宮崎県で
心を癒す
旅GUIDE

忙しさを 忘 れて 、
心 を 癒 す な ら 宮 崎へ

宮 崎 県 は 平 均 気 温、日 照 時 間、快 晴 日

数が全国でもトップクラス。明るくて、

あたたかい気候は豊かな自然と風土

と、穏 や か な 県 民 性 を も た ら し、〝 日

TA K AC H I H O
AREA
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宮崎 青島エリア
青島神社

高千穂エリア
天安河原

神武天皇の祖父にあたる山幸彦とその

天岩屋に隠れた天照大御神を外に出す

妻である豊玉姫を祀る神社。縁結びや

ために、八百万の神が相談に集まった

安産をはじめ、様々なご利益があると

洞窟。参詣者が願掛けのため積み上げ

言われています。

た石が並びます。

アマテラスオオミカミ

02

EBINO
AREA

日南エリア
鵜戸神宮

05

えびのエリア
陣の池
樹林の中でエメラルドグリーンに輝く湧水池は、水底が見える

ウガヤフキアエズノミコト

豊玉姫が鵜草葺不合尊を出産した場所

ほどクリア。そこに広がる、神がかった光景に魅せられます。

とされる。岸壁から離れた亀石のくぼ
みに
「運玉」
を投げ入れると願いがかな

高千穂エリア

うとか。
KO B AYA S H I
AREA

04

小林エリア
生駒高原

P 12-1 5

10 月中旬頃、色とりどりのコスモス 100 万本で埋め尽くされま
す。小林市内には陶磁器の絵付け体験ができる工房も。

今回めぐる
エ

リア

小 林エリア
P 1 6 -1 9

えびのエリア
P2 0 -21

宮崎市街から高千穂ま
で車でおよそ 2 時間

02

本 の ひ な た 〟と 呼 ば れ て い ま す。そ ん

01

な宮崎の旅で過ごす時間は、とてもゆ

っ た り。素 朴 で 飾 ら な い、宮 崎 で 触 れ

合うひと、もの、こと。自然と素の自分

に 戻 し て く れ る よ う な、懐 か し く て、

チキン南蛮といったご当地グルメも豊富。

落ち着く、そんな気持ちになるんです。

をはじめとした観光スポットやマンゴー、

な ん で も、古 事 記 に よ れ ば、か つ て こ

ポットとして知られる海など、南国情緒あ

の地に神々が降り立ち、様々な物語の

NICHINAN
AREA

ックスや暖かい気候、国内有数のサーフス
ふれる宮崎県。日本屈指の聖地・高千穂

美しい海と緑豊 かな山々。穏やかな太陽 の光と心優しい地元 の人 。
そんな自然と人の手から生み出される名産品の数々。
宮崎には、わたしを癒してくれる、イイコトがたくさんあるんです。

M I YA Z A K I
AREA

宮崎

県の木に指定されているヤシ科のフェニ

舞 台 と な っ た と か。日 本 の ル ー ツ、つ

心 の 底 からデトックス

ABOUT

まりわたし た ち の ル ー ツ の 地 で あ る こ

地 元 の人お すすめの モ デルコースでめぐる

とも、宮崎で感じる〝あたたかさ〟とち

旅で

ょっと関係 し て い る の か も 。

宮 崎の

30分。初日に高千穂
を巡るなら熊本空港か
ら入るのがオススメ。

宮崎 +
青島エリア
P4 -7

宮崎ブーゲンビリア空港

日南エリア
P 8 -11

03

金 曜から焼 酎グルメと
絶景で解 放 感を満 喫

AREA

01

宮崎といえば
マンゴー！

10:00

宮崎・青島

マンゴースムージーで
一息入れて

宮崎・青島 モデルコース
宮崎入り

宮崎県の中心地であるこのエリアは、屈指のサーフスポ

22:00 みやざき地鶏を食べる

めにフルーツパフェ

ットで知られる美しい海、
特産品やご当地グルメの名店、

1日目

10:00 マンゴースムージーで一休み

そしてここでしか見ることができない絶景が凝縮。ぜひ

ックガーデン

仕事終わりの金曜夜から宮崎入りして楽しみましょう。

ルロード

12:30 海鮮ランチ
14:30 青島屋

16:30 青島温泉

22:30 締

宮崎県の旬のフルーツを贅沢に使った

9:00 青島神社

ジュースやスムージー、ソフトクリー

11:00 ボタニ
14:00 トロピカ

ムは散策中の休憩にぴったり。カフェ

15:30 ハンモックカフェ

やお土産屋さんで探してみて。

18:00 海辺でディナー
撮影協力

11 :00

パラボラチョカフェ

0985-65-1042

宮崎県宮崎市青島2-12-1

世界的に知られる、シンガポ

宮崎入り
22:00

南国気分満開な
ボタニックガーデンを散歩
ール植物園の姉妹園。園内に
はマンゴーの大木、大型シダ

宮崎の夜の街でグルメを満喫！

植物のリュウビンタイと国内最

まず初日の夜に楽しむなら、適度な歯ごたえと、噛むたびに旨

大級の植物が鑑賞でき、何も

1日目

味が溢れ出すみやざき地鶏。居酒屋さんや地鶏専門店で、炭火
焼、刺身、タタキと様々な地鶏料理がいただけます。

9:00

せずとも気持ちがほぐれます。

青島神社で
縁結びの祈願！

宮交ボタニックガーデン青島
0985-65-1042
宮崎県宮崎市青島2-12-1

MIYA Z AKI & AOSHIM A

MIYA Z AKI

市街地から車で約30 分。ビーチか
ら橋でつながった、島のほぼ中央に
神社があります。縁結、安産、航海、
交通安全を願いに、県外からも多く

鬼の洗濯板は
大迫力！

の参拝者が訪れます。北半球最北の

MIYA Z AKI & AOSHIM A

ヤシ科植物の群生地でもあり、うっ
そうと茂るヤシ科植物の奥に潜む元
宮は独特な雰囲気が。
青島神社

MIYA Z AKI

0985-65-1262
宮崎県宮崎市青島2-13-1

撮影協力

ぐんけい本店隠蔵（かくしぐら）

0985-28-4365

宮崎のフルーツ
盛りだくさん！

宮崎県宮崎市中央通8-12

22:30

〆は絶品の
フルーツパフェを！

南国ならではのマンゴーやパッションフ
ルーツ、そして日向夏をはじめとした柑
橘類が豊富なフルーツ処の宮崎。
例えば、
〆のパフェを楽しめるお店もあります。
干潮時に現れる、海岸線の波状岩は

撮影協力

天然記念物に指定されている。
「鬼

フルーツ大野ANNEX

の洗濯板」とも呼ばれ、青島全体を

0985-86-6288
宮崎県宮崎市橘通西2-7-2 K&Kマンション 2F

04

ぐるりと取り囲む。

「ぐんけい本店隠蔵」
は自らみやざき地頭鶏の生産を手掛けて

青島一周は、距離にすると 1.5km ほど。歩きやすいように遊

自身が「コレだ！」と思った貝殻を波状岩に供える真砂の貝

どこから眺めても見応えがある鬼の洗濯板。景勝地になって

いるため、その美味しさは折り紙付き。青島で夜を過ごすな

歩道が設置されていて、亜熱帯性植物やたくさんの海鳥を見

文、ご利益ごとに色が違うこよりをビロウ樹に結ぶ産霊紙縒

いる堀切峠からの景色は格別です。標高60m の峠に設けら

ら
「青島 BAR」
もオススメのスポットです。

かけます。波の音を聞きながら歩けば癒されるはず！

など、青島神社の境内には願掛けスポットがたくさん。

れた展望台は見晴らしがよく、撮影場所としてもおすすめ。

むすびこより

05

12:30

宮崎の海鮮をたっぷり堪能！

14:30

新鮮な魚介が獲れる青島沖。周辺の飲食店では、これでもかと

青島屋で
お土産見ながら
ちょっと休憩

豪快に盛りつけられた海鮮料理がいただけます。タイに、カツ
オに、イセエビに、宮崎の海の幸を召し上がれ。

青島神社参道入り口にあり、名物の青島
せんべいやういろう、焼酎や県産食材を
使った調味料も販売。産直グルメの配送
サービスを使って自宅に送れば、帰宅後
も宮崎の味を満喫できます。
青島屋

0985-65-1121
宮崎県宮崎市青島2-12-11

撮影協力

網元

0985-65-0125

宮崎県宮崎市青島1-5-5

美人の湯として
有名！

15:30

ヒーをいただきながらゆ～らゆら。時間を気にせずゆったり過
ごすのも、宮崎の旅の醍醐味。

目の前に広がるのは、雄大な海と青

青島ハンモック

空。時折吹く海風も心地いい遊歩道

0985-69-6602

は、青島から宮崎県総合運動公園ま
で続いています。レンタサイクルも

16:30

充実しているのでサイクリングも。

宮崎県宮崎市大字加江田7245-1

MIYA Z AKI & AOSHIM A

MIYA Z AKI & AOSHIM A

地元の農園で採れた野菜を使うランチ、ハンドドリップのコー

トロピカルロードで
ひなたぼっこ

青島温泉でひとっぷろ

青島温泉の湯は微炭酸で、美肌効果が期待で

青島～宮崎県総合運動公園の海岸線

MIYA Z AKI

MIYA Z AKI

14:00

ハンモックにゆられ
日向時間を体感

きると言われています。海岸沿いに点在する
温泉施設には、太平洋が一望できる場所や鬼
の洗濯板が至近距離で眺められる浴場も。

18:00

海をみつつ
のんびり

海を眺めながら
ワイン片手にディナー
旬の食材を使った一品＆アルコールのお供
は、
頬をさらりとなでる夜風と軽快な波の音。
テラス席から広がる青島ビューは、日中とは
違った、甘美な表情を見せてくれます。
撮影協力

COAST LIFE

0985-75-0673
宮崎県宮崎市加江田4710-13

06

青島でランチをするなら「網元」がオススメ。8 種類以上のっ

南国気分をとことん満喫するなら、ただひたすらビーチでく

青島のポストは赤ではなく黄色。その名も「幸せの黄色いポ

海を見ながらお食事をいただくなら「COAST LIFE」
。常時3

た刺し盛りにカレイの揚げ物、甘酸っぱいモズク、小鉢、味噌

つろぐのもありです。青い空と海に包まれ、キーンと冷えた

スト」
。気軽に撮影できるようにカメラ台が設置されている

～ 6 種類の生牡蠣を揃え、
宮崎の都農ワインもラインナップ。

汁とボリューム満点の青島御膳でお腹いっぱいに。

ドリンクと軽食を片手に過ごす時間は贅沢そのもの。

ので、ポストと青島を背景にパシャリと記念の 1 枚を。

牡蠣のエキスが濃厚なリゾットも絶品です。
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AREA

02

史 跡をめぐりながら
海と食に癒される

日南

思わず走り
出したくなる
海のキレイさ！

日南 モデルコース
1日目

9:00 日南海岸

11:30 海鮮丼でランチ

宮崎県の南部に位置し、宮崎市街から車で 1 時間程度。

ンメッセ日南

歴史を今に伝える観光名所をめぐりながら、各地の美味

ディナー

しい名物も堪能できる、写真に収めておきたいモノ・コ

温泉

トがたくさん！なエリアです。

10:00 鵜戸神宮

12:15 宮浦海岸

14:00 飫肥城
2日目

8:00 猪八重渓谷

12:00 焼酎道場

オ炙り重でランチ

12:30 サ

18:00 地産食材の
10:30 北郷

13:30 日南一本釣りカツ

15:00 油津駅、赤レンガ、運河

16:00 油津商店街

18:00 あぶらつ食堂で夕食

12:15

宮浦海岸で
解放感を味わう

波にのるサーファーたちや、海辺にたどり着
9:00

日南海岸をドライブ

いた漂流物を観察しつつ、海でゆっくり過ご
すことで自然と心が洗われます。
宮浦海岸

12:30

サンメッセ日南でモアイと遭遇

日南海岸が望める広大な公園。世界で唯一、イースター島の長老会から特
別に許可を得て完全復刻した 7 体のモアイ像（アフ・アキビ）を観ること
ができます。園内には、世界で珍しい昆虫展、レストランや売店なども。
サンメッセ日南

0987-29-1900

宮崎県日南市大字宮浦2650

宮崎県日南市大字宮浦

鵜戸神宮へ向かいながら、日南
海岸沿いをドライブ。
「日南フ
ェニックスロード」と呼ばれる

14:00

国道は、日本の道100 選。道の
駅フェニックスのソフトクリー
ムも名物です。

飫肥城の風情ある
城下町を散策

江戸時代の武家屋敷が建ち並び、当時の様子
資料館など、一日のんびりと過ごせます。

0985-65-2773
宮崎県宮崎市内海381-1

飫肥城跡

歴史を感じる
立派な外観

宮崎県日南市飫肥10-1

MIYA Z AKI

NICHINAN

しはんまと

が今もなお色濃く残る。茶屋や商店、四半的、

道の駅フェニックス

MIYA Z AKI

NICHINAN

11 :30

10:00

鵜戸神宮で運試し

殿前にある霊石亀石のくぼみに運玉を投げ、
入れば願い事が叶うと言われています。

や鮮魚、フルーツなど、滋味深い和食の数々

のボリュームで登場します。
0987-29-1001
宮崎県日南市大字宮浦3232

撮影協力

大海

0987-29-1308
宮崎県日南市大字宮浦568-1

にホッと気持ちが和らぎます。
商家をリノベーションしたギャラリーや城跡にひろがる苔。
その苔を研究する服部植物研究所など見どころが盛りだくさん

撮影協力

喜庵一能

0987-25-5551

宮崎県日南市飫肥5-2-41

鵜戸神宮の御朱印帳は、神の使いと言われるウサギがデザイ

日南市街へ向かいつつ、海の幸をいただくなら宮浦海岸前の

飫肥城観光に欠かせないのが厚焼き卵。スイーツのような優

築100 年以上の古民家で営業する「喜庵一能」では、季節感たっ

ンされていて、とっても愛らしいんです。黒ベースのシック

「大海」
。赤身や白身のお刺身、ムラサキウニ、イクラなどなど

しい甘さで、初めて食べる人はプリンと間違えることも。な

ぷりの日本料理が味わえます。一品一品手作りで盛り付けも

めらかな食感、つるんとした喉越しもたまりません。

美しく、
ご主人が若い頃から収集した美しい器にも注目です。

なもの、ピンク地のもの。どちらも求める人がいるほど。

08

民家で、地元の食材が中心の料理を。宮崎牛

とっても、様々な魚介が溢れんばかり
鵜戸神宮

地産素材を活かした
日本料理のディナー

飫肥では、年月を積み重ねてきた堂々たる古

海の幸が豊富な日南市。海鮮丼ひとつ

本殿があるのは、
海に面した大きな洞窟の中。
縁結、安産、育児、海上安全にご利益あり。本

18:00

海鮮丼で宮崎の
海の幸を思う存分

たっぷり！
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2日目
8:00

猪八重渓谷で
森林セラピー

滝が五段になって流れる五重の滝のほか、
20 以上もの滝が点在している渓谷です。
世界で約1800 種類あるコケの内、およそ
250 種類が存在。科学的に実証されてい
る“森林セラピー基地”で、心身ともに自然

13:30

とリラックスできます。駐車場から五重の
滝まで徒歩で向かうと往復2 時間半ほど。

日南一本釣りカツオ
炙り重でランチ

自然を感じながら歩きましょう。

一本釣りカツオの漁獲量が、日本一という日

猪八重渓谷

輪であぶっていただく炙り重がおすすめ。最

宮崎県日南市北郷町郷之原猪八重

南市。漬けカツオをまずはそのまま、次は七
後はお茶漬けでいただくこともできます。詳
しくはカツオ炙り重 HP をご覧ください。
遠目からわかる
カープ 色の駅舎
スイーツは

10:30

油津駅、赤レンガ、運河…
趣ある油津の町散歩

NICHINAN

MIYA Z AKI

15:00

MIYA Z AKI

NICHINAN

見逃せない

レトロな雰囲気ただよう油津赤レンガ館、1686 年に造ら

北郷温泉で季節の移ろいに触れる

れた堀川運河など、タイムスリップしたような空気感。日
本プロ野球のキャンプ地であることから油津駅は「カープ

山間にある温泉地。サラリとした、なめらかな肌触りの温泉は美

油津駅」
、南郷駅が
「ライオンズ南郷駅」
になっています。

人の湯としても知られる。春は山桜、秋になると葉が赤や黄色に
色づき、ありのままの自然を間近に感じることができます。
北郷温泉

宮崎県日南市北郷町

16:00

12:00

焼酎の蔵元を訪ねる

焼酎どころでもある日南市には、
町のあちこちに蔵元が。
手作業で行われる仕込みや製造工程の見学後には、試飲
コーナーで飲み比べも楽しめます。併設の売店では、お
土産だけでなく、自分好みの 1 本を探してみては？
撮影協力

焼酎道場

0987-55-4134
宮崎県日南市北郷町
郷之原甲888

10

喜 ばれる
お 土産 に！

散歩のあとは
油津商店街でひとやすみ

18:00

地元の人が集う食堂で晩ごはん
若い店主が切り盛りす
る活気のある食堂は、

天福球場から油津商店街まで伸びる赤い道や、広

いつも地元の人々で賑

島東洋カープファンにはたまらないギャラリー

やか。郷土料理で県の

「油津カープ館」を巡ったあとはひとやすみ。おい

食文化を体験しなが

しいコーヒーとパンケーキで至福のひとときを。
撮影協力

ら、地元の人と触れ合
うゆるりとした時間で

ABURATSU COFFEE

心のデトックスを！

0987-23-8844
宮崎県日南市岩崎3-7-32

撮影協力

あぶらつ食堂

0987-55-7377（株式会社油津応援団）
宮崎県日南市岩崎3-7-32

渓谷近くの猪八重足湯には、土・日のみ営業する「BOSCO

「焼酎道場」では、オリジナルブレンドの焼酎が作れます。芋、

広島東洋カープに関する資料のほか、
多くのグッズが揃う
「油

日南市は、高い品質の完熟いちごが収穫できるエリアでもあ

COFFEE ROASTERY」があり、足湯に浸かりながら淹れた

麦、そばなど 6 種類の焼酎を配合し、自分好みの味に仕上げ

津カープ館」
、紅白の横断歩道と赤い道の「カープ一本道」と

ります。シーズン中はいちご狩りができる農園も多く、夏に

てのコーヒーを味わうことができます。

られるので、市販されている焼酎とは違った味わいに。

油津駅周辺には赤×白スポットがたくさんあります。

なるといちごを丸ごと削った贅沢なかき氷が！

11

AREA

03
アマテラスオオミカミ

パワースポットをめぐり
心の底から浄 化する

高千穂

高千穂 モデルコース
11:30 高千穂峡

13:30 高千穂牛の肉めし

14:30 あまてらす鉄道

20:00 高千穂神社で夜

1日目

ニニギノミコト

天照大御神の孫である瓊瓊杵尊が国を治めるために降り
立った天孫降臨の地として、全国的にも指折りの聖地と

神楽

2日目

5:30 国見ヶ丘

される高千穂。立ち寄る先々で触れる神話や史跡、風習

食べる

に、心身がスッと軽やかに。

10:30 天岩戸神社・天安河原
リー

9:00 がまだせ市場

最高地点からの
眺めは絶景！

8:30 チーズ饅頭を
9:30 荒立神社
13:00 五ヶ瀬ワイナ

熊本空港へ

13:30

名産・高千穂牛の
肉めしをいただく

内閣総理大臣賞の受賞経験もある国内有数の
ブランド牛「高千穂牛」
。ステーキに焼肉に肉
めしに、様々な肉料理でいただけます。
撮影協力

14:30

肉工房 初栄

0982-72-2468
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1404-1

あまてらす鉄道に乗って
壮大な景色を楽しむ

廃線となった高千穂鉄道を活用した列車アトラクション。ディーゼル
エンジン搭載のカートで、高さ 105m ある高千穂鉄橋最高地点へ。

TAK ACHIHO

0982-72-3216

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1425-1

MIYA Z AKI

あまてらす鉄道

MIYA Z AKI

TAK ACHIHO

高千穂には神々の
像があちこちに

20:00

“神楽の里”としても知られる高千穂。
神話が舞によって語り継がれていま

1日目
11 :30

のの、高千穂神社では 365 日毎晩奉
納しています。夜を徹し舞う夜神楽の
一部を抜粋し、1 時間ほど鑑賞するこ

高千穂峡で自然の雄大さに癒やされる

とができます。定員150 名
（先着順）

高千穂峡

太古の昔に阿蘇山の火山活動の影響でできた渓谷で、圧倒的なスケール感。
約7km にわたる高絶壁、17m の高さから水面に流れる真名井の滝、アーチ
状の橋が3本かかった高千穂三橋と見所多数。
貸しボートからの景色は必見。

12

す。奉納時期は集落によって異なるも

ボートで滝の
間近まで接近

明日 は5時起 き!
早 めに就寝

高千穂神社で
夜神楽を鑑賞

0982-73-1213
（高千穂町観光協会）
宮崎県西臼杵郡高千穂町
大字三田井御塩井

高千穂神社

0982-73-1213（高千穂町観光協会）
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1037

高千穂峡の遊覧貸しボートは行列必至です。待ち時間につい

高千穂牛をリーズナブルにいただくなら「肉工房 初栄」の肉め

高千穂神社から町の中心地までの神殿通りには、この地にま

高千穂町の中心部から天岩戸神社まで続く県道沿いに、栃又

ては、高千穂町観光協会へ問合せ、または観光協会ホームペ

し。上質な肉を使用し、シャキシャキの玉ねぎと一緒に九州な

つわる神話を紹介したモニュメントが点在しています。夜に

棚田があります。稲作とたばこ栽培が行われ、その季節にし

ージで確認できます。ネットからの予約が可能です。

らではの甘辛い醤油で煮込んだ逸品。

なるとライトアップされるので注目してみてください。

か見られない棚田が広がり、いつ訪れても新鮮です。

13

板木を
7回叩こう

9:30

芸能と縁結びに
ご利益のある
荒立神社へ
恋愛と芸事にご利益があるとされ、芸
能人も多く訪れるとか。境内の数カ所
に七福徳寿板木などの板木が設置さ
れ、それを力強く 7 回打つことで願い

2日目
5:30

事が叶うと伝えられています。

国見ヶ丘で雲海に感動

標高513m の国見ヶ丘展望所から見渡すこと
ができる雲海。限られた時間の中でもたらされ

荒立神社

0982-72-2368
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井667

る佳景には、全身が揺さぶられます。見頃は、9
月中旬～ 11 月下旬頃の早朝。快晴かつ風のな
い冷え込んだ朝が絶好のチャンスです。
TAK ACHIHO

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字押方

MIYA Z AKI

国見ヶ丘

13:00

五ヶ瀬ワイナリーで
ワインを購入

TAK ACHIHO

MIYA Z AKI

五ヶ瀬町産の葡萄を 100% 使用。
8:30

赤、白、ロゼ、スパークリングがそ

焼きたての
チーズ饅頭を頬張る

ろう。どれも爽やかな飲み口でお
土産として購入する人も多い。

サクサククッキー生地にクリームチーズが包
まれた宮崎銘菓のチーズ饅頭。がまだせ市場
でも購入できますが、お店によっては焼きた
てが食べられるところも。

撮影協力

がまだせ市場

0982-73-1831（鬼八の蔵）
宮崎県西臼杵郡高千穂町
大字三田井1099-1

9:00
撮影協力

菓子工房そらいろ

080-9243-9606
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井1050

14

すっかり癒 さ れて帰宅!

10:30

お茶と野菜と
はちみつと

がまだせ市場で地元の産品をおみやげに

日本ミツバチの天然はちみつや、かつては秘薬とされていた日本山人参を
使った健康茶など高千穂だけのお土産を買うならこちら。

天岩戸神社・天安河原で
パワーをチャージ！
アマテラスオオミカミ

天照大御神が天岩屋にお隠れになった際
に、神々が集まったとされる天安河原。緑
に囲まれた岩戸川沿いの心地よい道を歩
くと、大きな洞窟の中に小さな社が佇む。
天岩戸神社

0982-74-8239
宮崎県西臼杵郡高千穂町大字岩戸1073-1

天照大御神がお隠れになった天岩戸
をご神体として祀る、天岩戸神話の
舞台。岩戸川を挟んで、西本宮と東本
宮があり、天安河原は西本宮から徒
歩約10 分の場所に位置しています。

五ヶ瀬ワイナリー

0982-73-5477
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字桑
野内4847-1

焼きたてのチーズまんじゅうを食べたいなら「菓子工房そら

高千穂峡の上流に位置する尾橋渓谷。別の名は、奥高千穂峡。

板木をコンコンコンとたたく様子は、荒立神社ならではの風

天岩戸神社の御神体・天岩戸は、拝殿裏の遥拝所から参拝で

いろ」
。前日までの要予約で、アツアツの焼き上がりを用意し

浸透している渓谷美は、ヒーリング効果も抜群。高千穂峡に

景。境内に設置された数々の板木を専用の木槌で 7 回打つこ

きますが個人で行くことはできません。神職が決まった時間

てもらえます。種類も豊富でお土産にもぴったり！

来たら合わせて立ち寄りたい、とっておきの場所です。

とで、それぞれのご利益が得られるのだそう。

に案内してくれるので、まずは集合時間の確認を。
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AREA

04

豊かな自然に根 差した
グルメとスポットが 充 実
13:30

小林

小林 モデルコース
10:00 NOJIRIKO CAFE

1日目

宮崎県の南西部は花・緑・水の恩恵を受けるエリア。山

公園

や湖が奏でる柔らかな息遣いに包まれながら、地産地消
がベースの料理に舌鼓を打つ。宮崎市街から車で 1 時間

2日目

半ほどで、鹿児島空港からのアクセスも便利です。

のランチ

14:30 庸山窯

10:00 生駒高原
13:00 陰陽石

16:00 ダイワファーム

霧島岑神社にお参り

霧島山周辺にある 6 つの神社・霧島六社権現
のひとつ。古事記・日本書紀に出てくる祭神が

11:00 出の山

12:00 地産地消グルメでランチ

島岑神社

きりしまみね

祀られた由緒ある神社です。長く伸びる石段を

13:30 霧

登り、
境内にたどり着くとスーッと心穏やかに。

17:00 神の郷温泉
11:30 オーガニック野菜

霧島岑神社

13:30 すきむらんど

0984-23-0855
宮崎県小林市細野4937

17:00 小林市観光協会

1日目
体験中に馬が
のぞきにくるよ！

農園併設の
カフェで休憩

10:00

小林市特産のフルーツを、いちご狩り農園に併
設するカフェで。フルーツソースや削った果実
をトッピングするソフトクリーム、自家製ドリ

MIYA Z AKI

TK AOKBAACY H
A ISHHOI

ンクのフレッシュな味わいに心まで潤います。

M
M II YY AA ZZ AA KK II

出の山公園で清らかな水に癒される

公園内には、名水百選として選ばれた出の山湧水が日量8 万 t 以上
も湧き出ています。5 ～ 6 月はホタルの名所として賑わい、淡水魚
130 種類1500 匹を収集する出の山淡水魚展示館や鯉、チョウザ
撮影協力

NOJIRIKO CAFE

0984-47-5575
宮崎県小林市野尻町東麓5114-1

メ、マス料理が味わえる飲食店も。ボート体験もできます。
出の山公園

宮崎県小林市南西方

14:30

ようざんがま

庸山窯で絵付け体験

緑に包まれ、澄んだ空気に自然と深呼吸したくなる絶好のロケーション
にあるのは、作家・川路庸山氏の陶磁器工房。ここでの絵付け体験では、
オンリーワンの皿や湯呑み作りに挑戦できます。体験教室をのぞきに来
る2頭の馬にも癒されながら、
絵付けに没頭する時間を楽しんでみたい。
撮影協力

心ときめく
ワンプレート

庸山窯

0984-25-0144

12:00

地産地消グルメの
ランチで満たされる

宮崎県小林市細野5740-478

17:00

野菜、ホエー豚、お米など地元食材が中心に用いられ、生産

神の郷温泉でリラックス

地が近いからこその鮮度の高さと、おいしさにうっとり。

毎分1.5t という、日本でも有数な温泉湧出量を誇る。露

前菜、スープ、野菜、メイン料理がワンプレートになったフ

天風呂から北霧島の杉並木が見え、湯浴みしながら森林

レンチのランチは、お箸でリラックスして味わえます。

浴も。神経痛や慢性皮膚病の効能あり。

撮影協力

撮影協力

Kokoya de kobayashi

0984-23-1800
宮崎県小林市駅南267
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KOBAYASHI

11 :00

恵の湯

神の郷温泉

080-7816-5595
宮崎県小林市細野5273-19

荻の茶屋を中心に植えられているヒガンバナは、9 月下旬頃

「Kokoya de kobayashi」
の料理は、芸術品のような美しさ。
フラ

梨、葡萄、柿など、フルーツ狩りが盛んな地域です。もぎたて

糀に魅せられた店主が切り盛りする「rice shop 糀や」
。糀の

から 100 万本ほどが咲き、見惚れるほどの絶景が広がりま

ンスをはじめ日本大使館公邸料理人としての経験を持ち、ソムリエ

の果物は、香り、食感、風味のすべてが格別。口いっぱいに広

販売だけでなく、カフェスペースで生甘酒を使ったオリジナ

す。春には八重桜とツツジ、夏は紫陽花やネムの花も。

の資格も持つシェフがセレクトしたワインや地元の焼酎も最高です。

がるジューシーさに、思わずニヤけてしまいます。

ルドリンクが味わえます。イチオシの 1 杯はスムージー。
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花！ 花！ 花！
桃源郷の世界へ

2日目

13:30

生駒高原の花畑を散歩

10:00

小野湖とままこ滝周辺に広がるレジャ

花畑の代名詞といえる生駒高原。霧島山の麓一面が季節の

ー施設。ログハウスでの宿泊、栗狩り、

花で埋め尽くされます。秋は 15 種類100 万本のコスモ

紅葉など、あらゆる楽しみ＆過ごし方

ス、春は 20 万本の菜の花と 25 万本のアイスランド・カ

ができます。長さ 155m、水面からの

リフォルニアポピー。
ずっと眺めていたい優美な風景です。
生駒高原

すきむらんどで
自然に包まれる

高さ 30.5m の大つり橋は、スリル満
点で進むたびにドキドキ。

0984-27-1919

宮崎県小林市南西方8565

撮影協力

すきむらんど

0984-48-2480
宮崎県小林市須木下田412-6

MIYA Z AKI

TK AOKBAACY H
A ISHHOI

須木栗は大粒
なのが特徴 !

M
M II YY AA ZZ AA KK II

陰陽石で
パワーチャージ

霧島火山帯の溶岩からできた陰陽石は、夫婦岩とも呼ば
れ安産祈願、子宝の神として信仰されています。一説に
よれば、美女に惹かれた竜が天から降りてきたという伝
説も。世界的に珍しく貴重な石で、一見の価値ありです。

16:00

KOBAYASHI

13:00

搾りたて牛乳でつくられた
チーズをショッピング

乳牛を飼育する酪農家の直営店。ショップに並ぶのは、搾り
たての牛乳をそのまま使ったモッツァレラチーズやカチョカ
バロチーズなど。濃厚なソフトクリームもぜひ体験して。

17:00
11 :30

オーガニック野菜たっぷり
ランチで心身を整える

小林市観光協会では、マロングラッセや栗羊羹など、特産品
の須木栗や柚子で作られたスイーツ、調味料などがずらり。
素材を知り尽くした作り手が丁寧に作った逸品ばかりです。

地産の野菜はすべて有機栽培または自然栽培のもの。大地のパワーを
感じながら、旬の野菜のランチをいただけば、心も体もすっきり。
撮影協力
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イーヴィレッジ

0984-24-0425

小林市観光協会でお土産を購入

宮崎県小林市本町19

撮影協力

陰陽石

宮崎県小林市真方6081

ダイワファーム

0984-23-5357
宮崎県小林市東方4073

小林市観光協会
地元でも人気 !
ソフトクリーム

0984-22-8684
宮崎県小林市細野1829-16（KITTO 小林1F）

天然酵母パン、シリアル、大麦粉、スパイス 、薬草など、
「イ

大小11 のトンネル、
屏風岩、
河童にまつわる伝説が残る洞窟、

「ダイワファーム」
の牛乳は、
コク深くも口当たりはすっきり。

小林生駒高原葡萄酒工房で販売されているオリジナルワイン

ーヴィレッジ」に行けば地元の良品に出会えます。フェアト

市有形文化財の橋満橋など、約4km ある三之宮峡も見所盛り

牛乳のおいしさと栄養分が生きたプレーンヨーグルトや生乳

「ん・ダモシタン」
。小林市の西諸県地区で
「あらまぁ！」
を
「ん

レードのアイテムも充実しているので長居は必至。

だくさん。
※2020 年12 月現在、
大雨の影響により立入禁止。

と砂糖で手作りするミルクジャムも要チェックです。

だもしたん！」
ということから商品名になったそう。
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AREA

05

緑の中でくつろぐ
ひなた時 間を存分に
14:30

えびの

菅原神社の大鳥居の前で一礼

御祭神は、菅原道真公。田園風景の中にドドンと鎮座
する大鳥居の存在感たるや。市指定文化財になってい

のどかな田園風景と、訪れた人の心を清々しい気持ちに

る、仁王像も見ものです。

えびの モデルコース

する陣の池やえびの高原など、自然から生まれた美観に
ほのぼの。時間を忘れて穏やかな時間を過ごしたい人に

9:00 陣の池

10:30 えびの高原

ぴったりのエリアで主要な都市へも好アクセス。

カフェでランチ

14:30 菅原神社

菅原神社

13:00 古民家

0984-37-2663（えびの市観光協会）
宮崎県えびの市大字水流574

15:30 真幸駅

17:00 京町温泉

13:00

古民家カフェの
ランチでほっこり

古民家をリノベーションしたカフェはまるで祖
母の家を訪れたような懐かしさが感じられま
す。地元食材を活かして丁寧に作られたランチ
の煮物や揚げ物、
おひたしにもほっこり和める。
撮影協力

かふぇ 木蓮

9:00

あちこちに

田の神さぁ

昔ながらの
面影を感じて

美しい湧水に
引き込まれる

MIYA Z AKI

T A KE A
BC
I NH O
IHO

0984-48-8080
宮崎県えびの市大字向江646-5

名称のいわれは、戦国武将がこの
M I YMAI ZY A K
Z IA K I

場所に陣を構えたことから。湖面
EBINO

がエメラルドグリーンに見える湧
水池は、大池と小池の 2 つありま
す。どちらの池も水底がくっきり
と見えるほど透き通っていて、幻
想的な眺めが終日広がります。
陣の池

0984-37-2663（えびの市観光協会）
宮崎県えびの市末永2439-3

10:30

真幸駅はハッピースポット

17:00

1911 年に県内で初めてできた駅。駅舎は、開設当時のまま。
ホーム中央には幸せの鐘が設置され、駅名の“真幸”は“真の幸

韓国岳、えびの岳、白鳥山、甑岳に囲まれた、霧島山の標高1200m

せ”と読めることから、記念入場券（人吉駅、吉松駅で購入可）を

に広がるえびの高原。白鳥山展望台やえびのエコミュージアムセン

お守り代わりに購入する人も多い。※2020 年7 月豪雨の影響

ターからは、火山が作り出した壮大な景色が見渡せます。

で八代〜吉松間は不通となっています。
（2020 年12 月現在）

えびの高原

真幸駅

0984-33-3002（えびのエコミュージアムセンター）
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15:30

展望台＆ミュージアムから
スペクタクルな景色を望む

宮崎県えびの市末永

宮崎県えびの市内堅947

京町温泉で街歩き＆
宿でゆっくり

県内随一の温泉資源を誇るローカルな温泉
地。
商店街・京町銀天街、
共同浴場などがあり、
散策途中には、多数ある足湯にも浸かろう。
京町温泉

0984-37-2663（えびの市観光協会）
宮崎県えびの市向江

えびの高原近くの白鳥温泉は、上湯と下湯の２箇所にわかれていて、

焼酎の神様・金松法然は、焼酎を供えて願い事をすれば、１

「かふぇ 木蓮」のランチは、母の味を大切に 3 姉妹が旬の食

豊作をもたらす神様として、冬は山の神、春になれば里に降

趣向の異なるお風呂が用意されています。西郷隆盛も湯治に訪れた

つ叶えてくれるといわれています。近くの長谷ストアーで

材で手作りする日替わり。食後には、これを目当てに訪れる

りて田の神になる“田の神さぁ”
。自然石、地蔵型、神官型、農

という歴史ある温泉。眺めも違うので、ハシゴするのもおすすめ。

は、焼酎、線香などが入った参拝用セットが入手できます。

人もいるという、季節のフルーツのパフェやケーキを。

民型と市内のいたるところに田の神さぁを見かけます。
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ちょっと足を伸ばして
1

西部 ／ 都 城 市

2

関之 尾滝

まだ ま

宮 崎の

だ ある

北部 ／ 延 岡市

比叡山 ・ 千畳 敷 展 望 所

5

北部 ／ 高千穂 町

6

民 宿まろうど

中部 ／ 綾町

蔵元 綾 酒泉の杜

つり橋から大迫力の滝と水しぶきを感じられる関之尾滝は、日本の

山水画を思わせる比叡山の絶景を望むことができる展望所。比叡

高千穂の食材を使った郷土料理、
創作料理でもてなすアットホームな

「雲海酒造」直営の観光施設。30 種類以上の多彩なお酒やお

滝100 選＆ジオパーク認定されています。滝の上流にある甌穴群

山は一枚岩の花崗斑岩が連なり、クライミングの名所としても有名。

民宿。
近くには秋元神社や推定樹齢500年の桂の巨木など見所も。

土産がそろう売店のほか、ワイナリー、ガラス工房、レストランも。

は世界に類がないほどの規模です。午前中は虹が出ることも。

宮崎県延岡市北方町菅原

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字向山6604
0982-72-7226

宮崎県都城市関之尾町6843-20

北部 ／日之 影 町

4

石垣茶屋

北部 ／ 諸 塚 村

もろっこはうす

7

MIYA Z AKI

3

宮崎県東諸県郡綾町大字南俣1800-19
0985-77-2222

大分県

西部 ／えびの市
高千穂町

道の駅えびの

日之影町

RECOMMENDED SPOTS

オススメS P OT

5

10

3

延岡市

2

388

218

503

4
388

熊本県

327

MIYA Z AKI

388

219

265

7

RECOMMENDED SPOTS

諸塚村

265

綾町

小林市

10

6

268

宮崎市
10

“石垣の村”という日本一高い石垣がある日之影町戸川地区の集落
にあり、地元の特産品を販売。宿泊も可能。

木造二階建て、木の香りがあふれる諸塚村の特産品販売所。みや

地元の朝どれ野菜や和牛の販売、旬の新鮮素材で手作りされた

ざき乾しいたけや柚子胡椒、よもぎが香る草だんごが名物。

料理が並ぶ食堂など、買い物も食事もしたい時はここへ。

宮崎県西臼杵郡日之影町大字七折7282-1
0982-87-2295
※2020年12月現在、平日交通規制あり。詳細は日之影町観光協会HPへ。

宮崎県東臼杵郡諸塚村家代2640-3
0982-65-0264

1

宮崎県えびの市永山1006-1
0984-35-3338

宮崎EVENTカレンダー
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青島裸まいり

スポーツキャンプ

日向ひょっとこ夏祭り

飫肥城下まつり

高鍋城灯籠まつり

宮崎神宮大祭

1月第二月曜日

1月～ 2月

8月第一土曜日

1 0月第三土 曜日・日曜日

10月中旬

10月下旬

山幸彦の伝説に基づき、毎年400～500

プロ野球や J リーグなど様々なチー

全国各地から踊り手が参加し、リズム

侍大将や女武者が練り歩く、大迫力の

高鍋城址の舞鶴公園や周辺を会場に、

ご神体である神武天皇が乗る神輿の行

名が参加し真冬の海で禊を行います。

ムの練習風景が間近に。

に合わせて踊りながら街を練り歩く。

時代絵巻パレードがメインイベント。

約１万基の灯籠に火が灯される。

列が民に幸せを分け与える。
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高千穂町
天岩戸神社
五ヶ瀬町

10

延岡市

日之影町

延岡

218

JCT.IC

503

諸塚村

388

延岡駅

熊本県

門川町

388

美郷町

327

日向

388

路線

所要時間

会社名

東京（羽田）
－宮崎

約110分

ANA・JAL・
ソラシドエア

東京（成田）
－宮崎

約130分

ジェットスター・Peach

大阪（伊丹）
－宮崎

約70分

ANA・JAL

大阪（関西）
－宮崎

約70分

Peach

名古屋（中部）
－宮崎

約90分

ANA・ソラシドエア

約45分

ANA・JAL・ORC

福岡－宮崎

265

椎葉村

日向市駅

沖縄（那覇）
－宮崎

約80分

ソウル－宮崎

約100分

アシアナ航空

台北－宮崎

約120分

チャイナエアライン

川南町

219

陣の池

西都市
265

えびの駅

えびのJCT

JR吉

都線

221

綾町

小林駅 小林市

えびの高原

高原町

都城市

車道
自動
宮崎

出の山公園
生駒高原

268

国富町

東九
州自
動車
道

えびの市
447

高鍋
高鍋町
新富町
10

宮崎駅
清武
JCT 宮崎

宮崎ブーゲンビリア空港

日南市

南線
JR日

220

鵜戸神宮

222

日南駅

福岡～延岡

ごかせ号

約4時間30分

福岡～日向

ハッコーライナー

約5時間

熊本～宮崎

なんぷう号

約3時間45分

熊本～延岡

たかちほ号

約4時間10分

鹿児島～宮崎

はまゆう号

約2時間45分

長崎～宮崎

ブルーロマン号

約5時間20分

別府・大分～
宮崎・延岡

パシフィックライナー

約3時間45分
約2時間40分

ひむか

約1時間55分

カーフェリー

博多

約5時間10分

小倉

約4時間25分

大分

約3時間

延岡

約1時間

［ 航路 ］

神戸航路

［ 便数・時刻表 ］

神戸→宮崎
月～土／19:10発→翌8:40着、
日／18:00発→翌8:40着

日向

約45分

鹿児島中央

約2時間

宮崎→神戸

宮崎空港

約10分

19:10発→翌7:30着

（ B& S みやざき）
＋高速 バス
J R（ 新幹線 ）

串間市

［ 起点 ］※宮崎駅までの所要時間
0

観光列車

約4時間50分

J R（ 特 急 ）

青島神社

青島駅

鹿児島県

所要時間

フェニックス号
みとシティライナー
サンマリンライナー

［ 起点 ］※宮崎駅までの所要時間

28

三股町

バス名

福岡～宮崎

延岡～宮崎

宮崎港

都城

都城駅

区間

高千穂～宮崎

宮 崎市

10

JR
日豊
本線

木城町 都農町

ソラシドエア

※所要時間は目安、一部を除いて要予約

バス

日向市

西米良村

※所要時間は目安

航空

大分県

熊本空港
（阿蘇くまもと空港）

特 急「海 幸 山 幸」

20km

博多

約3時間5分

新八代駅前

約2時間5分

※2020年4月時点

日南 観 光 は周 遊 バ スで「日南 めぐり号」
宮崎市街と日南エリアを

JR 九州特急「海幸山幸」

結ぶ日南線のリゾート特

に合わせて運行する、日

急。飫肥杉を使ったイン

南市南部エリアの名所を

テリアとソファーシート

巡る周遊バス。風景を眺

で快適に景色を楽しむこ

めながらのバス旅もまた

とができます。

風情があります。

※運転日は HP 等を
ご確認ください。
JR九州案内センター

0570-04-1717（9:00-19:00）

宮崎交通 お客様バス案内センター

みやざき観光情報 サイト

0985-32-0718（平日9:00-18:00）

旬 ナビインスタグラム
＠miyazaki_shunnavi

旬ナビ
宮崎県のシンボルキャラクター
みやざき犬
宮崎県観光推進課

0985-26-7103

公益財団法人宮崎県観光協会

0985-26-6100

制作：スターツ出版株式会社

