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住

営

電

休

三崎字今芝4032

8:00～18:00（4月～8月）

9:00～17:00（9月～3月）

0880-85-0635

12月第3木曜日（年1回）

787-0337 303

Tel:0880-82-3155 Fax:0880-82-3156

E-mail:kankou@city.tosashimizu.kochi.jp

E-mail:info@shimizu-kankou.com

787-0392 11-2

Tel:0880-82-1111 Fax:0880-82-1126
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Uminogallery

2003年に日本建築学会及びDOCOMOMO Japanにより、

後世に残したい文化遺産として日本における

モダン・ムーブメンの建築100選に認定されま

した。建築家・林雅子氏による設計。館内では、

洋画家・黒原和男氏が収集した日本三宝を含む

3,000種50,000点の貝殻を展示しています。

Ashizurikaiyokan

足摺海洋館は黒潮が育む足摺宇和海国立公園の

美しい海を臨み、「土佐の海と黒潮の魚たち」を

テーマに足摺半島周辺に生息する魚類を中心に

約200種・約3000点を飼育展示しています。

足摺の海の住人達に一度会いに来てはいかが

ですか。かわいいアザラシが待っています。

Ashizurikaiteikan

日本に6箇所しかない海中展望塔の1つが足摺

海底館です。建物に入り、螺旋階段を降りると、

丸い小窓が空いています。小窓をのぞくと、のん

びり泳ぐハリセンボン、青色が美しいソラ

スズメダイ、磯釣りの王様・メジナなど、多種

多様な魚を見ることができます。まるで竜宮

城を訪れたような気持ちになれるかも♪
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見残し海岸へは竜串観光

汽船、たつくし海中観光の

グラスボートでのみ上陸

可能です。

地元ガイドの案内で竜串・見残し

を巡るツアーです。パンフレット

には乗っていない岩やわかり

にくい岩、地質の話など、竜串を

知り尽くしたガイドさんが心を

こめて案内してくれます。

問合せ先

たつくし海中観光 0880-85-1155

竜串観光汽船　　 0880-85-0037

1970年に、日本で初めて海中公園に

指定された竜串の海には、美しい

景観が広がっています。体験ダイ

ビングでは、サンゴとそのまわりを

泳ぐ熱帯魚などを見ることができ

ます。まずは足のつくところで練習

し、慣れてきたら少しずつ海の中

へと入っていきますので、初体験の

方も安心して参加できます。魚たち

と一緒に泳いでみませんか？

問合せ先

竜串ダイビングセンター

0880-85-0790

体長１ｍを超すシノノメサカタ

ザメやスギ、クエをはじめ、たく

さんの魚がいる足摺海洋館の大

水槽でエサやり体験を行ってい

ます。エサをやりはじめると、大

きな口を開けたまま、エサをもら

おうと待っている魚や、大きな水

しぶきをあげてエサを奪いあう

魚もいます。迫力あるシーンを体験

してみませんか？

問合せ先

高知県立足摺海洋館

0880-85-0635

海のギャラリーでは、竜串の貝殻

を使ったキャンドル作り、スト

ラップ作り、フォトフレーム作り、

バレッタ作りが体験できます。

桜浜でのビーチコーミングから

手作り体験がスタート。自分が

拾った貝殻で作ったグッズは

旅の良い思い出になること間違い

なし！

問合せ先

海のギャラリー　0880-85-0137

見残し海岸の近くに船でしか渡れ

ない小さくてきれいな砂浜があり

ます。シーカヤック、またはバナナ

ボートで桜浜からそこへ渡った

後は、シュノーケリングを楽しん

だり、バーベキューをしたりと

様々なマリンレジャーを体験する

ことができます。家族・恋人・友達

と最高のひと時を過ごしてみま

せんか？

問合せ先

マリンクラブジョイ

0880-85-1003

竜串観光の目玉の一つでもある

桜浜は、土佐清水市が指定している

海水浴場で、竜串海域公園の中心

部に位置し、水質の良さと透明度の

高さが魅力です。砂浜にはサンゴの

かけらやたくさんの貝がらなどが

打ち上げられます。 波の音を聞き

ながら、ゆっくり散歩をしたり、貝

がらを拾ってみてはいかがですか？

7月の第一日曜日には、海開きを

開催！イベントや屋台もあり、毎年

多くの人で賑わいます。シャワー

などの施設も整っており、海水浴や

マリンレジャーも楽しめます。
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住

営

電

休

三崎4124‐1

8:30～17:00（4月～8月）

9:00～17:00（9月～3月）

0880-85-0201

年中無休

5

住

営

電

休

竜串23-8

9:00～16:00

9:00～17:00（7月～8月）

0880-85-0137

毎週木曜

8月・年末年始無休

3

住

営

電

休

三崎4124‐1

［販売］

9:00～17:00

［レストラン］

10:00～16:00

0880-85-0201

無休

6

住

営

電

休

竜串19－10

8:00～17:00（3月～11月）

8:00～16:30（12月～2月）

0880-85-0037

無休(天候により運休有)

2

住

営

電

休

三崎4135-2

8:00～16:30（3月～12月）

8:30～16:30（11月～2月）

0880-85-1155

無休(天候により運休有)

　焼いて揚げたカツオのタタキをご飯にのせ、味噌

だれとサクサクの天かすをかけていただきます。魚の

生臭さがなく、魚が苦手な方でも大丈夫！試行錯誤を

繰り返して完成した自慢の味です！

お願い

竜串海岸、見残し海岸を散策
する時は、歩きやすい服装、
靴でお越しください。また、
台風や風の強い時、波が高い
時は海岸に近づかないように
しましょう。
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ここが竜串海岸の入口です。この防波堤の向こう

には、不思議な奇岩の風景が広がり、自然の魅力を

体験できます。

1 ～1 30 （ ）30 ～40

海に向かって何本もの竹が伸びているかのよう

に見えることから、名が付けられました。竜串を

代表する岩です。

竜串海岸にはたくさんの貝があがります。その中で

さんごがあがるのは何故かここだけです。

ある方向から見るとハートに見える岩です。いろ

いろな角度から試してみてください。

どこを見ても蛙はいませんが、小さな茶色の石がたく

さんの蛙に見えることから、この名が付けられました。

頭を低くして、お気に入りの蛙を探してみよう。

海面を見ながら行

くと、波の上下で体

が夢の中で浮いて

いるように思える

事から、この名が

付けられました。

88

どの方向から見て

も同じような形に

見えることから、

「背」がない山、不背

山と名付けられま

した。

前だけ見ていれば

見落とすこともあり

ますが、よく見ると

右足に見える岩で

す。NHKBSの番組

「街道てくてく旅」

で、旅人の四元奈生

美さんが名付け親

です。

11

33

44

55

66

77

日本建築の欄間(天井と鴨居の間に格子や透かし彫りの板を取り付けた

部分)のように見えることから、名が付けられました。

22

仲の良い二人が寄り添っているように見える岩

です。カップルで見ると幸せになれるかも!?

11

大きな岩の表面に小さな穴が無数に空いています。

なぜ「つづみ(鼓)岩」と呼ばれているのか？見つ

けて叩いてみましょう。強く叩くほど、良い音が♪

22

その昔、この場所で人魚を見たという漁師が多くいた

ため名づけられました。女性に人気の撮影スポットです。

33

ぐるぐる渦巻きのような模様から、この名が付きま

した。一つ渦と並んで二つ渦があります。

55

巨大な岩が二つの岩のギリギリの所に乗っています。

岩が落ちないかと振り向いて見返すことが、この岩の

名前の由来となりました。

66

その名の通り「屏風(びょうぶ)」に見えることから

この名が付けられました。見残しを代表するスポッ

トで、その高さには圧倒されます。

77

この岩のように穴が開いている状態を「蜂の巣構造」と

呼びます。まるで、違う惑星に来たような気分になります。
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　竜串・見残しの海中には、日本一の

規模と言われるシコロサンゴの群

落があります。その周りを色とり

どりの熱帯魚が泳ぎまわっています。

グラスボートで美しい海中を観察

しましょう。


