススメは「ブリ」や蒲江特産の「ヒオウ
ギ貝」。鮮やかな色と旨み、そしてお手頃なお
値段が魅力です。期間限定（9-12月）の伊勢
えび料理も絶品です。

道の駅かまえ（7p参照）

佐伯市蒲江大字蒲江浦5104番地1

TEL:0972-42-0050

幅約40m、長さ約2kmの砂浜を散歩したり、大海原の前でお
友達と語り合うのもおススメ。また、サーフィンやボディボード
のポイントとしても知られています。

元猿海岸

佐伯市竹野浦河内

大自然と人工建造物の絶景をめぐるコース

自然体験・漁村体験・民宿エコツーリズムができる施設「はざこネイ
チャーセンター」 ウミガメの研究・保護・環境教育やマリンスポーツ、宿
泊、BBQなどが楽しめます！ ウミガメを通じて間越（はざこ）の自然を
体感しよう！

佐伯市米水津大字浦代浦1751　TEL：0972-34-8448
営業時間：9：00～17：00　定休日：火曜日

はざこネイチャーセンター

佐伯の新鮮魚介と精肉店直営の黒毛和
牛を同時に楽しめる料理宿です。お食
事だけのご利用も可能です。

佐伯市鶴見大字地松浦550-30
TEL：0972-33-1191

海鮮の宿まつ浦

6：45～競りが
始まります。見
学可能ですが、電
話にて予約必要。

佐伯市鶴見大字地松浦
TEL：0972-33-1121
定休日：日曜・不定休

公設水産卸売市場鶴見市場

Start

Goal

佐伯駅出発

佐伯駅到着

丹賀砲台園地

（ 分）

鶴御埼灯台

（ 分）

空の公園
空の地蔵尊

（ 分）

鶴見海望パーク

（ 分）

海の市場〇

（ 分）

自動車で
分

分

分

分

分

分

散策
写真撮影

散策
写真撮影

休憩、買い物

食事

1931年に4年の歳月をかけ構築された軍の要
塞跡です。1942年に暴発事故があり、多くの
方が亡くなりました。現在では施設内も整備さ
れ、砲台へと上がる約170段の階段の横には
斜坑リフトもあり、映画のセットのような不思
議な空間は新しい観光地として蘇っています。

丹賀砲台園地

佐伯市鶴見大字丹賀浦577

TEL:0972-34-8222

営業時間：9：30～16：30

定休日：火・水曜日（祝日の場合は翌日休み）

料金：大人 200円／中学生以下 100円

伊勢エビ捌き体験：食事つき3,500円（税別）
ウニ割り体験：食事つきで2,500円（税別）
※要予約　※宿泊可 レンタサイクル：

１日　大人320円／小人210円

海を望む和風海鮮レストラ
ンです。眺めの良いお席
で、新鮮な海の幸をご堪能
ください。120席あります
ので、団体様にもご利用頂
けるようになっています。
夕食もご用意できます。16:00以降のお食事
は、あらかじめご予約ください。

広い建物内に多く
の海産物、農産物、
それらの加工品が
並びます。品揃え
の良さではぴか一
です。お食事、休憩にもご利用ください。

おすすめスポット周辺の おすすめスポット周辺の

九州最東端に位置する鶴御崎自然公園、その中
の海抜200mの絶壁に鶴御埼灯台があります。
戦時中には要塞としての役目を果たすため砲台
や壕が作られました。近くには展望台もあり、
美しい海を眺めながら四季折々の自然の中で
の散策をお楽しみください。

鶴御埼灯台

佐伯市鶴見大字梶寄浦549-2

S
PRING

春
春 夏

蒲江ブルー
ツーリズムHP
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6

散策
写真撮影

高級食材を調理してみよう！漁師町満喫コース5

眼下に太平洋を見渡すことができ、よく晴れた日に
は遠く四国の山々まで見ることができる絶好の撮影
ポイントです。特に春の芝桜の時期は見ごたえがあ
ります。
芝生が広がる公園はファミリーのお出か
け先にもぴったりです。

空の公園

佐伯市米水津大字色利浦

1771年の海難事故にて命を落
とした方の御霊を弔い、二度と
大惨事が起こらないように願い
を込めて地蔵尊が祀られるよう
になりました。

空の地蔵尊

東九州自動車道 蒲江IC降りて車で1分。レストラン「笑
魚（わらいよ）」と直売所「海べ（あまべ）の市」からなり、
休憩・お食事・お買い物にご利用いただけます。駐車
場とトイレ（多目的トイレ有り）は、24時間利用可能です。

佐伯市蒲江大字森崎浦142-16
TEL:0972-44-5515

かまえインターパーク（7p参照）

太平洋を一望できる雄大なスケールの写真が撮れ
ます。つつじの撮影チャンスは4月上旬。

佐伯市蒲江大字西野浦2110

仙崎つつじ公園

白い砂浜と松原が800ｍ続く美しい海岸は「日本
の白砂青松百選」に選ばれています。

佐伯市蒲江大字波当津浦

波当津海岸
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休憩、買い物

散策、撮影

新鮮な伊勢エビやウニを自分で料理してみませ
んか？食事のみのご利用もOKです。

高級食材調理体験

民宿まるに丸

佐伯市蒲江大字西野浦2643

TEL:0972-42-1600

素晴らしい眺めの中に、キャンプサイトサイクリ
ングロード、遊歩道が整備されています。オリ
ジナルのソフトクリームはおススメ。

里の駅たかひら展望公園（7p参照）

佐伯市蒲江大字竹野浦河内2156-171

TEL:0972-42-1880

新鮮な魚介類の料理や加工品が自慢です。な
かでもおススメは「ブリ」や蒲江特産の「ヒオウ
ギ貝」。鮮やかな色と旨み、そしてお手頃なお
値段が魅力です。期間限定（9-12月）の伊勢
えび料理も絶品です。

道の駅かまえ（7p参照）

佐伯市蒲江大字蒲江浦5104番地1

TEL:0972-42-0050

幅約40m、長さ約2kmの砂浜を散歩したり、大海原の前でお
友達と語り合うのもおススメ。また、サーフィンやボディボード
のポイントとしても知られています。

元猿海岸

佐伯市竹野浦河内

大自然と人工建造物の絶景をめぐるコース

自然体験・漁村体験・民宿エコツーリズムができる施設「はざこネイ
チャーセンター」 ウミガメの研究・保護・環境教育やマリンスポーツ、宿
泊、BBQなどが楽しめます！ ウミガメを通じて間越（はざこ）の自然を
体感しよう！

佐伯市米水津大字浦代浦1751　TEL：0972-34-8448
営業時間：9：00～17：00　定休日：火曜日

はざこネイチャーセンター

佐伯の新鮮魚介と精肉店直営の黒毛和
牛を同時に楽しめる料理宿です。お食
事だけのご利用も可能です。

佐伯市鶴見大字地松浦550-30
TEL：0972-33-1191

海鮮の宿まつ浦

6：45～競りが
始まります。見
学可能ですが、電
話にて予約必要。

佐伯市鶴見大字地松浦
TEL：0972-33-1121
定休日：日曜・不定休

公設水産卸売市場 鶴見市場
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休憩、買い物

食事

1931年に4年の歳月をかけ構築された軍の要
塞跡です。1942年に暴発事故があり、多くの
方が亡くなりました。現在では施設内も整備さ
れ、砲台へと上がる約170段の階段の横には
斜坑リフトもあり、映画のセットのような不思
議な空間は新しい観光地として蘇っています。

丹賀砲台園地

佐伯市鶴見大字丹賀浦577

TEL:0972-34-8222

営業時間：9：30～16：30

定休日：火・水曜日（祝日の場合は翌日休み）

料金：大人 200円／中学生以下 100円

鶴見海望パーク

佐伯市鶴見大字有明浦24

TEL：0972-33-1237

営業時間：11：00～16：00／16：00～22：00

さいき 海の市場〇

佐伯市葛港３-２１

TEL：0972-22-0007

営業時間：9：30～18：00

ウミガメ飼育員さん

お仕事体験

時間：13：30～／15：00～

定員：3人～20人

料金：1,000円～

●マリンアクティビティの

　体験もできます

伊勢エビ捌き体験：食事つき3,500円（税別）
ウニ割り体験：食事つきで2,500円（税別）
※要予約　※宿泊可 レンタサイクル：

１日　大人320円／小人210円

海を望む和風海鮮レストラ
ンです。眺めの良いお席
で、新鮮な海の幸をご堪能
ください。120席あります
ので、団体様にもご利用頂
けるようになっています。
夕食もご用意できます。16:00以降のお食事
は、あらかじめご予約ください。

広い建物内に多く
の海産物、農産物、
それらの加工品が
並びます。品揃え
の良さではぴか一
です。お食事、休憩にもご利用ください。

おすすめスポット周辺の おすすめスポット周辺の

九州最東端に位置する鶴御崎自然公園、その中
の海抜200mの絶壁に鶴御埼灯台があります。
戦時中には要塞としての役目を果たすため砲台
や壕が作られました。近くには展望台もあり、
美しい海を眺めながら四季折々の自然の中で
の散策をお楽しみください。

鶴御埼灯台

佐伯市鶴見大字梶寄浦549-2
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