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瀬戸内 備 前 赤 穂 相 生
【 Setouchi-city,Okayama pref. 】 【 Bizen-city,Okayama pref. 】 【 Ako-city,Hyogo pref. 】 【 Aioi-city,Hyogo pref. 】

心を奪う絶景と、受け継がれる

伝統が同居する街。

日本のエーゲ海「牛窓」の景観は
瀬戸内海の多島美が織りなす絶景。

吉井川を見下ろす山の上にあり、境内には
本堂や三重塔などが配置されるほか、多くの
重要文化財も所蔵する。
●岡山県瀬戸内市邑久町北島1187／JR大富駅よ
り徒歩で約20分

日本初の国立公園｢瀬戸内海｣の美しい多島美の夕景な
ど、訪れる人 を々魅了する絶景。また、日本刀の産地として栄
えた地でもあり、伝統の技を体感できる博物館や鍛冶場も
ある。自然が織りなす美と古くから受け継がれる文化に触
れて、感性を刺激する旅を満喫してはいかがだろう。

刀匠の守護神。足利尊
氏が目を患い祈願して平
癒したため、刀匠たちが
信仰したと伝えられる。
●岡山県瀬戸内市長船町
長船1151／JR長船駅より
車で約10分

日本刀の一大産地として栄えた長船にある、刀剣専門の博物館。鍛
刀場や工房では、刀匠や職方の伝統工芸技術を見ることができる。
●岡山県瀬戸内市長船町長船966／JR長船駅より車で約7分

1670年に創建。史跡巡りだけでなく、国宝であ
る講堂では論語朗誦体験など、特別な学びを体
験できる。
●岡山県備前市閑谷784／JR伊里駅より車で約15分

十六体の羅漢石仏が置かれる洞窟散策ができるほか、敷地
内に鍛刀場があり見学も可能。キャンプ場やコテージも有り。
●兵庫県相生市矢野町瓜生字羅漢口28／JR相生駅より車で約20分

備前長船刀剣博物館

上寺山餘慶寺

牡蠣をはじめとした、播磨灘で獲
れた新鮮な魚介がその場で食べ
られる。人気の焼きあなごは、ふっ
くらかつジューシーなのでぜひ。
●兵庫県相生市相生6丁目／JR相生
駅より車で約10分

南は瀬戸内海国立公園に面した海を眺める絶景、北は県
立自然公園の緑豊かな地形。刀鍛冶体験や陶芸体験、木
工体験・農業体験、ハイキング、名物のペーロン競漕の体験
も楽しめます。夏には甘さと香りが特徴で希少な「矢野メロ
ン」、冬には相生湾で育った牡蠣と、一年を通じて季節の味
覚も楽しみのひとつ。

あいおい白龍城の敷地内
にある、ペーロン船の艇
庫。ペーロンの歴史やペー
ロン船の構造を紹介する
展示を見ることができる。

相生の特産品・おみやげの販売やレストランでの食事はもち
ろん、ペーロン船展示や温泉施設も併設する道の駅。相生の
魅力が詰まったスポット。
●兵庫県相生市那波南本町8-55／JR相生駅より車で約8分

あいおい白龍城

ペーロン海館

相生市立水産物市場

羅漢の里

赤穂温泉

ペーロンの体験乗船

ふるさと交流館

豊かな自然と温暖な気候。

日本人の心癒される文化を感じて。

旧閑谷学校を含むストーリーが
日本遺産にも認定された、海と山と文化が育まれた街。

千年続く伝統工芸「備前焼」の里。日本初の庶民のための
学校「旧閑谷学校」が現存し、国宝の講堂をはじめとした教
育遺産を活用した昔ながらの学びが体験できる。茅葺屋根
の家並みが残る「八塔寺ふるさと村」や県下一のカキ生産
量を誇る日生地区など、自然豊かな地ならではの資源が豊
富なのも魅力。

日本屈指の

歴史スペクタクルの舞台。

数多くの作品で描かれる、
赤穂義士の心意気が息づく街。

食と文化を育む海、

緑豊かな地形と歴史スポット。

地元の豊かな食材や、
海・山の体験を楽しむ街。

忠臣蔵として演劇や映画で知られる赤穂事件ゆかりの地。
赤穂城を中心とした城下町としての名残が見られ、市内に
は花岳寺や赤穂城跡、赤穂大石神社など、歴史を感じるこ
とができる観光名所が多数存在する。一年を通じて晴天が
多い気候から塩田が栄え、塩を使った名産も豊富。

映画「黒い雨」のロケ地としても使われた、茅葺屋根の古民家が点在
する農村風景の中にある宿泊施設。いろりを囲んでの団らんや五衛
門風呂などを体験できる。
●岡山県備前市吉永町加賀美119／JR吉永駅より車で約30分

旧閑谷学校

八塔寺国際交流ヴィラ

境内には、四十
七義士の墓、宝
物館、義士木像
堂などがある。
●兵庫県赤穂市
加里屋1992／
JR播州赤穂駅よ
り徒歩で約10分

赤穂市有数の絶景スポット。伊和都比売神社前の
「一望の席」では、のんびり座って海を眺められる。
●兵庫県赤穂市御崎／JR播州赤穂駅より車で約15分

赤穂市の東部、千
年以上前から瀬
戸内往来の重要な中継地として重宝さ
れた、坂越湾に面する港町。古い町並
みや坂越湾の美しい眺望で知られる。
●兵庫県赤穂市坂越／JR坂越駅より徒歩
で約30分

健康回復・美肌効果に優れ日本有数の泉質を誇
る。眼下に広がる瀬戸内海の眺望は西日本随一。
●兵庫県赤穂市御崎／JR播州赤穂駅より車で約15分

赤穂事件の討ち入りを指揮した大石内蔵助をは
じめ、四十七義士をご祭神とすることから、「大願成
就」「心願成就」の神として崇敬を集める。
●兵庫県赤穂市上仮屋旧城内／JR播州赤穂駅より徒歩
で約15分

瀬戸内海の湾の中でも特に入り組んだ地形が、独特の自然美を成
形する。特に万葉の岬からの景観は相生市有数の絶景。
●兵庫県相生市相生字金ヶ崎5321周辺／JR相生駅より車で約20分

花岳寺

坂越

赤穂御崎

生島（坂越湾）

赤穂御崎

赤穂大石神社

おみやげ絶景 おみやげ おみやげ

ドラと太鼓の音に合わせて「ペーロン船」と
呼ばれる木造の舟を走らせる「ペーロン
競漕」。4～10月末までは、ペーロン海館
でペーロン漕ぎ体験ができる（予約制）。

昔ながらのおもちゃを手作りできる、家族で
のおでかけにおすすめのスポット。備前焼の
陶芸教室や農業体験も参加できる。木造の
ほのかな香りがする宿泊施設も有り。
●兵庫県相生市矢野町中野129／JR相生駅より
車で約15分

ふっくらした身と濃厚な
風味が持ち味の、相生
市の名産品。バーベ
キュースタイルで一年中
味わえる施設もあり、新
鮮な牡蠣を堪能できる。

相生かき（一年かき）

港町ならではの、イカを
使った人気お菓子。地
元の家庭では子どもの
おやつからお父さんの
お酒のツマミにと、幅広
く愛されている元祖する
めフライです。

うまいか

塩づくり体験 塩の国

赤穂義士が吉良邸に討入りした12月14日に行わ
れる一大イベント。中でも忠臣蔵パレードは、観衆を
300年前の世界に引き込む。
●開催場所  赤穂市街地

「海洋科学館･塩の国」では、流下式塩田
で採取した、塩分を濃くしたかん水を煮
つめて塩をつくる体験ができる。
●兵庫県赤穂市御崎1891-4／JR播州赤穂駅
より車で約10分

赤穂市のある播磨
地域は名酒蔵の多
い土地としても有名。
奥藤商事の「忠臣
蔵」は新種の品評会
では例年高い評価を
受ける銘酒。

清酒『忠臣蔵』

赤穂土産と聞いて
真っ先に思い浮かぶ
名産品。江戸時代よ
り塩の歴史と共に歩
み続けた銘菓は、上
品な後味で食べやす
く、幅広い層に人気。

塩味まんじゅう備前焼体験
日本六古窯の一つである備前
焼。その産地である備前市では
多くの陶房で備前焼の作陶を
体験できる。手びねりや電動ロ
クロを使っての体験もあり、焼き
方も伝統的な登り窯や電気窯
など、さまざまなプランがある。
●JR伊部駅周辺

五味の市
漁師町ならではの活気のある掛け声と人情味あ
ふれるおかみさん達との会話も楽しめる日生町漁
協の魚市場。旬の魚介類のほか、冬季は特産のカ
キや、日生の珍スウィーツ・カキフライソフトやカキご
ろごろ弁当も是非。
●岡山県備前市日生町日生801-4／JR日生駅より徒歩で
約18分

10haの敷地に約2,000本の成木を栽培するオ
リーブ園。園内の散策だけでなく、敷地内には宿
泊施設やショップもある。
●岡山県瀬戸内市牛窓町牛窓412-1／JR邑久駅より車
で約20分

１階はお土産、2階は
約160軒の備前焼作
家・窯元の作品を展
示即売している。きっ
とお気に入りの作風
が見つかるはず。
●岡山県備前市伊部
1657-7／JR伊部駅舎内

日生カキをふんだん
に使用するお好み焼
きは、牡蠣の産地なら
ではの名物。海の香
りを感じる新鮮な牡
蠣の旨みを、存分に
堪能できる。（夏季は冷
凍カキを使用します。）

日生カキオコ

靭負神社

沖に出て風を感じ、マストいっぱいに大きな帆
をあげてのクルージング。瀬戸内海に沈む夕
日を眺めながら、贅沢な時間を満喫できる。

●ホテル・リマーニ　岡山県瀬戸内市牛窓
町牛窓 3900／JR邑久駅より車で約20分

牛窓オリーブ園Unique
Experience

Unique
Experience 赤穂義士祭

干潮になると、黒島、中ノ小島、端ノ
小島を結ぶ一本の道が浮かびあが
り、歩いて渡ることができる。（ホテル・
リマーニより送迎ボートあり）

ヨットクルージング

相生ペーロン祭

万葉の岬

牛窓の夕陽

（天王社刀剣の森）

黒島ヴィーナスロード

きゅうしずたにがっこう

きゅうしずたにがっこう

かやぶき

かやぶき

きゅうしずたにがっこう

強さと美しさを湛える日本刀を育てた、匠のこだわりを包む自然美と感性美。

匠の技を通し、伝統と格式を想う旅。
日本人が大切にする、学ぶ心と礼節を説き人々に広めたはじまりの地。

生活美を生んだ、海・緑・炎に学ぶ旅。
世代を超えて日本人から愛される、47人の義士と旅人を癒す名湯の郷。

人を想う気持ちを学ぶ、心穏やかな旅。
古の歌人も想いを馳せた、穏やかな海と生きる風待ちの街。

自然が育んだ多彩な食と文化で、心満たされる旅。

備前焼（備前焼伝統産業会館）

おすすめモデルコース

送迎ボートで　
約10分

送迎ボートと車で　
約45分

車で
約30分

車で 
約5分  

徒歩で　
約5分

ヨット
クルージング

黒島
ヴィーナスロード

上寺山
餘慶寺

 牛窓
オリーブ園

備前長船刀剣
博物館

靭負
神社

おすすめモデルコース おすすめモデルコース

赤穂大石神社 赤穂御崎花岳寺赤穂城跡 坂越 赤穂温泉

おすすめモデルコース

水産物市場で
海鮮ＢＢＱ

万葉の岬
ペーロン

海館
羅漢の里

鍛刀場
見学

あいおい
白龍城

車で
約25分

徒歩で　
すぐ

車で
約35分

徒歩で　
すぐ

車で
約20分

車で
約12分

車で
約16分

徒歩で
すぐ

徒歩で
約12分　

徒歩で　
すぐ

車で
約20分

徒歩で　
約6分

車で
約10分

車で
約3分　

徒歩で　
すぐ

備前焼
作陶体験

旧閑谷学校五味の市
八塔寺

国際交流ヴィラ
カキオコ

備前焼の里
伊部散策

日生諸島
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写真提供：岡山県観光連盟


