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Eino Shrine  永尾神社 　宇城市不知火町永尾615

海の神様を祀る場所。
７１３年創建の由緒ある神社。その昔、海の神「海童神」（わだつみのかみ）が
エイに乗って来たという伝説が残っています。海の中に浮かぶ鳥居と石灯籠
が、潮の満ち引きや青空や夕焼けによって様々な表情に変化します。

Okoshiki Coast
御輿来海岸 　宇土市戸口町（展望所）

思わず見惚れる海岸。
その昔、景行天皇が、ここを通りかかった時に海岸のあまりの美しさに見入ったという伝説
が残っています。
潮が引いた砂地には、風と波によってできた美しい砂紋が現れます。

　　　熊本駅から車で45分
　　　松橋駅から車で12分
　　　熊本駅－JR鹿児島本線 八代行（18分）－松橋駅＋タクシー（12分,6.6km）

熊本駅から車で約50分
松橋駅から車で約30分
熊本駅―JR三角線 三角行（40分）－網田駅＋徒歩（15分,1.1km）

熊本駅から車で約40分
松橋駅から車で約20分
熊本駅―JR三角線 三角行（26分）－住吉駅＋徒歩（20分,1.7km）

＋

#einooshrine

#okoshiki

#nagabeta

＋ ＋

＋ ＋

21

Nagabeta Fishery Tidal Road 
長部田海床路 　宇土市住吉町長部田

海の中へ続く道。
海床路とは、潮が引いた時にだけ現れる道のこと。
海苔の養殖などの漁業のため、つくられました。
満潮の夕暮れ、海上には電灯の光が並び、幻想的な風景が広がります。



Misumi West Port　　三角西港 　宇城市三角町三角浦

明治の風を感じる。
「明治日本の産業革命遺産」として世界遺産に登録されています。
1887年に、オランダ人水理工師であるローエンホルスト・ムルドルの設計により築港されました。
756mにも及ぶ石積みの埠頭や水路。築港後100年以上もの時を超えて、現在に至ります。

Urashimaya  浦島屋 　

三角西港の最盛期にあった旅館。
明治当時、最先端だった洋風建築の建物は、1993年に復元さ
れました。怪談「耳なし芳一」で知られる文豪 小泉八雲（ラフカ
ディオハーン）が休息したと伝わります。

#urashimaya

Ryujo-Kan  龍驤館 
パネルや展示物を通して、三角西港の歴史を学べます。
開　9:00～17:00
休　年末年始
料　高校生以上200円、小・中学生100円、幼児無料

旧高田回漕店  旧高田回漕店
明治当時、船や荷馬車などで運送を行っていた商店。和風建築
の建物は、明治当時の面影を感じさせてくれます。
開　9:00～17:00
休　年末年始
料　無料

石積み埠頭  石積み埠頭
国の重要文化財指定。高度な石工技術でつくられています。
明治期の港が完全な形で残っているのは、現在では日本でこ
こだけです。

Meiji kan
西港 明治館　　宇城市三角町三角浦1268-1

土蔵造りの旧三角海運倉庫だった建物を利用したレストラン。
ウッドテラスで青い海を眺めながらの食事は極上の時間です。
運が良ければ野生のスナメリに会えるかもしれません。
営　11:00～18:00（O.S.17:00）　※冬期は～17：00（O.S.16:00）
休　火曜日　

#meijikan　#cafe　#sweets

熊本駅から約60分
松橋ICから約50分
熊本桜町バスターミナル―快速あまくさ号[乗り場5、案内番号A・M]（63分）－「三角西港前」下車
熊本駅―JR三角線 三角行（52分）－三角駅＋車（6分,2.5km）＋

#misuminishiko
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History of Ishibashi  石橋物語

石積みに思いを馳せる
宇城・上益城エリアには多くの石橋があります。
はるか昔、多くの人々の努力とアイディアにより、生活を豊かにするために、さまざまな石の橋が架けられました。
重機や道具がなかった時代。
ひとつひとつ積み上げられた石は、浪漫を感じることができます。

Reitai-kyo  霊台橋 　美里町豊富

石造りの単一アーチ橋としては日本最大。橋が架けられて１７０年以上がたった今でも、勇壮な姿を見せてくれます。

Futamata-bashi  二俣橋 　美里町佐俣・小筵

川の合流地点に直角に交わる、珍しい「兄弟橋」。１０月から２月頃の１２時前後には、
太陽の光と石橋の影が、川の水面にかわいいハートを映し出します。

#futamatabridge

Misato foot-pass  　美里フットパス

里山や田園地帯、古い町並みなど、昔から地域に残るありのままの風景を楽しめます。
時には車を降りて、自然の音に耳をすませながら、ゆったり歩いてみませんか？

#misatotown

熊本駅から車で約50分
松橋ICから車で約15分
熊本桜町バスターミナル【乗り場1・2、路線番号M4-2 、M4-3】（62分）－「二俣橋」下車＋徒歩（3分、300m）
熊本桜町バスターミナル【乗り場、路線番号K2-5】（79分）－「二俣橋」下車＋徒歩（3分、300m）

熊本駅から約60分
松橋ICから約30分
熊本桜町バスターミナル【乗り場1・2、路線番号M4-3】（85分）－【霊台橋】下車

＋
＋

#reitaibridge
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松橋ＩＣ　

御船ＩＣ　
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A C C E S S  M A P
UKI　KAMIMASHIKI

KUMAMOTO

KUMAMOTO

大阪

東京（羽田）

①三角西港（宇城市）
　　熊本駅から車で60分
　　熊本駅からバスで63分

②御興来海岸 展望所（宇土市）
　　熊本駅から車で50分
　　熊本駅から電車で40分＋徒歩15分

③長部田海床路（宇土市）
　　熊本駅から車で40分
　　熊本駅から電車で26分＋徒歩20分

④永尾神社（宇城市）
　　熊本駅から車で45分
　　熊本駅から電車で18分＋車で12分

⑤霊台橋（美里町）
　　熊本駅から車で60分
　　熊本桜町バスターミナルからバスで85分

⑥二俣橋（美里町）
　　熊本駅から車で50分
　　熊本桜町バスターミナルからバスで62分＋徒歩3分

⑦サントリー九州熊本工場（嘉島町）
　　熊本空港から車で50分
　　桜の馬場 城彩苑から無料シャトルバスで40分

⑧御船町恐竜博物館（御船町）
　　熊本駅から車で40分
　　熊本桜町バスターミナルからバスで45分

⑨本さつまや（山都町）
　　熊本駅から車で60分
　　熊本桜町バスターミナルからバスで92分＋徒歩1分

⑩通潤酒造（山都町）
　　熊本駅から車で60分
　　熊本桜町バスターミナルからバスで92分＋徒歩1分

⑪通潤橋
　　熊本駅から車で60分
　　熊本桜町バスターミナルからバスで95分＋徒歩2分

⑫清和文楽館
　　熊本駅から車で75分
　　熊本桜町バスターミナルからバスで113分

熊本空港

熊本駅

西熊本

川尻

富合

宇土緑川
住吉

肥後長浜

網田赤瀬

石打ダム三角西港

御輿来海岸展望所

長部田海床路

御船町恐竜博物館

通潤橋

通潤酒造 清和文楽館

本さつまや

サントリー
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■宇城エリアへの主なアクセス ■上益城エリアへの主なアクセス

次の手順でご利用できます。
１．スマートフォン、タブレット等で 

Wi-Fi 設定を開き、ネットワーク
（SSID）で kumamoto-free-wifi 
を選択

２．ブラウザを起動

３．登録画面でユーザー登録

※2回目以降はWi-Fi のネットワーク
（SSID）でkumamoto-free-wifi 
を選択することで登録なしで利用
できます。

くまもとフリーWi-fi

あなたの旅をすてきなものに。

65分

90分

178分

二俣橋

霊台橋
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SUNTORY
Kyushu Kumamoto Brewery
こだわりのビールで乾杯しよう！
　 嘉島町大字北甘木字八幡水478

ご案内係がビールの製造工程と清涼飲料についてご紹介。見学後はこだわりの「ザ・プレミアム・モルツ」やソフトドリンクを試飲することができます。
工場内のショップでは、ここでしか買えないグッズも！

※事前にお電話またはホームページでご確認ください
ＴＥＬ０96-237-3860 (要予約)

営 ： 10時～最終回15時15分　※時期により変更あり
休 ： 年末年始及び臨時休業日あり
料 ： 見学無料（要予約）
駐 ： 約100台

Mifune Dinosaur Museum
御船町恐竜博物館 　御船町大字御船995-6

太古の時代にタイムスリップ。
御船町は日本ではじめて肉食恐竜の歯が見つかった場所です。
御船町で実際に発掘された化石をはじめ、恐竜や翼竜の全身骨格や頭骨のレプ
リカなど、約850点が展示されています。

営 ： 9:00～17:00（入館は16:30まで）
休 ： 毎週月曜日（祝日の場合は翌日）、年末年始
料 ： 大人500円、高校・大学生300円、小中学生200円、小学生未満は無料

サントリー九州熊本工場 熊本空港から約50分
桜の馬場 城彩苑から無料シャトルバスで約40分

熊本駅から約40分
熊本桜町バスターミナル【乗り場1・2、路線番号M3-1、M3-2】（45分）－「御船町恐竜博物館前」下車
熊本桜町バスターミナル【乗り場、路線番号K2-4、K2-5】（53分）－「御船町恐竜博物館前」下車

#mifunedinosaurmuseum

Suntory Kumamoto Brewery
#suntorykumamoto　#suntorybeer

＋
＋
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熊本駅から約60分
熊本空港から約45分
熊本桜町バスターミナル【乗り場1・2、路線番号M3-2】（93分）－「中央公民館前」下車＋徒歩（1分,8０m）
熊本桜町バスターミナル【乗り場1・2、路線番号M4-3】（120分）－「浜町」下車＋徒歩（３分,３００m）

#hassakumatsuri

受け継がれる“技と魂”『大造り物』

約２６０年の歴史を持つまつり「八朔祭」。
五穀豊穣と豊年祈願の祭りとして代々受け継がれてきました。毎年９
月第１土曜日、日曜日に行われています。竹や杉、すすき、松笠などの
自然の材料を使って作られた「大造り物」が、町内を練り歩きます。
まつりの後は、浜町商店街に飾られているので、ぜひ本物を間近に見
てみませんか？

山都町浜町商店街



Moto-Satsumaya
本さつまや 　山都町浜町132

完全予約制の割烹。
山都町の地のものを使った、地産地消、旬にこだわったお料理が楽しめます。
その日の仕入れに合わせた料理になるので、コース料理はすべて一期一会。
山菜やジビエ、天然の鮎、ヤマメなど、山の幸をふんだんに使ったお料理で、ゆったりとした時を過ごしませんか。

完全予約制　TEL0967-72-0006

Tsujun Syuzo  通潤酒造 　山都町浜町54

1770年創業の歴史ある造り酒屋。山都町の湧水と山都町で採れた良質な米を使って、てい
ねいに仕込まれています。上品で深みのある「蟬」やすっきりとして飲みやすい「ソワニエ
ローズ」、幻の刀剣蛍丸になぞらえた日本酒「蛍丸」など、様々なお酒が楽しめます。
営 : 9:00～17:00　休 : お盆、年始、毎月第2、第4日曜日

創業当時から残る「寛政蔵」が、2019年に新し
い姿で生まれ変わりました。

「おもてなしの蔵」として、利き酒はもちろん、ノ
ンアルコールメニューも楽しめます。
日常を離れて、ゆったりとした時を過ごせます。

熊本駅から約60分
熊本空港から約45分
熊本桜町バスターミナル【乗り場1・2、路線番号M3-2】（92分）－「浜町中央」下車＋徒歩（1分,150m）
熊本桜町バスターミナル【乗り場1・2、路線番号M4-3】（120分）－「浜町」下車＋徒歩（4分、350m）

熊本駅から約60分
熊本空港から約45分
熊本桜町バスターミナル【乗り場1・2、路線番号M3-2】（92分）－「浜町中央」下車＋徒歩（1分,150m）
熊本桜町バスターミナル【乗り場1・2、路線番号M4-3】（120分）－「浜町」下車＋徒歩（3分、３０0m）

＋
＋

#moto_satsumaya

＋
＋

#tuzyun
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Tsujun-kyo  通潤橋 　山都町長原

石工たちの持つ匠の技が集結
１８５４年、惣庄屋“布田保之助”が水不足に苦しんでいた白糸台地の民衆を救うた
めに建設。
国の重要文化財であり、長さ約７６ｍ、高さ約２０ｍを誇る日本最大級の石造りアー
チ橋です。橋の上部には３本の石の通水管が敷設されており、サイホンの原理を利
用し、現在も水を供給。周辺の田畑を潤しています。
現在、保存修理工事が行われ、豪快な放水は休止中です。２０２０年春に復旧し、放
水も再開されます。
  

Seiwa Bunrakukan  清和文楽館 　山都町大平152

日本の伝統芸能に触れる。
物語を語る「大夫」、物語の臨場感を演出する「三味線」、人形に命を吹き込む「人形遣
い」が一体となった、日本の伝統芸能です。清和文楽館では、九州で唯一の人形浄瑠璃専
用の劇場公演後は、人形と触れあえる時間もあります。

営 ： 9:00～16:30　休 ： 毎週火曜日（祝日は開館）
定期公演【所要時間約60分】毎週日曜日（12～6月は第2・4日曜日）
料 ： 高校生以上1700円、中学生1000円、小学生800円

熊本駅から約75分
熊本空港から約60分
熊本桜町バスターミナル【乗り場1・2、路線番号M3-2】（92分）－「浜町」下車、「馬見原行」に乗車（21分）－「清和文楽邑」下車
熊本桜町バスターミナル【乗り場1・2、路線番号M4-3】（120分）－「浜町」下車、「馬見原行」に乗車（21分）－「清和文楽邑」下車

熊本駅から約60分
熊本空港から約45分
熊本桜町バスターミナル【乗り場1・2、路線番号M3-2】（95分）－「通潤山荘」下車＋徒歩（2分,210m）
熊本桜町バスターミナル【乗り場1・2、路線番号M4-3】（120分）－「浜町」下車＋徒歩（18分、1.3km）

＋
＋

#tsujunkyo

#seiwabunraku
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熊本県にある、宇城地域と上益城地域。
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