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○　女子力UP!!!　コース
　種子島にはパワースポットや癒しの場所がたくさんあります。ゆっくりゆった

りと巡って，癒されて，女子力UPさせてみませんか？

美味しいお茶とともに見事な庭を見てみよう！

種子島の温かい「おもてなしの心」を実感できます！

で20分

　エメラルドグリーンの海はなかなか味わえません！

　ゆっくりとこの海を満喫してみてください。

　また，シーズン中（4 月下旬～ 9 月中旬）はキャンプもでき

ますよ！

☎：0997-22-1111（西之表市役所　経済観光課）

☎：0997-28-1187（浦田シーサイドハウス

　　　　　　　　　　　　4 月下旬～ 9 月中旬のみ）

住所：西之表市西之表 7528　　☎：0997 － 22 － 2101  

料金：大人 200 円　高校生 150 円　小中学生 100 円（団体割引あり）

( 鉄砲館との共通券を使うとお得です。)

時間：9：00 ～ 17：00（入館は 16：30 まで）　休み：毎月 25 日（7・8 月は除く）

①赤尾木城文化伝承館　『月
げっそうてい

窓亭』

②浦
うらだ

田海水浴場

これもチェック！！

「生き人形　山の井様」

種子島家に代々伝わる，端正な面立ちと伏し目が

ちなまなざしを持つ等身大のお人形。人間同様に

扱われ季節毎に衣替えも行われます。

日本の水浴場 88 選に選ばれた海水浴場です。

透明感あふれるきれいな海を直接感じてみませんか？

　月窓亭は 1793 年に建造された種子島の家老羽生道

潔のお屋敷跡。明治以降は種子島家当主が住んでいた

こともあり，庭には亜熱帯性の植生やサンゴ石を融合

させた独特な美の世界が広がります。
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で10分

で30分

　ここのアコウの木にはきっと圧倒されるはず！この大きなア

コウの木から幸福を GET しよう！

　近くには，種子島最北端の喜
き し が さ き

志鹿崎灯台もあります。

住所：西之表市国上 1053 番地

　大きく深呼吸してみよう！空の大きさ，海の大きさにきっと感激

すること間違いなし！

　また，展望台から歩いて 5 分にある天女ヶ倉神社には天狗の足

跡と伝えられている手水鉢があり，種子島のパワースポットの一つ

となっています。

住所：西之表市安納 4462 番地 1（天女ヶ倉公園）

それぞれお好みのお土産づくりへ

③　奥
おく

神社

④　天
あまめ が く ら

女ヶ倉

　福を呼ぶ樹木として昔から崇められてきたアコウの
木。満願成就や縁結びや安産などにご利益があるとい
われています。
　この神社には『七匹と身の片平』という伝説があり，
強く願えば願いを叶えてくるといわれる神社。

　展望台に登ると 360 度のパノラマを楽しむこ

とができます。特に太平洋側の風景は絶景です。
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⑥　夕日

⑤　自分へのお土産づくり

⑦　地元の食材に舌鼓 !

旅の記念に自分へのお土産を手づくりしてみよう！

世界に一つだけのお土産はいかがですか？

　西側の海に沈む夕日を見に行こう！

　

　種子島の西側の海岸線ではきれいな夕日を眺めること

ができます！ここで，明日への力をチャージ！！

海に囲まれた種子島。夕ご飯はやっぱり新鮮なお魚！

島で作られた焼酎とともに召し上がれ！

市内の夕日スポットへ

市内の飲食店へ

種子島ではお土産を手づくりできるところがありま
す。
自分にぴったりの一品を手づくりしてみませんか？
　（5 ページ参照）

せっかく，種子島に来たからには新鮮なお魚を食べてみ

ませんか？

と～っても美味しいですよ！

西の海へと沈んでいく夕日は圧巻です！

穏やかな波の音とともに眺めてみてください。



○とんぼ玉づくり
　　 ・ｈａｕ‘ｏｌｉ　（ハウオリ）

　  　　　　　　住所：西之表市現和 6212　　☎：090-2519-4036

　  　　　　　　所要時間：2 時間程度　　催行人数：１人～　　備考：要予約

　　・種子島手作り体験工房　蓮花創（れんげそう）

　  　　　　　　住所：西之表市西之表 14484-1　　☎：0997-23-2499

　  　　　　　　所要時間：１. ５時間程度　　催行人数：1 人　　備考：要予約

○グラス彫刻体験
　　・あ～と工房　壱心（いっしん）

　  　　　　　　住所：西之表市西之表 15229　　☎：0997-23-2558，090-7159-9397

　  　　　　　　所要時間：２～３時間程度　　催行人数：最大 10 人まで　　備考：要予約

　

○貝殻ストラップ作り体験
　　 ・種子島手作り体験工房　蓮花創（れんげそう）

　  　　　　　　住所：西之表市西之表 14484-1 　☎：0997-23-2499

　  　　　　　　所要時間：１時間程度　　催行人数：1 人　　備考：要予約

○　市内の手づくりお土産やさん　（お問い合わせ）

女子力UPコース

ルート

①月窓亭

西之表港

④天女ヶ倉

③奥神社

喜志鹿崎灯台②浦田海水浴場
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○	 季節を味わうコース
　季節ごとに異なる表情をもたらす種子島。暖かな風と豊かな土壌と海そして食。

種子島で身も心も潤う旅をしてみませんか？

　ここでは，鉄砲伝来についてはもちろんのこと，古代から現代まで

の種子島について全てが分かりやすく学べます！

　独自の文化を育んできた種子島について一度学んでみませんか？

　種子島にやってきた南蛮船をイメージした建物もユニークですよ！

　種子島のおもてなしをここで感じてみませんか？

　ここでお茶と手づくりの島のお菓子をいただきながら，種子島の昔

話や生活についてボランティアガイド『ひとつ葉の会』の方からの話

に耳をかたむけ，ゆったりとした島時間を味わってみてください。

　天女ヶ倉で眼下に広がるパノラマを体験し，種子島の海と大地

との見事な融合を楽しみましょう♪

　季節ごとに変わる色や風景にきっと心動かされるはずです！

　住所：西之表市安納 4462 番地 1（天女ヶ倉公園）

住所：西之表市西之表 7528　　☎：0997 － 22 － 2101  

料金：大人 200 円　高校生 150 円　小中学生 100 円（団体割引あり）

（鉄砲館との共通券を使うとお得です。）

時間：9：00 ～ 17：00（入館は 16：30 まで）　

休：毎月 25 日（7・8 月は除く）

住所：西之表市西之表 7585　　☎：0997-23-3215　　

料金：大人 420 円　高校生 270 円　小中学生 130 円　（団体 20 名以上で割引あり）

（月窓亭との共通券を使うとお得です。）

時間：8：30 ～ 17：00（入館は 16：30 まで）　休：毎月 25 日（7・8 月は除く）

種子島についたらまずはここから！

で5分

で20分

①　鉄砲館で種子島の歴史・文化を学ぶ

②　月窓亭で種子島流のおもてなしを味わう

③　天女ヶ倉で雄大な景観を眺める



　春から夏にかけてはカヤック・シュノーケリングなどのエコ

ツアーがおすすめ！南国の自然をぜひ体感してみませんか？

（8 ページを参照）

　秋から冬にかけては黒糖を自分の手で作ってみませんか？

種子島特産のサトウキビから作る黒糖を自分で作ってみると

美味しさもひとしおですよ！

※黒糖づくりは，サトウキビ収穫期の 11 月～ 4 月の期間限

　定となっています。

　・沖ヶ浜田黒糖生産組合（要予約）

　　☎：0997-28-0866

　・よかとこ安納自立協議会（要予約）

　　☎：0997-25-1068

　種子島の特産品の一つに芋焼酎があります。島内には 4 つの蔵元があり，

それぞれ特徴のある焼酎を作っています。見学可能の蔵元もありますので，

ぜひ，蔵元を見学してお気に入りの味を探してみませんか？

見学可能蔵元（西之表市）

・高崎酒造株式会社（要予約）　☎：0997-25-0707  時間 :9:00 ～ 17:00

・種子島酒造株式会社（要予約）☎：0997-22-0265 時間 :8:30 ～ 17:00

　種子島は“島”という名のとおり，ぐるっと海に囲ま

れています。　　

　そのため，島内の飲食店では海産物や島の特産物が多

く提供されています。

　種子島に来たからにはぜひ，新鮮な海産物と美味しい

島の料理に舌鼓を打ってみませんか？

▼

川の中をゆったり進
んでメヒルギ群の自然
を満喫

▼ 透き通る海で太陽
の光を浴びながらの
シーカヤック

▼職人さんたちの
黒糖づくりの様子

それぞれ好みのレジャーや体験へ

それぞれの蔵元へ

市内の各飲食店へ

④　種子島の自然を体感する

⑤　種子島のお酒“芋焼酎”の蔵元を見学

⑥　地元の食材を使った料理を味わう

写真提供：Ocean　Guides
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○ダイビングショップ
　・種子島ダイビングセンター　Sea-Mail（シーメール）

　　住所：西之表市西之表 7253-15　☎：0997-24-3960

　・IM　Divers（アイエムダイバーズ）

　　住所：西之表市国上 3762　　　　☎：0997-28-0306

○エコツアー
　・種子島シーカヤック　ランドアースオーシャンスポーツクラブ

　　住所：西之表市西之表 6387-40　☎：0997-23-5139

　・Ocean　Guides（オーシャンガイズ）

　　住所：西之表市西之表 14477　　☎：0997-22-0880

○サーフショップ
　・ORIGIN（オリジン）

　　 住所：西之表市西之表 7486-1 　☎：0997-22-0358

　※　時間のある方は，ぜひ！

○　マリンレジャー（西之表市）　お問い合わせ先

季節を味わうコース

ルート

①鉄砲館

②月窓亭西之表港

③天女ヶ倉
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○	 種子島で楽しむ家族の休日コース

　ここ種子島は，家族で過ごすにはもってこいの場所。広い公園や透き通っ

た海水浴場，満天の星空など他の場所では得られない家族の思い出を種子島

でたくさん作ってみませんか？

　西之表港から車で，北へ 15 分ほど行ったところにあるあっぽ～らんど。

ゴーカートやボート，たくさんの遊具などがあり，親子で遊ぶにはもって

こいの場所です！

　お弁当を持って，このとても広い公園で家族みんなでゆっくりゆったり

と遊びませんか？

　太古の自然を思わせるヘゴの森を歩いて

マイナスイオンを感じてみませんか？

　自然の大きさ，素晴らしさに感動すること間違いなし！！

　

　住所：西之表市国上 1438-4

　種子島は日本でも有数のサーフィンスポット。

　多くの人がサーフィンを楽しんでいます！

　ぜひ一度，サーフィンスクール等を通して

サーフィンを体験してみませんか？

　日本水浴場８８選に選ばれた透明度の高い浦田海水浴場で

シュノーケリングを楽しみませんか？

　海の中で出会う様々な生き物の虜になるのは間違いなしです！

住所：西之表市西之表 1910（西京ダム湖周辺）

時間：9:00 ～ 17:00　（あっぽ～らんど広場）

☎：0997-23-2555

①　西之表市民いこいの公園『あっぽ～らんど』で思いっきり遊ぶ

②　ヘゴ自生群落で森林浴

③　種子島の海で大いに遊ぶ

写真提供：Ocean　Guides
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　海のすぐそばでキャンプ。

　バーベキューのケータリングを利用して

楽しむのもいいかも。

　　　

　住所：西之表市国上 89 番地 4

　☎：0997-28-1187　　

　海水浴場・キャンプ場開設期間：4 月下旬～ 9 月中旬

　種子島は街灯などの影響を受けにくいため，満天の星

空を見ることができます。

　数えきれない星々を見て，流れ星に願い事をしてみま

せんか。

　少しだけ街から離れるだけでこぼれ落ちるような星空

を見ることができますよ！！

④　浦田海水浴場キャンプ場でキャンプ＆バーベキュー

⑤　夜は空一面に散りばめられた星をみよう！！
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種子島で楽しむ家族の休日コース

ルート

西之表港

①あっぽ～らんど

②ヘゴ自生群落

③④⑤浦田海水浴場・キャンプ場




