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TRIP in hinata（私たちの安心安全の取組）

ソーシャルディスタンスの確保や換気の実施など、気兼ねなく旅行をすることが難しくなった今ですが、

宮崎県はほかのお客さまとの距離がとりやすい広い観光地や屋外でできる体験が多くあります！

こんな時だからこそ、宮崎県で楽しんでみませんか？

ポストコロナ時代での本県観光業界の安

心・安全な取り組みを紹介する動画

「Trip in hinata新しいおもてなしスタイ

ル」を制作し、宮崎観光情報サイト「旬

ナビ」内で公開中！県内企業の取り組み

も紹介しております。

宮崎には…
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Pick up! えびの市

インフラツーリズム（ダム旅）

神話の源流 宮崎で出会うアートな時間

まるで海外？なスポットin宮崎

秘境の旅 みやざきの村

宮崎カーフェリー新船就航（神戸～宮崎）

宮崎グルメ

その他のトピックス

先取り情報

本日の説明内容
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これからのシーズン（秋～冬）のオススメや
話題のスポットなどをご紹介！



標高約1200m、自然豊かなえびの高原に佇む温泉宿

日本で最初に国立公園に指定された「霧島錦江湾国立公園」にあり、

いまも変わらぬ四季の変化に富んだ自然が広がります！

客室の窓からは四季折々の景色が望め、悠久の時の流れを肌で感じ取れます！

Pick up! えびの市

えびの市
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ホテル ピコ ラナイ えびの高原

DATA：えびの市大字末永1489 ☎0984-33-0161

Point

グランピングルーム
もあります！

公式HP

2021.4.1
リニューアルオープン

温泉はすべて源泉掛け流し
の炭酸水素塩泉。

大浴場から眺める雄大な
韓国岳はまさに絶景です！

国内最南端の天然ア
イススケート場も！

https://www.linustock.com/vectors/travel/domestic/oct00005


征韓論に敗れた西郷隆盛が心身を癒しに訪れ、

三ヶ月間逗留したという歴史ある温泉

雄大な景色を眺めながらの露天風呂は気分爽

快です！

木製の天然蒸し風呂も人気です！

Pick up! えびの市

陣の池

えびの市
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白鳥温泉 上湯

名称の由来は、戦国武将がこの場所に陣を構

えたことから。水底がくっきり見えるほど透

き通り、幻想的な眺めが終日広がります。

映画「美しい夏キリシマ」
のロケ地にもなりました

DATA：えびの市大字末永1470
☎0984-33-1104

公式HP

DATA：えびの市末永2439-3
☎ 0984-37-2663（えびの市観光協会）

Point

Point



“壮大なスケール”と“非日常感”が魅力の『ダム旅』。

宮崎県の耳川水系には見どころ抜群の

８つのダムが点在。

観光やグルメを楽しみながら、

レッツダム旅！

インフラツーリズム

Let’s ダム旅

耳川水系
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ダム旅スタンプラリー

Point Point

2021.10.8 スタート

パンフレットはブースで
お配りしています。

指定された耳川水系のダムと

周辺観光スポットを巡り、スタンプ

を５つ集めると、オリジナルダム

グッズをプレゼントします。

期間：2021.12.28まで

Let’sダム旅
（データ版）

みみかわコレクション



神話の源流 宮崎で出会うアートな時間

3

2

4 

1

太古の神々ゆかりの場所が多く点在する宮崎県は、まさに神話の源流。

そこかしこに、その独自の歴史が織り成すアートのような風景が広がっています。

物語を感じる風景を求めて、旅してみませんか？

①宮崎ブーゲンビリア空港

宮崎を舞台にした日向神話が描かれたステンドグラス。

②みやざきアートセンター

町と音楽をテーマに地元の高校生たちがペイントした

ストリートピアノ。

③JR宮崎駅前

日向夏を模した可愛らしいポスト。

④都城市立図書館

天井から自然光が降り注ぐ吹き抜けのホールが美しい

図書館。

宮崎市赤江

宮崎市橘通西3-3-27

都城市中町16-15

宮崎市錦町１

① ②

③ ④
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神話の源流 宮崎で出会うアートな時間

2

3

4 5

1

クラフトマンたちが集う めぐり

「ことりっぷマガジン宮崎」ができました！

「ことりっぷマガジン宮崎」には、

「神話」の世界や「アート」な風景、

心惹かれる「食」など、宮崎県の魅力がぎゅっと詰まっています。

①②三三鋳金工房（さんさんちゅうきんこうぼう）

ブロンズや真鍮等の金属を素材にアクセサリーなど制作。要

予約で錫の箸置きワークショップも。

③④morinoiro -古川銘木店-

宮崎産のケヤキをはじめ、国内外15種の木材を使った木工品

を制作。手に取りやすいデザイン。

⑤陶工房銀色少年とアカイふらすこ

地元の土をブレンドして使う化粧土は、多彩な色使いで独自

の世界観を表現。 国富町森永4255

綾町入野1751-2

綾町入野3916-9

WEB版はこちら！▶
（２種類）

素敵なアイテムに出会える

工房をめぐってみましょう。

①

②

③

④ ⑤
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神話の源流 宮崎で出会うアートな時間

自然を感じる いい場所
雄大な景勝地が点在するエリアで

ギャラリーカフェや工房を訪ねてみましょう。

3

2

3

21

潮風に吹かれながら、神話の痕跡を感じる
海辺をめぐりましょう。

心地よい風を感じる 時間

高原町 高千穂峰山頂

えびの市原田1326

小林市細野5740-478

①天の逆鉾

高千穂峰の山頂にあり、イザナギ、イザナキの夫婦神が大地を

かき混ぜたと伝えられています。

②HANNAH

華やかな絵画が彩るギャラリーカフェ。築90年の馬小屋を改装

したナチュラルな空間。

③④庸山（ようざん）窯

大きな筆をスポイトのようにして絵付けを一気に行う独自の技

法。絵付け体験もできます。

①The BEACH BURGER HOUSE

サンビーチ一ツ葉内にあるハンバーガーショップ。

目前に海が広がるロケーションが魅力的。

②③青島神社

カラフルな矢が特徴の「幸矢みくじ」や極彩色の

装飾が美しい朱塗りの本殿など色とりどり。

宮崎市阿波岐原町1400-16

宮崎市青島2-13-1

② ①

③ ④

① ②

③ 8



▶青島を照らしながら水平線から昇る朝日は絶景です。

海を眺めながらフードやドリンクを楽しめる青島ビーチ

パークもあります。

🚩宮崎市青島2-233 ☎ 0985-65-1055（渚の交番）

▶湖面がエメラルドグリーンに見える湧水池。水底が

くっきりと見えるほど透き通ってます。（位置はP.4）

まるで海外？なスポットin宮崎

海外旅行にはまだ行けそうにないけれど、宮崎県には「まるで海外」に見えるスポットが点在しています。

ちょっと足を伸ばして、海外気分を味わってみませんか？

▶高さ5.5mの完全復刻されたモアイ像7体が立つ景観は

見事に青い海と調和しています。右から2番目のモアイ

像を触ると金運、左から3番目は恋愛運が上昇すると言

われています。

🚩日南市大字宮浦2650 ☎ 0987-29-1900

イースター島
（チリ）

プリトヴィツェ湖群国立公園
（クロアチア）

ワイキキビーチ
（アメリカ・ハワイ州）

9

https://www.miyazaki-city.tourism.or.jp/spot/10136
http://www.sun-messe.co.jp/
https://ebino-kankou.com/course/%E9%99%A3%E3%81%AE%E6%B1%A0


まるで海外？なスポットin宮崎

▶百済の館は、百済最後の王都となった大韓民国の古都「扶餘」

の王宮跡に建つ（元）国立博物館の「客舎」をモデルに、日韓交

流のシンボルとして造られました。

🚩美郷町南郷神門985 ☎ 0982-59-0556（西の正倉院管理棟）

マチュピチュ
（ペルー）

ハンティトンビーチ
（アメリカ・カリフォルニア州）

▶カリフォルニアビーチスタイルをテーマに

したスタイリッシュな店内で、こだわりのハン

バーガーを味わえます。店内は白を基調にター

コイズブルーがアクセントになった爽やかな内装。海

を眺めながら食事できるテラス席も人気です。

🚩宮崎市阿波岐原町1400-16 ☎ 0985-34-9085

▶秋には黄金色に輝く稲穂が、朝方には雲海が一面を覆い隠して

しまうことから、村では「仙人の棚田」と名付けられています。

※仙人の棚田は、「大イチョウ展望台」からご覧になれます。

🚩椎葉村下松尾地区 ☎ 0982-67-3139（椎葉村観光協会）
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http://thebeachburgerhouse.com/
https://www.visit-misato.jp/infopage/kudaranoyakata/
https://www.shiibakanko.jp/tourism/spot/spot19


秘境の旅！みやざきの村

宮崎県内には現在、26の市町村があり、そのうち村は3つあります。「日本三大秘境のひとつ」に数えられる村や信号機が1

つもない村、カリコボーズという守り神の伝承が残る村など、それぞれの村に魅力があふれています。ゆっくりした村時間

をのぞきに来てみませんか？

九州のほぼど真ん中にある

日本三大秘境のひとつ椎葉村。

各地に残る昔ながらの原風景から

「日本のブータン」とも呼ばれています。

椎葉村-Shiiba-
仙人の棚田

宮崎県内で唯一、信号機がひとつもない場

所諸塚村。村の面積の9割が山林という土

地柄で、平地はほとんどなく、山の斜面に

ぽつぽつと88カ所の集落が点在しています。

宮崎県内で最も総人口の少ない村西米良村。

都会のような便利さはありませんが、豊かな

自然、美味しい食べ物、美人の湯があります。

西米良村
-Nishimera-

カリコボーズ大橋

諸塚村
-Morotsuka-
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https://www.shiibakanko.jp/
https://www.morotsuka-tourism.jp/
https://nishimera.info/


秘境の旅！みやざきの村

椎葉村の楽しみ方

◀秘境探検！案内人と巡る椎葉再発見

平家落人伝説が語り継がれる秘境椎葉

村。村のおすすめ観光スポット「鶴富

屋敷」や「椎葉厳島神社」など、お客

様のご要望に合わせてベテラン観光ガ

イドがご案内します。

☎ 0982-67-3139（椎葉村観光協会）

西米良村の楽しみ方

西米良村を食 べる
西米良村を観 る

◀民話語り

村に昔から伝わるお話を聞くこと

ができます。地名にちなんだお話

や村の精霊カリコボーズのお話な

ど、さまざまなお話を楽しめます。

☎ 0983-36-1111

（西米良村観光協会）

▶おがわ四季御膳

地元の食材を使い、16皿の小鉢を並べた人気の御膳。

隣接する「桃源郷の宿」ではコテージ宿泊ができます。

🚩西米良村大字小川254 ☎ 0983-37-1240（おがわ作小屋村）

諸塚村の楽しみ方

諸塚村を観 るモザイク林相▶

諸塚村は、モザイク林相と呼ば

れる山の景観を持つ自然豊かな

地域。山が紅葉に染まる晩秋は、

赤や黄色、濃淡のある緑が鮮や

かに入り乱れ、その様子は、ま

るで自然のパッチワークのよう

です。

☎ 0982-65-0178（諸塚村観光協会）

諸塚村を食 べる

▲なばカツ丼

肉厚の干ししいたけを揚げたカツ丼は絶品！

🚩諸塚村大字家代3068

☎ 00982-65-0178（どんこ亭・しいたけの館）

想定樹齢800年の
大久保のヒノキ

椎葉村を感 じる
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https://www.shiibakanko.jp/tourism/guide
https://nishimera.info/experience/minwagatari
https://www.ogawasakugoya-village.com/food
https://www.vill.morotsuka.miyazaki.jp/mozaikurinsou/
https://www.morotsuka-tourism.jp/spot/donkotei/


宮崎カーフェリー新船就航（神戸～宮崎間）
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DATA：宮崎カーフェリー

☎ 0982-73-1213（高千穂町観光協会）
宮崎港

宮崎カーフェリーHP

地域性を生かしたデザイン

個室化でプライベート空間が充実

多様なニーズに応える客室登場

子どももペットも楽しい新設備

省エネ化でもっと環境に優しい

大型トラックの積載台数アップ

Point

首都圏から自動車で神戸ま
で行き、神戸港からフェ
リーで宮崎入りすれば、
自家用車で宮崎内・九州内
周遊を楽しめます！

↑進水式の様子（R3.10.20）



みやざきグルメ

Point

餃 子

宮崎市の餃子消費量は全国トップクラス！

2021年上半期の餃子「購入額」で全国１位

となりました！昨年は下半期に２強の浜松

市と宇都宮市に越され、年間では３位とな

りましたが、悲願の年間１位に向けて、地

元も盛り上がっています！

ラードで焼くお店や、
県産の肉や野菜をふんだん
に使ったお店が多いです！

宮崎市観光サイト
（餃子のページ）

高鍋町

宮崎市

完熟きんかん「たまたま」

Point

宮崎産完熟きんかん「たまたま」は

１～３月が出荷最盛期です！

大きくて甘く、『生』のまま丸かじりして

食べられます！

Coming soon!
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その他のトピックス

Point
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宮崎県と県外とを往来する人を対象として、

PCR検査の支援を実施中！

2022年3月末まで。

高千穂町

宮崎県PCR検査サポート事業

来県の際はぜひご活用ください！
（要事前予約）

国民宿舎ホテル高千穂 営業再開

宮崎県PCR検査サポート 国民宿舎ホテル高千穂

Point

2020年5月より営業を休止していましたが、

2021年6月から営業を再開しました。

これからの高千穂は見所が
いっぱい！
ぜひお越しください！



その他のトピックス
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「日本のひなた」とも呼ばれ、温暖な気候で1年中温かい宮崎県には、県の木とし

て「フェニックス」というヤシの木が選ばれており、ヤシの木のような見た目で、

「歩く熱帯雨林」と呼ばれるナッシーとイメージがピッタリということで、宮崎

県の推しポケモンに選ばれ、「宮崎だいすきポケモン」に任命されました。

宮崎県内の全ての市町村（26市町村）に

ナッシーのマンホールが設置されました！

（2021.10.8設置完了）

ポケふたと地域の魅力を探しに行ってみませんか？

【お問い合わせ先】

宮崎県オールみやざき営業課

ひなたプロモーション担当

☎ 0985-26-7591

©2021 Pokémon. ©1995-2021 
Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

Point

ナッシーリゾートin宮崎

※上記は、R3年6月時点の設置状況です（17市町村）



花旅みやざき

イ
チ
オ
シ
情
報

花
旅
み
や
ざ
き

春の花といえば、やっぱり桜。

宮崎には桜やつつじなど、

春を満喫できる名所がいっぱい。

ぜひお出かけください！

五ヶ瀬町は“しだれ桜のまち”とも称され、町内の

あちらこちらにしだれ桜を見ることができます。

Pick up! 五ヶ瀬

五ヶ瀬町内には

約300本のしだれ桜が

植えられていると

言われています。

✿･･･しだれ桜

218 

218 

265 
8 

✿✿
✿

✿

✿

✿

✿
✿✿✿

✿ ✿

✿ ✿
✿

三ヶ所神社

原田家

浄専寺

三ヶ所小学校

五ヶ瀬
ワイナリー

特産センター
ごかせ

🏠
🏠
役場

💒Gパーク

至
御船・松橋

至
竹田市

至
高森町

至
高千穂町

原田家のしだれ桜

近隣にある浄専寺のしだ

れ桜の子と言われ、見事

な花を咲かせます。

五ヶ瀬町大字三ヶ所8701

0982-82-1200

（ごかせ観光協会）

浄専寺

三重塔の横に見事なしだれ桜が優

雅に咲き誇ります。

五ヶ瀬町大字三ヶ所8701

0982-82-1200（ごかせ観光協会）

【しだれ桜】
3月下旬～

4月上旬

先取り情報
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https://www.kanko-miyazaki.jp/gokase/kanko/13609.html


ガーデンツーリズム：宮崎花旅３６５先取り情報

国土交通省が地域の活性化と庭園文化の普及を目的に創設した

「ガーデンツーリズム」登録制度に九州で唯一「宮崎花旅365」が登録されています。

宮崎県は温暖な気候に恵まれ、「宮崎花旅365」

対象地域以外にも四季折々の花が咲き誇ります。

地域の人々が守り育ててきた花の名所が随所にあ

るので、いつでも好きな季節に足を運んでいただ

き、花を楽しみながら、観光地や地域の文化に触

れる旅はいかがですか。

← フローランテ宮崎

花と緑、そして青々とした芝生

が気持ちのいい公園。春は「春

のフローラル祭」が開催され、

チューリップやバラをはじめ、

様々な花が満喫できます。

宮崎市山崎町浜山414-16
0985-23-1510

【ラナンキュラス”ラックス”】 3月中旬～4月中旬

【チューリップ】 3月中旬～4月上旬

【バラ】4月下旬～5月上旬

【チューリップ】3月中旬～4月中旬

【ビオラ】 3月中旬～4月下旬

宮崎市山崎町浜山414-1
0985-32-1369

← 英国式庭園 国際海浜エント

ランスプラザ

松林の中に建つ洋館や4つの庭を

楽しめます。ガーデンハウスで

は庭を眺めながら軽食も楽しめ

ます。

花旅みやざき▶
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https://www.florante.or.jp/
http://mppf.or.jp/entrance_plaza/


宮崎の大自然を楽しもう！キャンプ場特集

山でキャンプする 海でキャンプする

下阿蘇ビーチ・ケビン▶

快水浴場百選にも選ばれた、

美しい白い砂浜の下阿蘇ビー

チとつながる松林の中にケビ

ンが佇んでいます。

🚩 延岡市北浦町古江3337-1

☎ 0982-45-3811

（道の駅北浦）

◀宮崎白浜キャンプ場

目の前に広がる海は、季節や

時間ごとに変化する色で私た

ちを楽しませてくれます。

🚩 宮崎市大字折生迫

字上白浜6600-1

☎ 0987-29-1900

スカイロッジ銀河村▶

車で5分の場所に中小屋天文台

「昴ドーム」があり、星空観

望をお楽しみいただけます

（要予約）。

🚩美郷町北郷宇納間7527-17

☎ 0982-68-2522

（美郷町観光協会）

◀四季見原キャンプ場

標高が高いため、夏でもまる

で秋の始まりのような涼しさ

と、澄み渡った星の近い夜空

を楽しむことができます。

🚩 高千穂町上野3751-722

☎ 0982-73-1212

（高千穂町企画観光課）

先取り情報
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http://michinoeki-kitaura.com/cms/profile/cabin/
https://aoshima-camp.com/
https://www.visit-misato.jp/infopage/skyrodge-gingamura/
https://www.town-takachiho.jp/top/soshiki/kikakukanko/2/3/3/303.html


宮崎の大自然を楽しもう！キャンプ場特集

川でキャンプする
グランピングに

泊まる

川原自然公園▶

河川プールのほか、カヌーやボ

ルダリングなども整った公園で

アウトドアスポーツを満喫でき

ます。

🚩木城町大字川原476

☎ 0983-32-4122

◀日之影キャンプ村

日之影川を横目にしてバンガ

ロー10棟とテントサイトがあ

ります。目の前に川があり、

川釣りや川遊び、森林セラ

ピーなども楽しめます。

🚩日之影町七折6164 ☎

0982-87-2820

STELLA SPORTS▶

大自然を贅沢に感じられるレ

ジャー施設が誕生。優雅な九

州山地を背景に気軽で贅沢な

キャンプが楽しめます。

🚩西米良村大字村所125-12

☎ 0983-36-1305

◀グランピング in カームラナイ

ハーバー

日向灘を望むウォーターフロント

のプライベートハーバー。時を忘

れ、プライベートマリーナで気軽

で贅沢、優雅なキャンプをスタッ

フが笑顔で出迎えてくれます。

🚩日南市大字平野8338-2

☎ 0987-21-1887

先取り情報
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https://kawabarunaturepark.amebaownd.com/
https://hinokage-camp.com/
https://stella-sports.jp/
https://glamping.lcs-izakaya.com/


宮崎観光情報『旬ナビ』のご案内
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みやざき観光情報旬ナビホームページでは、様々なおすすめの情報をまとめております。

みやざき観光情報旬ナビホームページでは、

商品パンフレットやWEBサイト等でも利用可

能な、動画・写真素材ダウンロードコーナー

を設けております。

こちらもぜひご活用ください◎

宮崎県の最新の観光情報は

こちらからCHECK!!

心を癒やし、リフレッシュする旅。神話の源流宮崎で、心

が浄化されます。忙しい毎日から抜け出して、宮崎でゆっ

くりした時間を過ごしませんか？

今年度は、「デジタルデトックス」や「メンタルデトック

ス」を取り入れたモニターツアーの実施や、新しくえびの

高原モチーフのお土産を開発を予定しております！

デトックス・トリップ宮崎

Instagram「いいね！」が
多かった写真１０選

雨の日も楽しい初夏の旅温泉特集

宮崎県民も行ったことない？
観光スポットまとめ

https://www.kanko-miyazaki.jp/
https://www.kanko-miyazaki.jp/detoxtrip-miyazaki/
https://www.kanko-miyazaki.jp/feature/instagram_popular.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/feature/rain.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/feature/onsen.html
https://www.kanko-miyazaki.jp/feature/kenminhayawakari.html


アクセス・お問い合わせ

お問い合わせ
宮崎県東京事務所広報観光担当
主査 池島 洋輔
☎ 03-5212-9007
✉ ikejima-yosuke@pref.miyazaki.lg.jp

タイムリーな話題は、宮崎県東京事務所
フェイスブック＆ツイッターで発信中！

宮崎県へのアクセス

羽田空港 ……… ……… 宮崎空港

約110分

成田空港 ……… ……… 宮崎空港

約130分
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国民宿舎ホテル高千穂

Let’sダム旅
みみかわコレクション

宮崎港

Pick up! えびの市

えびの高原

千畳敷高千穂町

高鍋大師

秘境の旅
みやざきの村

アート（綾町、国富町）

サンメッセ日南

青島

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpc-chain.com%2Fsns%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F05%2Ff_logo_RGB-Blue_58.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fpc-chain.com%2Fsns%2Ffacebook-logo-download%2F&tbnid=kOa3yLqGWwXHrM&vet=12ahUKEwiz5JGymd3zAhWF7WEKHcsGDQkQMygGegUIARDTAQ..i&docid=_NyQikW1UQx57M&w=130&h=130&q=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%96%E3%83%83%E3%82%AF%E3%80%80%E3%83%AD%E3%82%B4&client=firefox-b-e&ved=2ahUKEwiz5JGymd3zAhWF7WEKHcsGDQkQMygGegUIARDTAQ
https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fnews.mynavi.jp%2Farticle%2F20210708-1918224%2Fimages%2F002.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fnews.mynavi.jp%2Farticle%2F20210708-1918224%2F&tbnid=kKLYQyNzwsWoVM&vet=12ahUKEwix4KjOmd3zAhXEC94KHcciBGgQMygBegUIARDJAQ..i&docid=DqS4AaasxmzXZM&w=1200&h=1200&q=Twitter%E3%80%80%E3%83%AD%E3%82%B4&client=firefox-b-e&ved=2ahUKEwix4KjOmd3zAhXEC94KHcciBGgQMygBegUIARDJAQ

