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|スケジュール I 

07月 19日(金)

12:00 
匝AP(D回開56479675*55 

板野郡松茂町豊久字朝日野16-2徳島阿波おどり空港 3F

リッチパーガーファクトリー

ψ 12分
450円

高松自動車道鳴門料金所(上下入口)

7.7km 

ψ 17分

高松自動車道板野料金所(上下出口)

11目Okm

ψ 4分 2.6km 

12:33 阿波大正浪漫バルトの庭

13:03 
匝AP(D囲網56554358ワ3

干779-0225徳島県鳴門市大麻町桧野神ノ北22-1

ψ 3分 1.1km 

鳴門市ドイツ館13:06 

14:56 
匝AP(D回開56585 246*60 

干779-0225徳島県鳴門市大麻町檎東山田55-2

ψ 1時間4分 31.4km 

ケータイから
直前予約もOK!
レンタカー予約 楽@天



|スケジ、ユール 1 

07月 19日(金)

16:00 エスカヒル鳴門

16:25 
匝Af(ODE]" 406 212 781*85 

干772-0053徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福地65

ψ 8分 O.4km

16:33 鳴門j毎月(旧:鳴門エディングホテル七洲園

匝Af(O回"406 242 102*46 

干772-0053徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65-8

2 3 

|スケジ、ユール 1 

07月20日(土)

08:00 

鳴門j毎月(旧:鳴門エディングホテル七洲園

匝Af(O回開406242 102*46 

干772-0053徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65-8

ψ 4分 1.5km

08:04 鳴門観光汽船

匝Af(O囲網406211 626*77 

干772-0053徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦大毛264-1地先

個四国， 19時間55分 位 置 _55.8km l1li園.450円 e園田111.9kg 



| ドライブコース I 

山

4‘ 
' 

|経由地 1 

メモ

4 5 

阿波大正浪漫バルトの庭

映画『パjレ卜の楽園』のロケセットを移築保存

平成18年に公開された映画 『バjレ卜の楽園~ (出目昌伸

監督・松平健主演)と、その題材となった板東停虜収容

所に関するテーマパーク。管理棟、印刷所、衛兵詰所、

酒保(パー)なと、口ケて・使用されたセットのほか、実際

の板東停虜収容所で使用された兵舎(バラッケ)1棟も敷

地内に移築保存されている。また、製パン所ではドイツ

兵力f焼いていた黒パンを再現して販売している。板東停

虜収容所は、第一次世界大戦の際に板野郡板東町(現・

徳島県鳴門市大麻町桧)に設置された停虜収容所。ドイ

ツの租借地であった青島で、日本軍の捕虜となったドイ

ツ兵4715名のうち、約1000名を大正6年~大正9年に収容

した。収容所長は松江豊寿陸軍中佐(映画では松

電話番号 : 088-689-2163 

住所 .干779-0225徳島県鳴門市大麻町桧野神ノ北

22-1 

匝[00]" 56 554358*33 

"&1[ 営業日寺間 9:00~16 : 30 

@ 休業日 ・無休

駐車場 .あり、 30台/無料

料金 :大人400円、小・中学生200円

情報提供元・シマウマークラブ



|経由地情報 I 

l見る

でタ ー

W A.C rt-{ ""IG 

大谷焼の里

1780(安永9)年、阿波国大谷村の庄屋・森是助が遍路途

中の豊後の陶工・文右衛門に窯を築かせたのが大谷焼の

始まり。当初は藩窯として、肥前風の染め付け磁器を焼

いていたが廃窯となり、 1784(天明4)年、信楽の陶工・

忠蔵の指導で、納田平;欠兵衛が大谷窯を信楽常滑風の窯

として再興した。かつての主産業だった阿波藍の

匝E豆囲網56590159ホ48

電話番号 :088-689-0204 駐車場:あり、施設により異なる(各窯元付帯駐

住所 .干779ー0302徳島県鳴門市大麻町大谷

営業時間 ・施設により異なる

休業日 .施設により異なる

l食べる EATING 

十割そば本庖

そばを栄養バランスに優れた健康食として打ち出すお庖
。いっさいつなぎは使わず、より美味しいものをと作り

たてで出すことが基本。そばそのものの良さが生かされ

て、素朴な香りは実に味わい深くなっている。

!mAP[DDEI' 56287581*33 

電話番号 ・088-633-3668 駐車場:あり、 25台無料 11 ・ 00~21 ・ 00

住所 .干770-0051徳島県徳島市北島田町1-55-1

営業時間 ・11: 00~21 ・ 00

休業日 ・無休

l遊ぶ PLAYI叫に』

窯元森陶器

NO IMAGE 
阿波特産の藍の保存瓶として生まれた大谷焼の窯元。蹴
ろくろや独特の寝ろくろを備えた工房の見学のほか、手

びねり、絵付けなどの陶芸体験(予約制)が楽しめる。

イ4ーシはあり'せん

匝AP[DDEI'56560849*31 

電話番号・ 088-689-0022 駐車場:あり、25台無料

住所 .徳島県鳴門市大麻町大谷井利の肩24

営業日寺間・ 8 目30~17:00( 日曜は9 : 30~)

|経由地 2 

メモ

6 7 

鳴門市ドイツ館

日本でのベートーベン第九初演といわれる収容所

鳴門市には、第一次世界大戦で敗れ、中国の青島(チン

タオ)で降服した、約1000人のドイツ兵停虜を大正6年か

ら9年までの3年間収容した板東停虜収容所があった。鳴

門市ドイツ館は、当時の停虜たちの生活や地域との交流

を伝える施設。文化的にも、地域と深いつながりを築き

、大正7年6月1目、この収容所で、ド‘イツ兵停虜によって

日本で初めてベートーベンの交響曲「第九Jが演奏され

た。鳴門市ドイツ館の庭には、ベートーベンの像が建て

られている。このヱピソードが映画化されたのが『パjレ
卜の楽園』。板東停虜収容所跡地の東側はドイツ村公園

として整備され、停虜の慰霊碑も立っている。ドイツ館

南側の「道の駅第九の里jの物産館は、往時の兵

電話番号 : 088-689-0099 

住所 .干779-0225徳島県鳴門市大麻町槍東山田5

5-2 

匝[00]" 56 585 246・60

営業日寺間 : 9:30~16 : 30 

休業日 ・第4月曜(祝日の場合は翌日)休、 12月28日

~31 日休
駐車場 .あり、 150台/無料

料金 :大人400円、小・中学生100円/鳴門市賀川|

豊彦記念館との共通券大人500円、小

情報提供元・シマウマークラブ



|経由地情報 I 

l見る W A.C rt-{ ""IG 

藍住町歴史館藍の館

大藍商であった旧奥村家屋敷の13棟を再生し、吉野川|流
域で収穫される藍栽培の解説を行なうミユージ‘アム。奥

村家は天保から明治にかけて発展し、その威勢を反映し

てつくられた建物は優雅で手の込んだ建築物として高く

評価されている。阿波藍の栽培は平安時代に始まったと

いう歴史あるもの。戦国時代には武士が銭の下を

匝mill!"56403 335ワ6

電話番号・ 088-692-6317 駐車場:あり、40台/無料

住所 ・干771-1212徳島県板野郡藍住町徳命前須西

営業時間 :9 ・00~17:00(藍染め体験は16 : 00まで)

休業日 ・火曜(祝日の場合は開館)、 12月 28 日 ~1 月 4日休

l食べる EATING 

びんび家

注文が入ってから魚を引きあげてさばくから鮮度は申し

分なし。刺身盛合せの身の締まり具合など、一品料理に

は素材自体の旨みが凝縮されている。「びんびめしjな

どの釜めし類や、刺身・天ぷら・酢物などがついてボリ

ュームバッチリの「びんび定食jもおすすめ。

!mAP[DDEI" 56799650*61 

電話番号 ・088-682ー0023 駐車場:あり、 40台無料 9 : 00~21 :00 

住所 .干771-0372徳島県鳴門市北灘町粟田ハシカ谷20-2

営業時間 ・ 9 ・ 00~21 :00 

休業日 ・無休

l遊ぶ PLAYI叫に』

広東・矢三庖

先代が引いていた屋台の味がルーツという、徳島のラー

メン文化を支える名庖の一つ。甘辛く煮詰めた豚バラ肉

が、麺と程好くマッチした上に、 30年間使い切らずに継

ぎ足して作る秘伝の甘辛スープ。これが味を決めている

匝AP[DDEI'56 287 622*38 

電話番号・ 088-632-7925 駐車場:あり、 50台無料 10・ 00~20・ 30

住所 .干770-0005徳島県徳島市南矢三町3-4-20

営業日寺間・ 10 :00~20・ 30

休業日 目火曜休

|経由地 3 

メモ

8 9 

エスカヒル鳴門

渦潮や大鳴門橋について楽しく学べる

ヱスカヒル鳴門は、鳴門海峡や鳴門公園を見下ろす、標

高90mの鳴門山山頂にある展望施設。鳴門公園から全長6
8mのエスカレーターで到達できる。高低差34mのヱスカレ

ーターはガラス張りになっていて、鳴門海峡の景観が楽

しめる。屋上の展望台からは、鳴門海峡はもちろん遠く

小亘島や淡路島も眺望する360度の大パノラマが堪能でき

る。展望台にはレストランや売庖も併設。レストランで

は名産の鳴門わかめを使った鳴門わかめうどんなども味

わえる。

電話番号 : 088-687 -0222 

住所 .干772-0053徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福

地65

匝[00]" 406212781切

営業日寺間 : 8:30~ 18:00 (冬季は17:00まで)

休業日 ・無休

駐車場 .あり、 56台(鳴門公圏第1駐車場)/1日1回
410円/第2駐車場103台、第3駐車場43台

料金 :大人300円、小・中学生100円

情報提供元・シマウマークラブ



|経由地情報 I 

l見る

NO IMAGE 
イメ-..;はあt せん
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エスカヒル鳴門

全長68m、高低差34mのシースルーエスカレーターから景

観を楽しむことができる。屋上の鳴門山展望台からは、

鳴門海峡はもちろん淡路島まで見渡すことができる。

匝E豆囲網406212842*74

電話番号 :088-687-0222 駐車場:あり、200台有料

住所 .徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65鳴門公圏内

営業時間 ・ 8 : 30~17:00

l食べる EATING 

うづ乃家

生きのいい新鮮な鳴門鯛を使用している。その切り身が

ご飯の上にところ狭しと並ぶ鯛井は、豪快の一言。特製

ダレの甘い香りとワカメとシソの味が実によいアクセン

トとなり絶品。

!mAP[DDEI' 406 242 070*62 

電話番号 ・088-687ー0150 駐車場:あり、 150台(鳴門公園駐車場)1回410円

住所 .干772-0053徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-6

営業時間 ・ 9 ・ 00~17:00

休業日 ・無休

l遊ぶ

NO IMAGE 
イ4ーシはあり'せん

PLAYI叫に』

うずしお汽船

亀浦漁港から出航する「高速観潮船うずしおJに乗って

、鳴門のうず‘潮を間近に見ることができる。うず潮のも

っとも大きなものは直径20m以上に達するといわれ、迫力

満点。

匝AP[DDEI'406 211 595勺7

電話番号・ 088-687-0613 駐車場:あり、45台無料

住所 .徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65-63

営業日寺間・ 8 目00~16:30

|経由地 4 

--aイリゾ-t，;j;王CI~Q宮門海F

メモ

10 11 

鳴門海月(I日:鳴門エデ、イングホテル七洲園

[施設タイプ]旅館

徳島初!楽天マイスター受賞。2011年リニューアル大鳴

門のうず潮に一番近い景色に感動のお宿。「お部屋食J
プランが大好評!

電話番号 : 088-687 -0333 

住所 .干772-0053徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福

池65-8

匝[00]" 406 242 102哨

営業日寺間 .チェックイン 15:00チェックアウト 10:0。

駐車場 -あり、有 30台無料

情報提供元・楽天トラベル



|経由地情報 I 

l見る

NO IMAGE 
イメ-..;はあt せん
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渦の道

大鳴門橋の橋下部に設けられた海上遊歩道。歩道から鳴
門海峡の全景が眺望でき、ガラス張りの眺望床からは潮

の流れを真上から見ることができる。展望室からの眺め

も抜群。

匝E豆囲網406242015掌86

電話番号 :088-683-6262 駐車場:あり、200台有料

住所 .徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65鳴門公圏内

営業時間 ・ 9 : 00~17:30(1 0~2月は~16:30)

l食べる EATING 

鯛丸

鳴門鯛がメインの活魚料理屈。潮流にもまれた鯛は身の
締まり異合、歯応えともに言葉を失くすほどのおいしさ

。ほとんどのお客さんが注文する人気の潮路定食や、お

刺身定食がおすすめ。

!mAP[DDEI' 406 211 080勺3

電話番号 ・088-687ー0077 駐車場:あり、 40台無料 10・ 30~21 ・ 30

住所 .干772-0053徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池15-33

営業時間 ・10 : 30~21 ・ 30

休業日 ・無休

l遊ぶ

NO IMAGE 
イ4ーシはあり'せん

PLAYI叫に』

水中観潮船アクアエデ、イ

海上と海中から鳴門のうず潮を観賞できる水中観潮船。

水中展望室から見る海中のうず潮は迫力満点。見頃の時

間帯はホームページで確認できる。予約制で所要時間は

約25分。

匝AP[DDEI'406 210272勺 2

駐車場:あり、200台無料

住所 .徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦鳴門公園亀浦観光港

営業日寺間・ 9 目 15~16:15(30分ごとに運航、予約制)

12 13 

| 目的地 I 

メモ

鳴門観光汽船

水中観潮船で渦潮を水中から観察

旅客定員400名という大型観潮船「わんだーなるとJ(所
要30分)と水中観潮船「アクアヱディJ(所要25分)が

就航し、鳴門の渦潮を観賞できる。水中観潮船「アクア

ヱディJは船底に設けられた展望室が海面下1mまで下が

り、水中から渦潮を観賞できるというユニークな船(完

全予約制)。大きなものになると直径20mにも達するとい

う渦潮の見頃に関しては、鳴門観光汽船のホームページ

で確認を。

電話番号 : 088-687-01 01 

住所 .干772-0053徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦大

毛264-1地先

匝[00]" 406211 626ワ7

営業日寺間 . 大型観潮船わんだーなるとは9 :00~16:20に

40分ごとに運航、水中観潮船アクア
休業日 ・荒天時を除き無休

駐車場 ・あり、 200台無料

料金 :大型観潮船わんだーなると大人1530円、小

人770円、水中観潮船アクアヱディ大人

情報提供元.東京データシティ



|目的地周辺情報 I 
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大塚国際美術館

西洋名画約1000点を陶板焼き付けにより複製した、陶板
名画美術館。『最後の審判』とともに再現したシスティ

ーナ礼拝堂の内部やスクロヴェーニ礼拝堂は鶴場感あふ

れる。

匝E豆囲網406211473勺3

電話番号 :088-687-3737 駐車場:あり、340台有料

住所 .徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦鳴門公園内

営業時間 ・ 9 : 30~16:00

l食べる EATING 

内乃海

地元鳴門の漁師が運んでくる生きたままの魚と貝を豪快

に焼いて食べる庖。新鮮素材が見るからに食欲をそそる

すばらしさ。海上に漂う浮座敷で味わうその美味しさは

何とも言えない。

!mAP[DDEI' 56 838 645*62 

電話番号 ・088-688-0628 駐車場:あり、 10台無料 11 ・ 00~18・ 00

住所 .干771-0369徳島県鳴門市瀬戸町撫佐1-1

営業時間 ・11: 00~18・ 00

休業日 ・不定休

l遊ぶ PLAYI叫に』

徳島県鳴門総合運動公園

25.8haの広大な敷地に、第1種公認、第3種公認の2つの陸

上競技場と、野球場、武道館、弓道場、テニス場、相撲

場、体育館、芝生の球技場などの体育施設が揃う。またNO IMAGE 
イ4ーシはあり'せん 、池や広大な芝生のこども広場、ひょうたん池を中心と

した日本庭園も整備されている。ネーミングライツで大

爆製薬が命名権を取得し、「鳴門・大嫁スポーツ

匝AP[DDEI'56 599 573*46 

電話番号・ 088-685-3131 駐車場:あり、 500台

住所 .干772-0017徳島県鳴門市撫養町立岩四枚61

14 15 

JAFロードサービス救援コール
(全国共通・年中無休・ 24時間)

置l0570・00・8139
通話料は有料(固定電話は 1分/10円、
携帯電話は 20秒/10円)。
ただし、 PHSと一部の IP電話等からはご利用lこなれ
ません。
※携帯電話からおかけの場合
基本使用料金に含まれる無料通信分
の対象とはなりません。

または
短縮ダkヤル #8139
通話料は有料。
ただし、国定電話[ダイヤル回線]及び
一部の IP電話等からはご利用になれません。
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このしおりは"びあはーる H ドライブポータルサイトの"しおり作成機能"を用いて作成されました。
サイトに関する留意点やお問い合わせにつきましては、"びあは一る"ドライブポータルサイト
(PC版 http://w山w.viajar.jp/ 携帯版 http://w山 w.viajar.jp/mb/)を参照下さい。
マップコードは株式会社デンソーの登録音標です。

いつでもどこでも 曹
ケータイか5宿予約 お

楽。天国b唱

iPhone，Androidからも予約可能
『楽天トラベルJを検索》


