らくらく鹿児島巡り事業 観光施設一覧
9月21日
施設名

住所

電話番号

鹿児島エリア
鹿児島市
鹿児島市維新ふるさと館

鹿児島市加治屋町23-1

099-239-7700

仙巌園・尚古集成館

鹿児島市吉野町9700-1

099-247-1551

Kurozu Farm CAFE AND MARKET

鹿児島市上之園町21-15

099-204-9511

鹿児島市立美術館

鹿児島市城山町4-36

099-224-3400

鹿児島県歴史・美術センター 黎明館

鹿児島市城山町7-2

099-222-5100

天文館むじゃき本店（1階・2階）

鹿児島市千日町5-8

099-222-6904

奄美の里

鹿児島市南栄1-8

099-268-0331

長島美術館

鹿児島市武三丁目42番18号

099-250-5400

鹿児島市平川動物公園

鹿児島市平川町5669-1

099-261-2326

かごしま水族館

鹿児島市本港新町3-1

099-226-2233

都市農村交流センターお茶の里

鹿児島市春山町1065-1

099-295-0310

スパランド裸・楽・良

鹿児島市東俣町1450

099-245-7070

桜島ビジターセンター (桜島)

鹿児島市桜島横山町1722-29

099-293-2443

道の駅「桜島」火の島めぐみ館 (桜島)

鹿児島市桜島横山町1722-48

099-245-2011

桜島フェリー (桜島)

鹿児島市桜島横山町61-4

099-293-2525

湯之平展望所 (桜島)

鹿児島市桜島小池町1025

099-293-3558

桜岳陶芸 (桜島)

鹿児島市桜島赤水町1360

099-293-3939

桜島物産館 (桜島)

鹿児島市桜島赤水町1427

099-293-3558

屋久杉工芸 手づくりの店

鹿児島市喜入一倉町5820-30

099-345-2181

屋久杉見学工場 アリヨシ民芸品店

鹿児島市喜入瀬々串町6612-1

099-347-0613

日置市
日置市観光案内所

日置市伊集院町徳重285番地12

099-248-7380

美山陶遊館

日置市東市来町美山1051

099-274-5778

嘉之助蒸溜所

日置市日吉町神之川845-3

099-201-7700

城の下物産館

日置市日吉町日置2865-7

099-292-5890

小正醸造株式会社 日置蒸留蔵

日置市日吉町日置3309

099-292-3535

いちき串木野市
薩摩藩英国留学生記念館

いちき串木野市羽島4930

0996-35-1865

いちき串木野市総合観光案内所

いちき串木野市上名3018

0996-32-5256

さのさ館

いちき串木野市上名3018-5

0996-32-0780

市来えびす市場

いちき串木野市湊町1-99

0996-21-5082

姶良・伊佐エリア
姶良市
姶良市 蒲生観光交流センター

姶良市蒲生町上久徳2308-1

0995-52-0748

姶良市観光案内所

姶良市東餅田2445-7

0995-67-6052

重富海岸自然ふれあい館 なぎさミュージアム

姶良市平松7675

0995-73-3146

鹿児島県県民の森管理事務所

姶良市北山3464-119

0995-68-0557

都城市（宮崎県）
高千穂牧場

宮崎県都城市吉之元町5265-103

0986-33-2102

霧島市
鹿児島県県民の森緑化センター

霧島市溝辺町有川2987-37

0995-59-2374

西郷公園

霧島市溝辺町麓856-1

0995-55-1515

バレルバレープラハ&GEN

霧島市溝辺町麓876-15

0995-58-2535

道の駅霧島 神話の里公園

霧島市霧島田口2583-22

0995-57-1711

霧島民芸村

霧島市霧島田口2458

0995-57-3153

霧島市観光案内所

霧島市霧島田口2459-6

0995-57-1588

上野原 縄文の森

霧島市国分上野原縄文の森1-1

0995-48-5701

薩摩錫器工芸館 (有)岩切美巧堂

霧島市国分中央4-18-2

0995-45-0177

日当山 西郷どん村

霧島市隼人町内1487

0995-73-3828

坂元のくろず「壺畑」情報館&レストラン

霧島市福山町福山3075

0120-707-380

黒酢の郷 桷志田

霧島市福山町福山大田311-2

0995-55-3231

霧島温泉観光案内所

霧島市牧園町高千穂3878-114

0995-78-2541

湧水町
鹿児島県霧島アートの森

湧水町木場6340-220

0995-74-5945

栗太郎館

湧水町木場677

0995-74-5690

伊佐市
曽木の滝 観光案内所

伊佐市大口宮人635-11

0995-28-2600

大口ふれあいセンター

伊佐市大口里2845-2 大口ふれあいセンター2F

0995-29-4113

第二蒸溜所 伊佐伝承館 永禄

伊佐市菱刈田中1660

0995-26-5500

北薩エリア
さつま町
さつま物産館（宮之城鉄道記念館内）

さつま町宮之城屋地2036-4

0996-53-0525

さつま町宮之城伝統工芸センター

さつま町虎居2638-1

0996-52-1313

北薩広域公園

さつま町虎居5470

0996-21-3939

薩摩川内市
せんだい宇宙館

薩摩川内市永利町2133-６

0996-31-4477

薩摩川内市川内歴史資料館

薩摩川内市中郷2-2-6

0996-20-2344

薩摩川内市川内まごころ文学館

薩摩川内市中郷2-2-6

0996-25-5580

川内原子力発電所 展示館

薩摩川内市久見崎町字小平1758-1

0996-27-3506

祁答院蒸溜所

薩摩川内市祁答院町藺牟田2728-1

0996-31-8115

田苑酒造（株） 焼酎資料館

薩摩川内市樋脇町塔之原11356-1

0996-38-0345

薩摩川内市（甑島）
コシキテラス

薩摩川内市上甑町中甑383-3

09969-2-0525

コシキマリン

薩摩川内市里町里

090-2505-2214

上甑島観光案内所(里港ターミナル内)

薩摩川内市里町里1619-13

09969-6-3930

とんぼろ

薩摩川内市里町里3249-1

09969-3-2600

こしきの漁師家 海聖丸

薩摩川内市里町里3606-1

09969-3-2522

甑ミュージアム恐竜化石等準備室（鹿島支所内）

薩摩川内市鹿島町藺牟田1457-10

09969-4-2211

吉永酒造㈱

薩摩川内市下甑町手打1239-1

09969-7-0027

カフェ恋四季

薩摩川内市下甑町手打797

09969-7-0829

下甑島観光案内所(長浜港ターミナル内)

薩摩川内市下甑町長浜913-4

09969-5-1800

阿久根市
にぎわい交流館阿久根駅

阿久根市栄町1

0996-73-4850

道の駅「阿久根」

阿久根市大川4816-6

0996-74-1400

出水市
出水市出水駅観光特産品館 飛来里

出水市上鯖渕548-3

0996-62-2354

出水市ツル観察センター

出水市荘2478-4

0996-85-5151

出水市ツル博物館 クレインパークいずみ

出水市文化町1000

0996-63-8915

出水麓歴史館

出水市麓町10-39

0996-68-1390

長島町
道の駅 長島ポテトハウス望陽

出水郡長島町指江1576-1

0996-88-5531

南薩エリア
指宿市
かいもん山麓ふれあい公園

指宿市開聞十町2626

0993-32-5566

指宿市営唐船峡そうめん流し

指宿市開聞十町5967

0993-32-2143

長寿庵唐船峡店

指宿市開聞仙田77

0993-32-3155

マンゴーの森

指宿市山川岡児ヶ水1332-4

0993-35-0032

長崎鼻パーキングガーデン

指宿市山川岡児ヶ水1571-1

0993-35-0111

長崎鼻観光会館 にしき屋

指宿市山川岡児ヶ水1581-4

0993-35-0301

山下商店

指宿市山川岡児ヶ水1582

0993-35-0307

焼酎・特産品の店 ながよし

指宿市山川岡児ヶ水1582-13

0993-35-0810

フラワーパークかごしま

指宿市山川岡児ケ水1611

0993-35-3333

道の駅 山川港 活お海道

指宿市山川金生町1-10

0993-27-6507

九州電力 山川発電所展示室

指宿市山川小川2303番地

0993-35-3326

かいもん市場 久太郎

指宿市山川大山860-2

0993-34-0132

ヘルシーランド露天風呂「たまて箱温泉」

指宿市山川福元3292

0993-35-3577

指宿市考古博物館 時遊館ＣＯＣＣＯはしむれ

指宿市十二町2290

0993-23-5100

道の駅いぶすき彩花菜館

指宿市小牧52-4

0993-27-9022

えぷろんはうす池田

指宿市池田3537

0993-26-2799

池田湖マリーナ WARNA

指宿市池田5123-4

0993-28-1696

池田湖パラダイス

指宿市池田5269

0993-26-2211

薩摩伝承館

指宿市東方12131-4

0993-23-0211

御菓子司 鳥越屋

指宿市湯の浜4-11-9

0993-22-3878

砂むし会館 砂楽

指宿市湯の浜5-25-18

0993-23-3900

いぶすき鳥越百貨店

指宿市湯の浜5丁目23-8

0993-23-1212

NPO法人 指宿観光＆体験の会

指宿市湊1-3-2 指宿駅前ビル2階

0993-23-8800

南さつま市
加世田郷土資料館

南さつま市加世田川畑2650-1

0993-53-2111

本坊家旧邸 寶常

南さつま市加世田津貫6615-1

0993-55-2121

焼酎づくり伝承展示館 杜氏の里 笠沙

南さつま市笠沙町赤生木6762

0993-63-1002

歴史交流館金峰

南さつま市金峰町池辺1535

0993-58-4321

坊津歴史資料センター輝津館

南さつま市坊津町坊9424-1

0993-67-0171

南九州市
知覧武家屋敷庭園

南九州市知覧町郡13731-1

0993-58-7878

知覧特攻平和会館

南九州市知覧町郡17881

0993-83-2525

知覧桜見亭

南九州市知覧町特攻平和公園内

0993-83-3211

タツノオトシゴハウス

南九州市頴娃町別府5202-2

0993-38-1883

枕崎市
枕崎市文化資料センター南溟館

枕崎市山手町175

0993-72-9998

枕崎お魚センター

枕崎市松之尾町33-1

0993-73-2311

薩摩酒造(株)花渡川蒸溜所 明治蔵

枕崎市立神本町26

0993-72-7515

大隅エリア
鹿屋市
鹿児島県立大隅広域公園

鹿屋市吾平町上名5354

0994-58-5197

鹿屋市観光物産総合センター

鹿屋市西原3-11-1

0994-41-6111

リナシティ物産コーナー

鹿屋市大手町1-1 リナシティかのや1F

0994-42-1820

かのやばら園

鹿屋市浜田町1250

0994-40-2170

垂水市
道の駅たるみず 湯っ足り館

垂水市牛根麓1038-1

0994-34-2237

道の駅「たるみず はまびら」

垂水市浜平2036-6

0994-45-5727

猿ヶ城渓谷 森の駅たるみず

垂水市新御堂1344-1

0994-32-9601

志布志市
若潮酒造(株)志布志木樽蒸溜所「千刻蔵」

志布志市志布志町安楽215番地

099-472-1185

志布志市埋蔵文化財センター

志布志市志布志町安楽41-6

099-472-0140

志布志市総合観光案内所
志布志市特産品販売所「港湾通り」
蓬の郷

志布志市志布志町志布志2丁目２８－１１
（JR志布志駅構内）
志布志市志布志町志布志3丁目２４－１
（サンポートしぶしアピア１階）
志布志市有明町蓬原351-3

099-472-2224
099-472-1616
099-475-2626

錦江町
道の駅 錦江にしきの里

錦江町神川3306-18

0994-22-0831

ふる里館

錦江町神川780-1

0994-22-2100

大崎町
道の駅 あらさの

大崎町野方2810-7

099-471-0165

曽於市
やごろう農土家市

曽於市大隅町岩川6134-1

0994-82-5666

南大隅町
南大隅町観光交流物産館 なんたん市場

南大隅町根占川南718-38

0994-28-1866

aqua base café

南大隅町根占川南8-485

0994-24-3120

佐多岬観光案内所

南大隅町佐多馬籠413-5

0994-27-3151

種子島エリア
西之表市
種子島開発総合センター 鉄砲館

西之表市西之表7585

0997-23-3215

南種子町
たねがしま赤米館

南種子町茎永4058-1

0997-26-7444

種子島宇宙センター宇宙科学技術館

南種子町大字茎永字麻津

0997-26-9244

南種子町観光物産館 「トンミー市場」

南種子町中之上2420-2

0997-26-2444

広田遺跡ミュージアム

南種子町平山2571

0997-24-4811

屋久島エリア
屋久島町
本坊酒造(株)屋久島伝承蔵

屋久島町安房2384

0997-46-2511

屋久島町 屋久杉自然館

屋久島町安房2739-343

0997-46-3113

杉匠

屋久島町安房650-113

0997-46-2123

武田館/YAKUSHIMA BLESS

屋久島町安房650-18

0997-46-2258

屋久島観光センター

屋久島町宮之浦799

0997-42-0091

屋久島環境文化村センター

屋久島町宮之浦823-1

0997-42-2900

梢回廊キャノッピ

屋久島町原677-44

0997-49-3232

ぷかり堂

屋久島町小瀬田719-39

0997-43-5623

島のかおりラボやわら香

屋久島町楠川1471-5-1F

0997-42-0109

奄美群島エリア
奄美市（奄美大島）
鹿児島県奄美パーク

奄美市笠利町節田1834

0997-55-2333

マリンサービス・サラサ

奄美市笠利町大字櫛田通山1817-1

0997-63-2567

本場奄美大島紬泥染公園

奄美市名瀬伊津部勝727

0997-54-9088

（株）みなみ紬

奄美市名瀬鳩浜町215

0997-53-1373

宇検村（奄美大島）
ケンムンの館

宇検村湯湾2937-81

0997-67-2919

大和村（奄美大島）
大和まほろば館

大和村大棚49

0997-57-2980

瀬戸内町（奄美大島／加計呂麻島）
瀬戸内町きゅら島交流館

瀬戸内町古仁屋船津33-1

0997-72-0363

水中観光船せと（せとうち海の駅1階）

瀬戸内町古仁屋大湊26-14

0997-72-1326

加計呂麻島展示・体験交流館

瀬戸内町諸鈍操原316

0997-76-0676

龍郷町（奄美大島）
総合観光施設 浜千鳥館

龍郷町瀬留1435

0997-62-3778

町田酒造株式会社

龍郷町大勝3321

0997-62-5011

喜界町（喜界島）
サンゴMUSEUM
NPO法人 喜界島サンゴ礁科学研究所

喜界町塩道1508

0997-66-0200

喜界町埋蔵文化財センター

喜界町滝川1203

0997-55-3308

喜界島おみやげセンター

喜界町湾446-13

0997-65-3211

天城町（徳之島）
天城町歴史文化産業科学資料センター「ユイの館」

天城町天城439-1

0997-85-4720

徳之島町（徳之島）
みらい創りラボ・いのかわ

徳之島町井之川223-2

0997-82-1611

徳之島町郷土資料館

徳之島町亀津2918

0997-82-2908

徳之島フルーツガーデン・島料理「畦」

徳之島町山1166-118

0997-84-9766

美農里館

徳之島町徳和瀬615-1

0997-83-4111

伊仙町（徳之島）
徳之島なくさみ館

伊仙町目手久626

0997-86-2093

知名町（沖永良部島）
おきのえらぶ島 観光協会

知名町屋者1029-3

0997-84-3540

昇竜洞

知名町住吉1520

0997-93-4536

おきえらぶ フローラルホテル 大浴場（フローラル館内）

知名町知名520（フローラル館内）

0997-93-2111

新納酒造株式会社 工場

知名町田皆2360

0997-93-5232

和泊町（沖永良部島）
沖永良部酒造株式会社

和泊町玉城字花トリ1999-1

0997-92-0185

タラソおきのえらぶ

和泊町和泊135

0997-92-3002

与論町（与論島）
サンコーラル（よろんサンゴセンター）

与論町茶花2300-1

0997-97-4339

与論民俗村

与論町麦屋693-2

0997-97-2934

サザンクロスセンター

与論町立長3313

0997-97-3396

プリシアリゾートヨロン 民芸ショップ

与論町立長358-1

0997-97-5060

