
小浜海水浴場 大川島海水浴場
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施設名・市町村・アクセス 海開き期間 備考駐車場・問い合わせ

あづま海水浴場（家族旅行村あづま）
長島町鷹巣   阿久根北ICより約30分

7月中旬～ 8月末
100台
0996-86-2012
（キャンプ場管理事務所）

キャンプ場併設（貸テントあり）
キャンプ場を利用する際には、入村料
が必要

小浜海水浴場（長島青少年旅行村）
長島町蔵之元   阿久根北ICより約30分

7月中旬～ 8月末
100台
0996-88-5630

　（管理事務所）

キャンプ場併設
（バンガロー 7棟、貸しテントあり）
キャンプ場を利用する際には、入村料
が必要

阿久根大島海水浴場
阿久根市波留   阿久根ICより阿久根港まで約7分

7月初旬～ 8月末
9：30 ～16:30

約80台
0996-72-5920

　（㈱日本水泳振興会）

キャンプ場併設
（バンガロー 11棟）

脇本海水浴場
阿久根市脇本   阿久根北ICより約5分

7月第1土曜日～
8月末
8:30 ～17:00

100台
0996-73-1211

　（阿久根市商工観光課）
サーフィン可

大川島海水浴場
阿久根市西目   阿久根ICより約10分

7月第1土曜日～
8月末
8:30 ～17:00

15台
0996-74-1338

　（大川島海水浴場）

唐浜キャンプ海水浴場
薩摩川内市綱津町   薩摩川内水引ICより約10分

7月第2土曜日～
8月第3日曜日

100台
0996-22-1850

　（全国警備保障㈱）
キャンプ場併設

西方海水浴場
薩摩川内市西方町   薩摩川内水引ICより約10分 

7月中旬～ 8月中旬
9:00 ～17:00

（土・日・祝は18:00）

100台
090-7926-2720

　（西方海水浴場振興会）

高野山公園キャンプ場
出水市高尾野町   阿久根北I.Cより約30分

通年
※年末年始は休園

約50台
0996-82-0543

　（特定非営利活動法人 ひと・まち
　サポートいずみ）

オートキャンプサイト・バンガ
ロー６棟

北薩広域公園
さつま町虎居   さつま泊野I.Cより約10分

通年
※12/29 ～ 12/31
は休園

147台
0996-52-0012

　（キャンプ場管理事務所）

温泉付きバンガロー８棟・キャ
ンプ場、オートキャンプ場、
大型遊具等あり

紫尾神の湯キャンプ場
さつま町紫尾   阿久根I.Cより約10分

通年
※1/1～1/3は休園

約30台
0996-59-8187

　（キャンプ場管理事務所）

バンガロー６棟・常設テントあ
り。夏季に自然流水プールあ
り。すぐ近くに温泉施設あり

紫尾山きららの里キャンプ場
さつま町泊野   きららI.Cより約3分 

7月～ 8月
20台
0996-53-1111

　 （さつま町耕地林業課）
常設テントあり

とうごう五色親水公園
薩摩川内市東郷町 薩摩川内水引I.Cより約20分

7月～
9月第2日曜日　

50台
0996-22-1866

（全国警備保障㈱）

バンガロー５棟
川での遊泳が可能

施設名・市町村・アクセス 開園時間 備考駐車場・問い合わせ

海遊び、キャンプ

山遊び、川遊び、キャンプ
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あづま海水浴場（家族旅行村あづま）
長島町鷹巣   阿久根北ICより約30分

7月中旬～ 8月末
 100台
0996-86-2012

　（キャンプ場管理事務所）

キャンプ場併設（貸テントあり）
キャンプ場を利用する際には、入村料
が必要

小浜海水浴場（長島青少年旅行村）
長島町蔵之元   阿久根北ICより約30分 

7月中旬～ 8月末
 100台
0996-88-5630

　（管理事務所）

キャンプ場併設
（バンガロー 7棟、貸しテントあり）
キャンプ場を利用する際には、入村料
が必要

阿久根大島海水浴場
阿久根市波留   阿久根ICより阿久根港まで約7分

7月初旬～ 8月末
9：30 ～16:30

 約80台
0996-72-5920

　（㈱日本水泳振興会）

キャンプ場併設
（バンガロー 11棟）

脇本海水浴場
阿久根市脇本   阿久根北ICより約5分

7月第1土曜日～
8月末
8:30 ～17:00

 100台
0996-73-1211

　（阿久根市商工観光課）
サーフィン可

大川島海水浴場
阿久根市西目   阿久根ICより約10分

7月第1土曜日～
8月末
8:30 ～17:00

 15台
0996-74-1338

　（大川島海水浴場）

唐浜キャンプ海水浴場
薩摩川内市綱津町   薩摩川内水引ICより約10分

7月第2土曜日～
8月第3日曜日

 100台
 0996-22-1850

　（全国警備保障㈱）
キャンプ場併設

西方海水浴場
薩摩川内市西方町   薩摩川内水引ICより約10分 

7月中旬～ 8月中旬
9:00 ～17:00

（土・日・祝は18:00）

 100台
090-7926-2720

　（西方海水浴場振興会）

高野山公園キャンプ場
出水市高尾野町   阿久根北I.Cより約30分

通年
※年末年始は休園

 約50台
 0996-82-0543

　（特定非営利活動法人 ひと・まち
　サポートいずみ）

オートキャンプサイト・バンガ
ロー６棟

北薩広域公園
さつま町虎居   さつま泊野I.Cより約10分

通年
※12/29 ～ 12/31
は休園

 147台
 0996-52-0012

　（キャンプ場管理事務所）

温泉付きバンガロー８棟・キャ
ンプ場、オートキャンプ場、
大型遊具等あり

紫尾神の湯キャンプ場
さつま町紫尾   阿久根I.Cより約10分

通年
※1/1～1/3は休園

 約30台
 0996-59-8187

　（キャンプ場管理事務所）

バンガロー６棟・常設テントあ
り。夏季に自然流水プールあ
り。すぐ近くに温泉施設あり

紫尾山きららの里キャンプ場
さつま町泊野   きららI.Cより約3分 

7月～ 8月
 20台
 0996-53-1111

　 （さつま町耕地林業課）
常設テントあり

とうごう五色親水公園
薩摩川内市東郷町 　薩摩川内水引I.Cより約20分

7月～
9月第2日曜日　

50台
0996-22-1866

　（全国警備保障㈱）

バンガロー５棟
川での遊泳が可能

長島海中公園グラスボート
長島町蔵之元  阿久根北 I.C より約 35 分
0996-88-5252（民宿えびす屋）

海中体験コース
通年

8:30 より随時
出航日没まで
※蔵之元港より出航 50台

ナイトクルーズ　 日没～21:00

ブーゲンビリアの丘
長島町川床  阿久根北 I.C より約 20 分
0996-87-1600（花カフェ長島）

植物庭園 通年
※水曜日は休園

9:00 ～17:00
（最終入園は16:30）

 約40台

阿久根シーパーク
阿久根市脇本  阿久根北 I.C より約 15 分
 090-8012-0884

海上釣堀　
通年

9:00 ～11:00
14:00 ～16:00  あり

　（深田港内）
海釣り　 出航時間は応相談

※深田港より出航

せんだい宇宙館
薩摩川内市永利町  薩摩川内都 I.C より約 20 分

0996-31-4477

天体観測
※昼間でも可能。

通年
※月曜日休館
（祝日の場合は翌日 )

10:00 ～ 21:00 200台

矢立農村公園せせらぎの里
薩摩川内市祁答院  さつま観音滝 I.C より約 15 分

0996-55-1665
ニジマス釣り堀

通年
※月曜日、年末年始は
休園

8:30 ～17:00 30台

甑ミュージアム恐竜化石等準備室
薩摩川内市鹿島町  鹿島港より約 4 分
09969-4-2211（薩摩川内市役所鹿島支所）

化石の発掘体験　
クリーニング体験　

体験：8月頃
施設：通年　土・日・
祝祭日・12月29日
～1月3日は休館

9:00 ～17:00 30台

観光船かのこ
薩摩川内市上甑町  里港より約 15 分

09969-2-1150（甑幸葉海業）
断崖クルージング

通年
※海がしけの時は
休航

1日 4 便
10:20・11:50・
14:00 出航
15:30 出 航 ( 団 体
予約運行 )

10台

まちの灯台阿久根

阿久根市新町  阿久根I.Cより約７分
 0996-72-3646

ウニ殻アート体験　
通年

各種プログラムに
よる

 60台
　（阿久根駅
　駐車場）

竹細工体験　

SUP（スタンドアップパドル
ボード）体験　 4月頃～10月頃

リバートレッキング　 6月頃～9月頃

薩摩びーどろ工芸館
さつま町永野  さつま観音滝I.Cより約5分
0996-58-0141

ガラスカット体験 通年
年末年始は休園 9:00 ～16:00  約10台

鶴田手漉和紙
さつま町神子  さつま広橋I.Cより約25分
090-8224-2365

和紙漉き体験　 要問い合わせ 要問い合わせ  あり

宮之城伝統工芸センター
さつま町虎居  さつま泊野I.Cより約10分
0996-52-1313

竹細工体験　
通年　
※月曜日（祝日の場合
は翌日）は休館
8:30 ～17:00

＊日時・内容・料金等
はセンターに要相談  100台

施設名・市町村・アクセス・問い合わせ 体験プログラム 体験・見学可能日 見学時間 駐車場

施設名・市町村・アクセス・問い合わせ 体験プログラム 体験・見学可能日 見学時間 駐車場

＊体験・見学は事情により休止している場合があります。

＊体験・見学は事情により休止している場合があります。

工芸体験

学習・見学等
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施設名／市町村／アクセス 収穫体験ができる農産物／時期 備考

カラタチの駅 竹﨑農園
出水市高尾野町　  阿久根北 I.C より約 30 分

090-8834-4476　

11 月～ 1 月中旬
農産加工、川遊び、タケノコ掘り（4
月）、ジュース作り（通年）なども
体験可能です。

山門ぶどう園
出水市下知識町   出水 I.C より約 3 分

0996-62-1571　

7月中旬～12月

巨峰（7月中旬～10 月）、
ロザリオビアンコ（8 月～12 月）
シャインマスカット（8 月～12 月）、
セキレイ（8 月～12 月）など。

さつま観光ぶどう園
出水市高尾野町   高尾野 I.C より約 5 分

0996-82-3360

8月～9月
巨峰、シャインマスカット、安芸クイーン、
クイーンニーナなど 20 種以上あります。

長島町農泊協議会
長島町山野門   阿久根北 I.C より約 15 分
0996-65-2223 

道の駅 黒之瀬戸だんだん市場　

ばれいしょ植え付け・収穫体験
10月植え付け　1月～2月収穫
12月～1月植え付け　4月～5月収穫

育成管理は、農家さんにお任せする事も
可能で、育成状況もメールで教えてくれ
ます。

日本マンダリンセンター
長島町鷹巣   阿久根北 I.C より約 30 分
0996-86-2011　

10 月～12 月
みかんの博物館に併設された果樹園で
す。

農園ガーデン空
阿久根市多田   阿久根 I.C より約 6 分
0996-73-3685　

12 月下旬～ 5月上旬
レモン狩りや野菜収穫体験も実施。カ
フェ・売店、庭園もあります。

福岡観光農園
さつま町広瀬   さつま泊野 I.C より約 18 分
0996-52-1324　  

ぶどう：7月下旬～9月下旬
みかん：10月中旬～12月中旬

マンゴー・なし・柿などの直売も行ってい
ます。

竹の子村
さつま町二渡   さつま永野 I.C より約 6 分
0996-53-1111

さつま町グリーンツーリズム協議会事務局　

通年
体験型農家民泊。一年を通して様々なタ
ケノコが収穫可能です。

薬師さぁ
さつま町永野   阿久根北 I.C より約 30 分
0996-53-1111

さつま町グリーンツーリズム協議会事務局　

通年
南高梅収穫は 6月～7月

体験型農家民泊。時期により稲作などの
農作業体験もできます。

農家民宿＆体験所いちの
さつま町泊野   さつま泊野I.Cより約10分
0996-53-1111

さつま町グリーンツーリズム協議会事務局　

時季野菜作り、稲刈り・脱穀等の体験：季節による
炭焼き体験：11月～3月
ピザ・パン作り：通年

体験型農家民泊。五右衛門風呂、レンガ
作りのピザ焼き釜などあります。

クルス有限会社
薩摩川内市東郷町   薩摩川内都I.Cより約30分

0996-42-4111　  

ぶどう：7月下旬～8月中旬
みかん：10月～12月頃

デコポン（2 月～3 月）も販売。手絞り
みかんジュースもあります。

山のいちご屋さん ひがし農園
薩摩川内市樋脇町   薩摩川内都I.Cより約35分

0996-38-0415　

1月上旬～ 5月初旬
（ゴールデンウィークまで）

さつまおとめ、おいＣベリー、紅ほっぺ、
ぴかいちごなど。

＊開園状況については各農園にお問い合わせください。

農業体験・観光農園
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施設名／市町村／アクセス 見学プログラム 体験・見学可能日 見学時間 駐車場

＊焼酎蔵見学は予約制が多くなっています。また、予約不要の蔵元についても、事前連絡をしたほうがスームズです。

甲冑工房丸武

薩摩川内市湯島町   薩摩川内水引 I.Cより約6分
0996-26-3113

工房見学・展示館

通年 9:00 ～17:00 60台甲冑体験＆撮影

丸武射的場

神酒造
出水市高尾野町   高尾野北 I.Cより約7分
0996-82-0001

焼酎蔵見学
代表銘柄　『千鶴』

通年
※平日のみ
定休日の見学は応相
談

10:00 ～17:00 約15台

出水酒造
出水市文化町   出水 I.Cより約3分
0996-79-3671

焼酎蔵見学
代表銘柄　『出水に舞姫』

『赤鶴』
通年 10:00 ～17:00

（受付は16:00まで） 22台

宮乃露酒造株式会社
長島町平尾   阿久根北 I.Cより約30分
0996-88-2061

焼酎蔵見学
代表銘柄　『さつま島美人』

8月～2月
※平日のみ 10:00 ～15:00 約3台

鹿児島酒造
阿久根市栄町   阿久根北 I.Cより約30分
0996-72-0585

焼酎蔵見学
代表銘柄　『黒瀬安光』

通年
※平日のみ
8 月～ 9 月は毎日可

9:00 ～15:00 約5台

軸屋酒造
さつま町平川   さつま広橋 I.Cより約25分
0996-54-2507

焼酎蔵見学
代表銘柄　『紫尾の露』

『ぼっけもん』

通年　※平日のみ
8月～12月は予約不要
1月～7月は要予約

9:00 ～16:00 約5台

山元酒造
薩摩川内市五代町   薩摩川内都 I.Cより約10分
0996-25-2424

焼酎蔵見学
代表銘柄　『蔵の神』

通年　※平日のみ 9:00 ～12:00
13:00 ～16:00 約10台

田苑酒造 焼酎資料館
薩摩川内市樋脇町   薩摩川内都 I.Cより約25分
0996-38-0345

焼酎蔵見学
代表銘柄　『田苑』

通年　※平日のみ 9:00 ～16:00 約30台

カラタチの駅 竹﨑農園
出水市高尾野町　  阿久根北 I.Cより約30分

090-8834-4476

11月～1月中旬
農産加工、川遊び、タケノコ掘り（4
月）、ジュース作り（通年）なども
体験可能です。

山門ぶどう園
出水市下知識町   出水 I.Cより約3分

0996-62-1571

7月中旬～12月

巨峰（7月中旬～10 月）、
ロザリオビアンコ（8 月～12 月）
シャインマスカット（8 月～12 月）、
セキレイ（8 月～12 月）など。

さつま観光ぶどう園
出水市高尾野町   高尾野 I.Cより約5分

0996-82-3360

8月～9月
巨峰、シャインマスカット、安芸クイーン、
クイーンニーナなど 20 種以上あります。

長島町農泊協議会
長島町山野門   阿久根北 I.Cより約15分
0996-65-2223

道の駅 黒之瀬戸だんだん市場

ばれいしょ植え付け・収穫体験
10月植え付け　1月～2月収穫
12月～1月植え付け　4月～5月収穫

育成管理は、農家さんにお任せする事も
可能で、育成状況もメールで教えてくれ
ます。

日本マンダリンセンター
長島町鷹巣   阿久根北 I.Cより約30分
0996-86-2011

10月～12月
みかんの博物館に併設された果樹園で
す。

農園ガーデン空
阿久根市多田   阿久根 I.Cより約6分
0996-73-3685

12月下旬～5月上旬
レモン狩りや野菜収穫体験も実施。カ
フェ・売店、庭園もあります。

福岡観光農園
さつま町広瀬   さつま泊野 I.Cより約18分
0996-52-1324

ぶどう：7月下旬～9月下旬
みかん：10月中旬～12月中旬

マンゴー・なし・柿などの直売も行ってい
ます。

竹の子村
さつま町二渡   さつま永野 I.Cより約6分
0996-53-1111

さつま町グリーンツーリズム協議会事務局

通年
体験型農家民泊。一年を通して様々なタ
ケノコが収穫可能です。

薬師さぁ
さつま町永野   阿久根北 I.Cより約30分
0996-53-1111

さつま町グリーンツーリズム協議会事務局

通年
南高梅収穫は 6月～7月

体験型農家民泊。時期により稲作などの
農作業体験もできます。

農家民宿＆体験所いちの
さつま町泊野   さつま泊野I.Cより約10分
0996-53-1111

さつま町グリーンツーリズム協議会事務局

時季野菜作り、稲刈り・脱穀等の体験：季節による
炭焼き体験：11月～3月
ピザ・パン作り：通年

体験型農家民泊。五右衛門風呂、レンガ
作りのピザ焼き釜などあります。

クルス有限会社
薩摩川内市東郷町   薩摩川内都I.Cより約30分

0996-42-4111

ぶどう：7月下旬～8月中旬
みかん：10月～12月頃

デコポン（2 月～3 月）も販売。手絞り
みかんジュースもあります。

山のいちご屋さん ひがし農園
薩摩川内市樋脇町   薩摩川内都I.Cより約35分

0996-38-0415

1月上旬～5月初旬
（ゴールデンウィークまで）

さつまおとめ、おいＣベリー、紅ほっぺ、
ぴかいちごなど。

甲冑工房丸武 出水酒造 鹿児島酒造

工場見学
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特産館いずみ
出水市下知識町   出水I.Cより約2分

□休 1/1・1/2
 120台
0996-62-1888

農産物、畜産物等
9:00 ～17:30

出水市出水駅観光特産品館「飛来里」
出水
駅267 出水市上鯖渕   出水I.Cより約10分 

□休 無休
 26台

＊2時間まで無料
0996-62-2354

（飛来里）

焼酎、菓子類等
8:30 ～19:00

10:00 ～18:30
＊日により変更の
場合あり

レンタサイクルス
テーションあり

 

鶴の来る町物産館（鶴の来る町ミュージアム）

出水市荘   野田I.Cより約2分

□休 月曜日（祝日の場合は
次の平日が休館日）

 あり
0996-79-3999

農産物、工芸品等
10:00 ～17:00 美術館を併設

大久保地区村づくり物産直売所「山ん神」
出水市高尾野町   高尾野I.Cより約4分

□休 1/1～1/3
 20台
0996-82-4615

農産物、手芸品等
7:30 ～18:00

道の駅  黒之瀬戸だんだん市場
長島町山野門   阿久根北I.Cより約15分 

□休 1/1・1/2・1/3
 40台
0996-65-2222

農産物、水産物等
9:00 ～18:00

「うずしおパーク」
を併設

 

道の駅 長島  ポテトハウス望陽
長島町指江 　阿久根北I.Cより約30分

□休 1月1日
　 レストランは不定休

 24台
0996-88-5531

農産物、加工品等
9:00 ～18:00 11:00 ～14:00

ビュースポット

 

長島大陸市場
薄井
漁港 長島町諸浦   阿久根北I.Cより約30分

□休 水曜日
 8台（漁港の共同駐

　 車場も隣接）
0996-86-0780

水産物、農産物等
9:00 ～16:00 11:00 ～14:00

市場食堂 ぶえん館
阿久根市晴海町   阿久根I.Cより約6分

□休 水曜日
　 臨時休業（月2回程度）

 50台
0996-73-2211

11:00 ～14:30 漁協直営食堂

道の駅 阿久根
阿久根市大川   阿久根I.Cより約6分

□休 12/31・1/1
 57台

☎0996-74-1400
農産物、加工品等
9:30 ～18:00 11:00 ～15:00

ビュースポット

  

にぎわい交流館 阿久根駅
阿久根市栄町   阿久根I.Cより約6分

□休 無休
 60台
0996-73-4850

水産物、工芸品等
10:00 ～15:00

11:00 ～14:00
（食堂）
9:00 ～ 20:00

（カフェ）

図書 館・キッズ
スペースなど併
設

宮之城ちくりん館
さつま町時吉   薩摩広橋I.Cより約15分

□休 1/1・1/2・1/3
 50台
0996-52-4911

農産物、畜産物等
9:00 ～18:00 11:00 ～14:30

長島大陸市場出水市出水駅観光特産品館「飛来里」 市場食堂 ぶえん館

休憩、お土産の買物スポット

23

施設名／市町村／アクセス 物販 食事 備考／設備・サービス休館日／駐車場／お問合わせ

つるだ特産品販売所  自慢館
さつま町柏原   薩摩広橋I.Cより約15分

□休 1/1・1/2・1/3
55台
0996-31-9121

農産物、工芸品等
8:00 ～18:00

せせらぎの郷 二渡
さつま町二渡   さつま泊野I.Cより約20分

□休 1/1～1/4
約30台
0996-31-7620

農産物、加工品等
9:00 ～17:00

10:30 ～14:30
17:00 ～20:30

平
ひらかわのさと

川 郷
さつま町平川   さつま泊野I.Cより約5分

□休 1/1～1/4
　 食堂は木曜日休み

約50台
0996-54-2979

農産物、加工品等
8:30 ～17:30

10:30 ～14:30
17:00 ～20:30

さつま特産品直売所「梅の里薩摩」
さつま町永野   永野I.Cより約3分

□休 12/31～1/3
約20台
0996-58-0266

農産物、加工品等
9:30 ～17:30

道の駅  樋脇 遊湯館
薩摩川内市樋脇町   薩摩川内都I.Cより約25分

□休 第3水曜日、1/1
78台
0996-38-2506

農産物、工芸品等
8:30 ～18:00

11:00 ～17:00
（4 月～ 9 月は
18:30 まで）

足湯あり

川内とれたて市場  薩摩海食堂
川内
港 薩摩川内市港町   薩摩川内水引I.Cより約5分

□休 第2・第4火曜日
　 （祝日の場合は変更あ
　 り）、12/31～1/4

200台
0996-41-3100

水産物、農産物等
10:00 ～17:00

（4 月 ～ 9 月 は
18:00 まで）

11:00 ～15:00 漁協直営店

山の駅物産館
おじゃったモールさつま川内館

薩摩川内市入来町   薩摩川内都I.Cより約30分

□休 第2・第4水曜日
　 12/ 31・1/1

40台
0996-21-4055

農産物、加工品等
9:00 ～18:00

SPA HOTEL  YUTTARIKAN
薩摩川内市東郷町 薩摩川内水引I.Cより約20分

□休 第2月曜日（祝日の
　 場合は変更あり）

120台
0996-42-2244

農産物、加工品等
9:00 ～17:00 11:30 ～21:00

立寄り温泉
7:30 ～21:50
※21:30に湯が排
水されます。

駅市 薩摩川内
薩摩川内市鳥追町 薩摩川内都I.Cから約8分

□休 無休
106台

 （川内駅向田口駐車場）
0996-20-7800

焼酎、菓子類等
9:00 ～19:00

7:00 ～ 9:00
11:30 ～21:00

特産品直売所 祁答院ロード51
薩摩川内市祁答院町 さつま広橋I.Cより約15分

□休 1/1～1/3
約15台
0996-55-0851

農産物、加工品等
9:00 ～18：00

7月 に ほ お ず き
市、2月には「さ
つま雪もち」フェ
アを開催。

　…EV 充電可　　　…フリーWi-Fi　　　　…観光インフォメーション施設アイコン説明

特産館いずみ
出水市下知識町   出水I.Cより約2分

□休 1/1・1/2
120台
0996-62-1888

農産物、畜産物等
9:00 ～17:30

出水市出水駅観光特産品館「飛来里」
出水
駅267 出水市上鯖渕   出水I.Cより約10分

□休 無休
26台

＊2時間まで無料
0996-62-2354

（飛来里）

焼酎、菓子類等
8:30 ～19:00

10:00 ～18:30
＊日により変更の
場合あり

レンタサイクルス
テーションあり

鶴の来る町物産館（鶴の来る町ミュージアム）

出水市荘   野田I.Cより約2分

□休 月曜日（祝日の場合は
次の平日が休館日）

あり
0996-79-3999

農産物、工芸品等
10:00 ～17:00 美術館を併設

大久保地区村づくり物産直売所「山ん神」
出水市高尾野町   高尾野I.Cより約4分

□休 1/1～1/3
20台
0996-82-4615

農産物、手芸品等
7:30 ～18:00

道の駅  黒之瀬戸だんだん市場
長島町山野門   阿久根北I.Cより約15分 

□休 1/1・1/2・1/3
40台
0996-65-2222

農産物、水産物等
9:00 ～18:00

「うずしおパーク」
を併設

道の駅 長島  ポテトハウス望陽
長島町指江 阿久根北I.Cより約30分

□休 1月1日
　 レストランは不定休

24台
0996-88-5531

農産物、加工品等
9:00 ～18:00 11:00 ～14:00

ビュースポット

長島大陸市場
薄井
漁港 長島町諸浦   阿久根北I.Cより約30分

□休 水曜日
8台（漁港の共同駐

　 車場も隣接）
0996-86-0780

水産物、農産物等
9:00 ～16:00 11:00 ～14:00

市場食堂 ぶえん館
阿久根市晴海町   阿久根I.Cより約6分

□休 水曜日
　 臨時休業（月2回程度）

50台
0996-73-2211

11:00 ～14:30 漁協直営食堂

道の駅 阿久根
阿久根市大川   阿久根I.Cより約6分

□休 12/31・1/1
57台

☎0996-74-1400
農産物、加工品等
9:30 ～18:00 11:00 ～15:00

ビュースポット

にぎわい交流館 阿久根駅
阿久根市栄町   阿久根I.Cより約6分

□休 無休
60台
0996-73-4850

水産物、工芸品等
10:00 ～15:00

11:00 ～14:00
（食堂）
9:00 ～ 20:00

（カフェ）

図書 館・キッズ
スペースなど併
設

宮之城ちくりん館
さつま町時吉   薩摩広橋I.Cより約15分

□休 1/1・1/2・1/3
50台
0996-52-4911

農産物、畜産物等
9:00 ～18:00 11:00 ～14:30

宮之城ちくりん館 SPA HOTEL YUTTARIKAN



北薩
アクセス
マップ

…九州自動車道 
…九州自動車道 北薩ルート
…南九州西回り自動車道
　北薩ルート
…北薩横断道路 北薩ルート
…国道 3号線
…JR新幹線
…JR鉄道
…肥薩おれんじ鉄道

※一部の道路、駅、ICは省略しています。
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八代 JCT

嘉島 JCT

鳥栖 JCT

宮崎 IC

宮崎駅

大分駅

博多駅

熊本駅

川内駅川内港

高速船 甑島

薩摩川内市

甑島

長島町

阿久根市
さつま町
出水市

鹿児島中央駅

出水駅

溝辺鹿児島空港 IC

鹿児島 IC

大分 IC

薩摩川内水引 IC

阿久根 IC

出水 IC

長崎 IC
水俣 IC

熊本 IC

福岡 IC

宮崎県
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福岡県佐賀県

長崎県
3
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