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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？

本県観光情報サイト「旬ナビ」では、モデ

ルコースのほか、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」をしています。

宮崎には…
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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。

来県の際はぜひご活用ください！
（要事前予約）

旬ナビ TRIP  in hinata



花旅みやざき

県央エリア

県南エリア

県西エリア

宮崎カーフェリー新船就航（神戸～宮崎）

その他

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



花旅みやざき
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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。
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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
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知る人ぞ知る桜の名所として
人気です！

五ヶ瀬町のしだれ桜

https://www.kanko-miyazaki.jp/gokase/kanko/13609.html


東西2.6㎞、南北4.2㎞の広い地域に点在する古墳群は周囲が大自然に包まれ、

300余基の古墳数を有している。春になると約2000本の桜と約８haの畑一面に

菜の花、秋にはコスモスが咲き、年間を通じて利用されている。

DATA：西都市大字三宅西都原 ☎ 0983-41-1557（西都市観光協会）

🅿大型バス駐車可

花旅みやざき

西都原古墳群の敷地内にあり、古代日向の情報

発信の拠点として、多くの見学客を迎え入れて

いる。学芸員による講座、古墳めぐり等の野外

活動、埴輪づくりや勾玉づくり等も体験できる。

DATA：西都市大字三宅字西都原西5670

☎ 0983-41-0041 ※月曜日休館

見頃：
3月下旬～４月

西都原古墳群（西都市）

入館料無料とは思えないほ
ど、見ごたえがあります

立 ち 寄 り ス ポ ッ ト

西都市
4



花旅みやざき

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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ガーデンツーリズム（宮崎花旅３６５）

３６５日、花が咲き誇る宮崎。
春は特にオススメです！

宮崎花旅365

https://www.florante.or.jp/
http://mppf.or.jp/entrance_plaza/


青島ビーチパークに隣り合わせて着工中の施設。

2022年春にオープンします。「暮らすように泊

まる」をコンセプトにした宿泊施設や宮崎の食

材を使用したレストラン、スパ&プールやスーベ

ニアショップなどのコンテンツが揃う予定です。

🚩宮崎市宮崎市青島2-241-11

県央エリア

宮崎市

6

AOSHIMA BEACH PARK

Point

AOSHIMA BEACH VILLAGE

2022年春オープン2022年度から常設

青島ビーチを目の前に、おしゃれなカフェや

バーガーショップなどが並びます。

☎ 0985-65-1055（事務局：渚の交番）

公式HP

まるで海外かのような居心地の
よい空間。これまでは夏期限定
でしたが、通年営業となります。

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


東九州自動車道の清武南～日南北郷ICが2022年度

に開通する予定です。

開通により、宮崎市から日南市（両市役所間を起

点）が約44分になる見通しです。

広島東洋カープのキャンプ地 油津や九州の小京都

飫肥、お隣の串間市にある都井岬などにもアクセ

スしやすくなり、広域での観光が可能になります。

(問) 宮崎県県土整備部

高速道路対策局高速道対策担当

☎ 0985-26-7200

県南エリア

えびの市
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東九州自動車道（清武南IC～日南北郷IC）

宮崎市と日南市が東九州道で繋がり、
県南へのアクセスが便利になります！

2022年度開通予定

Point



森林セラピー基地®として知られる日南市北郷

地区に、道の駅が開業します。

レストランや物産販売のほか、子どもに自然を

感じてもらえる場所とするため、野菜の収穫体

験や仕事体験なども検討されています。

地域の食材を使用した特産品やメニューも取り

組まれる予定です。

🚩日南市北郷町郷之原乙1477

(問) 日南市総合政策部総合戦略課地域政策係

☎ 0987-31-1128

県南エリア

日南市
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道の駅北郷（日南市）

森林セラピー基地®は、心身を癒や
す効果が高いことが実証された森
林のあるエリアのことです。

2023年度開業予定

（日南テレビ！ホームページより画像引用）

先取り情報

オ ス ス メ ス ポ ッ ト

猪八重渓谷

猪八重渓谷は森林浴はも

ちろん、貴重なコケ類の

宝庫としても知られます。

Point



都井岬に、グランピング施設がオープンします。

約9,800㎡の敷地にドーム型テントを18棟ほど

を備えた施設になる予定で、超絶景の地で素敵

な体験ができそうです。

県南エリア
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都井岬（串間市）

「絶景×グランピング」
非日常の癒しをぜひお楽しみください！

公式HP

2023年4月オープン予定

■都井岬観光交流館「PAKALAPAKA」（パカラパカ）

串間市大字大納42番地3 ☎：0987-27-3477

営業時間：9:00～17:00（毎週火曜日定休）

青い海・緑の丘・野生馬が織りなす景色はまさに絶景！

トイレや休憩スペース有、軽食など提供！

野生馬ガイドや、VRによるエコツーリズム体験も！

2020年4月
オープン

先取り情報

Point



令和3年、「デトックス」をテーマに、えびの高原を楽しむモニターツアーを開催しました。えびの高原といえば、登山に池

巡りなど、体を動かす楽しみ方が多いですが、今回は自然の中でゆっくりと過ごすことをコンセプトに体験プランを造成し

ました。今後、以下の体験プランを個別に販売することを検討しています。えびの高原の癒し旅、ぜひお楽しみください！

県西エリア

えびの市
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1日目

12:00 えびの高原到着、ホテルピコラナイへ荷物預け

12:30 ピクニック広場でピクニックランチ

14:00 アロマづくり&美脚マッサージ体験

ホテルピコラナイえびの高原 チェックイン

15:30 自由行動

20:00 星のソムリエによる天体観測

2日目

6:30 朝ヨガ

7:30 朝食 9:00 白鳥温泉入浴 自由行動

12:30 ベジカフェランチ&アフタヌーンティー体験

各種体験プランについては、

えびの市観光商工課観光係

（☎ 0984-35-1114）へ

お問い合わせください。

18:00 ホテルピコラナイえびの高原で夕食
（懐石 or バーベキュー）

えびの高原（えびの市）

ホテルピコラナイえびの高原のリニューア
ルオープン（2021年4月）など、魅力が増
すえびの高原、要チェックです！



Point

雄大な自然や豊かな食など、

宮崎には、人を癒やすイイコトがたくさん！

宮崎の旅で、心の底からデトックス！

地元の人おすすめのモデルコースで巡る旅

都心からの週末弾丸旅行にも最適！

パンフレッ
ト配布中！

宮崎空港

高千穂エリア

宮崎・
青島エリア

日南エリア
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小林
エリア

えびの
エリア

NEW 動画「南明奈が旅する『デトックス・トリップ宮崎』inえびの高原」はこちら
（３分３０秒程度）

HP

デトックス・トリップ宮崎



補助を受けるためには、次の全ての条件に該当する必要があります。

１.参加者が都城市外在住であり、かつ、参加者が5人以上であること

２.都城市内の宿泊施設を利用すること

３.都城市が指定する都城市内の飲食店、メニューを旅行商品に組み込むこと

※３の該当メニューは、下記の表よりご確認ください。

県西エリア

都城市

12

2021年6月に農林水産省が発
表した全国市町村別の農業算
出額で都城市は全国１位。
2020年度のふるさと納税調査
では、４年ぶり３回目の日本
一。焼酎売上全国首位の霧島
酒造もあり、まさに肉と焼酎
の都です！

公式HP

日 本 一 の meat 「肉 と 焼 酎」 に

meet 「出 会 う こ と」 が で き る ミ ー ト ツ ー リ ズ ム

区分 補助金の額

都城市が指定するグランドメニューを食し、

かつ都城市内の宿泊施設に宿泊する場合

●グランドメニューはこちら

10,000円に旅行参加者の数を乗じて得た額

（例：13人のツアー：130,000円）

都城市が指定するメニュー表から1人あたり

3,000円以上を食し、かつ都城市内の宿泊施設

に宿泊する場合

●都城市が指定するメニュー表はこちら

3,000円に旅行参加者の数を乗じて得た額

（例：13人のツアー：39,000円）

※1回の旅行商品において表に掲げる区分のいずれにも該当する場合は、補助金の額の高い方の区分を適用します。

ミートツーリズム（都城市）

旅行事業者様向けの補助制度です。
お得で魅力溢れるツアーの造成を
支援しています。

https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/site/kanko/1742.html
https://www.city.miyakonojo.miyazaki.jp/uploaded/attachment/9608.pdf


県西エリア

都城市

13
※コロナウイルス感染症の影響などで、補助制度や各種コンテンツに変更が生じる場合がございます。

蔵元が主催する 柳田酒造メーカーズディナー

都城の人気イタリアンレストランSLFとコラボ

し、蔵元とシェフからペアリングされた料理と

焼酎の説明を受けながら楽しむディナーです。

ミートツーリズムに関するお問い合わせ：0986-23-2615（都城市みやこんじょPR課）

1909年創業の本格イモ焼酎の蔵元で焼酎造り体験

①蒸した米の冷却、②種混ぜ（麹揉み）、③体験で造っ

た焼酎が半年後に届く（オリジナル焼酎ラベル付き）

※要予約

今後、このようなコンテンツを提供予定です。

ミート×酒蔵ツーリズムコンテンツ



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 宮崎港

新船特設ページ

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

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

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）



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？

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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五ヶ瀬町のしだれ桜

ダムツーリズム

宮崎港

ミートツーリズム
（都城市）

えびの高原

ガーデンツーリズム
（宮崎花旅365）

西都原古墳群

青島

日南市北郷町

都井岬

ジャカランダ
（5月下旬頃）

宮崎ブーゲンビリア空港

生駒高原

高原町

萩の茶屋

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

