大隅エリア

垂水市
鹿屋市

垂水市

大崎町
東串良町
南大隅町

Kagoshima Blue Tourism

日本一のカンパチの産地は景観も日本一
養殖カンパチ生産量が日本一の鹿児島県、その中でも生産量が
最も多い垂水市。全国でもファンの多い「海の桜勘」はブランド
化され、平均水深120m、平均水温22℃、雄大な桜島を臨む恵ま
れた錦江湾の養殖漁場で丹精込めて育てられたカンパチ。

ブルー・ツーリズム

のんびりと流れる大隅の時間、
心を癒す風景に懐かしさが漂う。

Blue Tourism

漁業体験

南薩エリア

Osumi Area

志布志市

TARUMIZU CITY

鹿児島・姶良エリア

Osumi Area

❷魚さばき方体験
北薩エリア

カンパチのさばき方を教わり、実際に
体験してみる。捌いた魚はその場で試
食が出来る。

大隅エリア

●場所：海潟漁港
●期間：4月中旬〜11月中旬
●人数：10名〜160名
●お問合せ：垂水市漁協
TEL0994‑32‑1165

❸冷凍庫で氷点下体験
カンパチの 餌を保 管して いる冷 凍 庫
の中に入って普段知らないー20 ℃の
世界を体験。

❶カンパチえさやり体験

大 隅 の 高 い 山々は、降り
注ぐ雨を十 分に蓄え、やが
て川を下り、野を耕す。
人々に豊かさをもたらす
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P16-⑤

64
504

P16-⑥
垂水港
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●場所：垂水市牛根麓1038‑1
●営業：9:00〜19:00（物販）
足湯は10:00〜日没
●お問合せ：TEL0994‑34‑2237

野方 IC

220

鹿屋串良 JCT
大隅縦貫道路

鹿児島湾
P17-④

の水は、豊かな魚場を作り、
さらに新しい命を次々と育

P18-⑧

P18-⑥,⑦

笠之原 IC

買

志布志湾

220

P17-③

P17-⑥,⑦,⑧

448

❻とんとこ館（垂水市漁協直売場）

P17-⑨

「とんとこ漁」という漁法で獲ったヒメアマ
エビなどを販売。

根占港

P18-⑪
P18-⑫

体験スポット

●場所：垂水市上町36‑2

Spot
Kagoshima Blue Tourism
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P17-⑫

ごち網漁体験

イルカウォッチング

地引き網漁体験

グラスボート

タコ壺漁体験

シーカヤック体験

漁家等民泊体験

スキューバダイビング

その他漁業体験

サーフィン

※各地域により、上記以外の体験もあります。

佐多岬

食

P17-⑪

68

15

泊

P17-⑩

P17-⑪
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●場所：海潟漁港（垂水市海潟643‑6）
●お問合せ：NPO法人プロジェクトたるみず
TEL0994‑32‑7890

P18-⑨

P17-⑤

んでくれる。

❺漁家民泊体験（教育旅行）
学校の教育旅行のみを対象とした漁家民泊
と漁 業 体 験 。カンパチ養 殖 場 の 生 簀まで 行
き、えさやり体験が出来る。その後カンパチ
等のさばき方を教わり体験。また、定置網漁
体験や一本釣りも可能。

P18-②,③
P18-④,⑤

P17-①,②

P18-⑩

❹たるみず湯っ足り館

P18-①

P16-④

そして海に注ぎ込んだ命
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71

道の駅

国道220号線沿い、桜島近くに位置し、
目の前には雄大な桜島と錦江湾が広が
る。レストランでは、地元産のカンパチ
やブリ料 理を味 わえる。また日本 最 大
級かけ流しの足湯や天然かけ流し温泉
が楽しめる物産館。

71

269

P16-①,②,③

物の生命を育む。

食

曽於弥五郎 IC

P16-⑦

P16-⑧

実りを与え、森に住 む生き

買

大島エリア

垂水市/海潟漁港

末吉財部 IC

道
車
動
自
州
九
東

桜島

●場所：海潟漁港
●期間：4月中旬〜11月中旬
●人数：10名〜160名
●お問合せ：垂水市漁協
TEL0994‑32‑1165

●場所：海潟漁港沖養殖場 ●期間：4月中旬〜11月中旬 ●人数：10名〜160名
●お問合せ：垂水市漁協 TEL0994‑32‑1165

線
本
豊
日
10

熊毛エリア

沖合いにあるカンパチ養殖場の生簀まで漁船でいき、船からえさを与え
る体験が出来る。えさに群がる元気なカンパチの迫力ある姿をまじかに
見ることが出来る。

❼ 古民家の宿たるみず
薪割りや風呂焚きなど昔ながらの暮らしを
体験出来る。遊漁船で船釣りも可能。
●住所：垂水市浜平2096‑1●期間：通年●人数：10名
●お問合せ：TEL0994‑32‑4649

おう かん

❽味処 桜勘

垂水市漁協が運営する食堂で、
「 海の桜勘」
を使った漬け丼が味わえる。
●場所：垂水市海潟643‑6
●お問合せ：TEL0994‑32‑0321

イチ押しポイント

城渓 谷を流
高隈
□ 山地 から猿ヶ
て冷
れ落 ちる 水は 、澄み 切っ
崗岩
たい 。ゴツ ゴツとし た花
オニン
が並 ぶ谷を下 るキャニ
の夏 の
グも 楽し め、子供 たち
る。
レジャーランドとなってい
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鹿屋市

KＡＮＯＹＡ CITY

Osumi Area

大隅半島の行政・経済・産業の中核となる都市。

マリンレジャー

❶カンパチえさやり体験

❹みなと食堂・みなと市場
●住所：鹿屋市古江町7468
●お問合せ：TEL0994‑46‑3020

Osumi Area

KINKO TOWN

Blue Tourism

❺荒平天神
学問の神様を祀る神社で、砂の参道
を渡って岩場の頂上で参拝。大潮の
満潮時には参道が消え、島になる。

KIMOTSUKI TOWN

肝付町

ブルー・ツーリズム

古くから｢ちりめん漁｣が盛んな志布志
だからこそ味わえる｢背白ちりめん｣

祭

買

❸志布志みなとまつり

❺道の駅くにの松原おおさき

毎年7月に開催される最大のイベント
で、約1万発の花火が志布志港を彩る。

大きなカブトムシのモニュメントが目
印の広域交流活性化センター。地域
特産物販売所があり、併設する「あ
すぱる大 崎 」にはレストランと露 天

●場所：志布志漁港
●お問合せ：志布志みなとまつり実行委員会
事務局 TEL099‑472‑1108

HIGASHIKUSHIRA TOWN

Blue Tourism

❻柏原海岸

❿内之浦えっがね祭り

❼錦江レゲエ浜祭り

●住所：肝属郡東串良町川東洲崎
●お問合せ：東串良町企画課
TEL 0994‑63‑3122

●場所：各加盟飲食店
●期間：8月下旬〜9月下旬
●お問合せ：肝付町観光協会
TEL 0994‑67‑2888

毎年7月に神川キャンプ場で開催さ
れる若者の祭典。夕日に染まる会場
がＬ
ＩＶＥで盛り上がって熱い。

❼ルーピン祭り＆
潮干狩り
柏原海岸で毎年春、ルーピンの
花が咲き誇るなか開催される。
特設ステージでは演芸大会、海
岸では潮干狩りが楽しめる。

●場所：肝属郡錦江町神川3306‑11
●お問合せ：錦江町役場企画課
TEL0994‑22‑3032

●お問合せ：東串良町商工会
TEL 0994‑63‑6554

買

買

買

MINAMIOSUMI TOWN

マリンレジャー

志布志湾を一望できる日南海岸
国定公園の南端にあり、白砂青
松の海岸線が美しく、県下三大
名勝地の一つでもある砂丘地も
ある。ルーピンが辺り一面を黄
色に染める春がおすすめ。

「えっがね」
とはこの地域の方言でイ
セエビのこと。
「えっがね」を食べつ
くしてもらおうと地元の飲食店が開
催する食のイベント。大きなイセエビ
を丸ごと使った天ぷらや、イセエビ
のダシで麺を茹でたパスタなどが提
供される。
また春には「春のえっがね
丼祭り」が期間限定で開催される。

●場所：鹿児島県肝属郡錦江町神川3306‑11
●お問合せ：0994‑22‑1446
（キャンプ場管理棟※7・8月のみ）
0994‑22‑3032（錦江町役場企画課）

●住所：曽於郡大崎町神領2419
●営業：7:00〜21:00（売店）
●営業：11:00〜21:00（レストラン）
●お問合せ：TEL099‑471‑6666

Blue Tourism

ブルー・ツーリズム

権現山からの眺望

内之浦宇宙空間観測所

❻神川キャンプ場

風 呂 のある温 泉 付き宿 泊 施 設 があ
る。

南大隅町

ブルー・ツーリズム

花瀬川石畳

大隅半島の西海岸にあり、北に桜島、西
に開聞岳を望む絶好のロケーション。夕
日の美しさは最 高で、見ているだけで
癒される。

Osumi Area

東串良町

ブルー・ツーリズム

湯

食

❷志布志漁協直売所びろう

Osumi Area

Blue Tourism

買

毎日志布志湾で獲れた地物の魚を販
売(キンメ・マダイ・ヒラメ等々)
●住所：志布志市志布志町帖6617‑23
●お問合せ：TEL099‑472‑6211

●住所：鹿屋市天神町（県道68号線沿い）

Osumi Area

錦江町

マリンレジャー

●住所：曽於郡大崎町益丸226‑1
●期間：通年
●お問合せ：くにの松原キャンプ場
TEL 099‑476‑3611

買

大島エリア

鹿屋港の近くで、カンパチ漬け丼や、
小エビのかき揚げ丼が超人気。

イチ押しポイント

本最 大
８ha の広 大な 敷地 に日
《か のや バラ園》
が植 えられて いる 。春の
バラ
株の
5千
3万
級の
で埋 め尽くされる。
シーズンは園 内が バラ

日南海岸国定公園に指定されてお
り、約7ｋｍに及ぶ美しい『くにの松
原』は「白砂青松100選」に選ばれ、
「森林浴の森70選」にも選ばれてい
る。
また、松原内に整備されたキャン
プ場は、バンガローやキャンプサイト
が整備され、眼下に松林を望むこと
ができる展望遊具があり、隣接して
子供たちが遊べる遊具広場や芝生
広場、益丸プールがある。

熊毛エリア

見

買

❹白砂青松くにの松原
くにの松原キャンプ場

❶ダグリ岬遊園地
ダグリ岬海水浴場

●場所：志布志市志布志町夏井211‑2
●期間：通年
●お問合せ：TEL099‑473‑1061

●場所：高須海岸、浜田海岸
●お問合せ：かのやマリンフェスタ
実行委員会事務局
TEL0994‑47‑2008

●場所：鹿屋港 ●期間：通年
●人数：10名以下
●お問合せ：鹿屋市漁協
TEL0994‑46‑3111

横瀬古墳

大隅エリア

カンパチのさばき方を体験出来る。自分でさ
ばいた魚は試食が可能。

ブルー・ツーリズム

ダグリ海岸線夕日

志布志湾を一望できる観覧車や
パノラマモノレールをはじめ 、
様々な遊具を楽しめる。夏限定
の流水プールは、
ビッグなウォー
タースライダーが楽しめる。

毎年7月に開催される ｢かのや
マリンフェスタ｣ は 、ビ ーチ バ
レーボール、ビーチ綱引き、ビー
チフラッグなどのビーチスポー
ツのほか、バナナボート体験や
ディンギーヨットなど楽しいイベ
ントが盛りだくさん。

❷カンパチさばき方体験

Blue Tourism

大崎町

ブルー・ツーリズム

マリンレジャー

OSAKI TOWN

Osumi Area

志布志市

❸マリンフェスタ

●場所：鹿屋港 ●期間：通年
●人数：10名以下
●お問合せ：鹿屋市漁協
TEL0994‑46‑3111

食

Blue Tourism

北薩エリア

鹿屋港から沖合いにあるカン
パチ養殖の生簀まで行き、船か
らえさやり体験が出来る。

SHIBUSHI CITY

南薩エリア

全国で最も早く養殖に着手した鹿屋市漁協の養殖カンパチ。新
鮮な海水が流れ込み、暖かい黒潮洗う大隅半島西岸で養殖され
たカンパチは、鹿児島県の認定するブランド魚として全国に出荷
されている。

ブルー・ツーリズム

漁業体験

Blue Tourism

鹿児島・姶良エリア

Osumi Area

パノラマパーク西原台

❿さたでい号・海中散歩
海中公園に指定されている佐多岬周
辺を海中散歩。色鮮やかなサンゴや熱
帯魚を船内から見ることが出来る。
●場所：佐多岬海中公園 ●期間：通年
●お問合せ：TEL 0994‑27‑3355

⓫砂なし活はまぐり
日本初のはまぐりの陸上養殖に成功
し、自然海と同じ餌で育った安心・安全
なはまぐりは、身が大きく砂がはいって
いないため、
すぐ料理出来る。
●住所：肝属郡南大隅町根占川北3912
●お問合せ：株式会社シーアグジャパン
TEL 0994‑24‑2589

買
食
ねじめ黄金カンパチ

❽錦江にしきの里
「新鮮・安心・安全・安価」をモットーにした
魚介類・農産物の販売を行っている。
●住所：肝属郡 錦江町神川3306‑18
●お問合せ：TEL 0994‑22‑0831
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❾ふる里館

⓫ 内之浦漁協活魚センター

⓬ 辺塚海岸

❽東串良物産館ルピノンの里

❾神武天皇御発航伝説地碑

カンパチとヒラマサの刺 身や、加 工
品、地産野菜・果物を販売。

「えっがね」と呼ばれているイセエビの
水揚げが県内トップクラスの内之浦地区。

地元産の新鮮野菜、農産加工品を販売。

大和地方平定のため、柏原港から出港した
とされる初代神武天皇の御発航記念碑。

●住所：肝属郡錦江町神川780‑1
●お問合せ：TEL 0994‑22‑2100

●住所：肝属郡肝付町南方22‑2
●お問合せ：TEL 0994‑67‑2121

左右と後方を深い山に囲まれ、眼の
前には太平洋が広がる。砂浜と海の
エメラルドグリーンのコントラストが
美しい海岸。

●住所：肝属郡東串良町池之原2608‑1
●お問合せ：TEL 0994‑62‑8701

●住所：肝属郡東串良町川東4027
●お問合せ：東串良町教育委員会社会教育課
TEL 0994‑63‑3134

⓬なんたん市場

地元農家の野菜や果物、当日水揚げ
された鮮魚、加工品などを販売。

●住所：肝属郡南大隅町根占川南718‑38
●お問合せ：TEL0994‑28‑1866

養殖場は外海に近い潮の流れが速
い錦江湾の入り口にある。潮の入れ
替わりが良く、流れも速い環境で養
殖されているため、身質は天然に近
い。全国で最も早い時期に出荷され
る良質なカンパチ。
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