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鳴門海月:のんび、りコース

2013/07パ 9 金~07/19金
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|スケジ、ユール 1 

07月 19日(金)

12:00 

鳴門j毎月

匝AP(D回開406242 102*23 

干772-0053鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65-8

ψ 1分 0.1km 

千畳敷展望台12:01 

12:16 
匝AP(D囲網406242 038*61 

鳴門市鳴門町土佐泊浦鳴門公園内

ψ 5分 4.1km 

12:21 

13:01 
E 匝E亘回開406242 070*62 

国 干772-0053徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字福池65-6

ψ 1分 0.1km 

渦の道13:02 

匝AP(D囲網406242 015*07 

鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65鳴門公園内

ψ2分 0.7km

14:04 ;;7.----， 大鳴門橋架橋記念館エデイ

14:02 

15:04 
匝AP(D回開406212 781*85 

干772-0053徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福地65

ψ2分

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)

15:06 

15:26 

お茶園展望台(鳴門公園)

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

ψ7分 3.3km

2 3 

|スケジ、ユール 1 

07月 19日(金)

15:33 鳴門j毎月(旧:鳴門エディングホテル七洲園

匝AP(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

個四国， 3時間36分 位 置 _8.3km l1li回目・ e園田11.8kg 



| ドライブコース I |経由地 1 

メモ

4 5 

千畳敷展望台

大鳴門橋が間近に見える展望台で、海岸まで続く遊歩道

が整備されている。周辺には食事処や喫茶庖、みやげ庖

が軒を連ねる。海上遊歩道「渦の道Jの入口にも近い。

住所 .鳴門市鳴門町土佐泊浦鳴門公圏内

匝[00]" 406 242 038引

駐車場 ・あり、 200台有料



|経由地情報 I 

l見る W A.C rt-{ ""IG 

エスカヒル鳴門

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

小豆島や淡路島も眺望する360度の大パノラマが堪

匝E豆囲網406212781掌85

電話番号:088-687-0222 駐車場:あり、 56台(鳴門公圏第1駐車場)/1日1回

住所 .干772ー0053徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福地65

営業時間 ・ 8 : 30~18:00(冬季は17 目 00まで)

休業日 .無休

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

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 2 

メモ

6 7 

うづ乃家

鯛の切り身は井の中で輝く白い宝石

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。

電話番号 : 088-687-0150 

住所 .干772-0053徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字

福池65-6

匝[00]" 406 242 070*62 

営業日寺間 ・ 9:00~17:00

休業日 ・無休

駐車場 ・あり、 150台(鳴門公園駐車場)1回410円

9 ・ 00~17:00

料金 :鯛井1800円、わかめうどん定食750円

情報提供元・東京データシティ



|経由地情報 I 

l見る

NO IMAGE 
イメ-..;はあt せん

W A.C rt-{ ""IG 

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遊ぶ

NO IMAGE 
イ.--.;はあらーせA

PιAYI"IG 

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。

!mAP[DDEI' 406210272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

営業時間 ・ 9 ・ 15~16:15(30分ごとに運航、予約制)

l買う

NO IMAGE 
イ4ーシはあり'せん

SHOPI~C 

うずしお朝市

月に1度福良漁港前で聞かれる島内で最も規模の大きい朝

市。新鮮な魚介類を中心に寿司、天ぷら、野菜などたく

さんの露庖が軒を並べ地元客、観光客で賑わう。

匝AP[DDEI'406 280 729*30 

電話番号・ 0799-52-0064 駐車場:あり、 50台無料

住所 .兵庫県南あわじ市福良丙28

営業日寺間・ 9 目00~11 :00 

|経由地 3 

il:)20日ZENRINoataC町n-地図データ@初日ZEN問N

メモ

8 9 

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、ガラス張り眺望床からは潮の

流れを真上から見ることができるロ展望室からの眺めも

抜群。

電話番号 : 088-683-6262 

住所 .鳴門市鳴門町土佐泊浦福池65鳴門公圏内

匝[00]" 406242015*07 

営業日寺間 : 9:00~ 17:30(1 0~2月は~16 : 30)

駐車場 ・あり、 200台有料



|経由地情報 I 

l見る

NO IMAGE 
イメ-..;はあt せん

W A.C rt-{ ""IG 

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

、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

塚製薬が命名権を取得し、「鳴門・大嫁スポーツ

匝mill!"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

l食べる EATING 

活-心・鮮・昧処あらし

渦潮で有名な鳴門海峡の近海で生け捕りされた魚が、巨
大水槽の中で・悠々と泳ぐ姿が見られる。これらの活きの

いい素材がこ台主人の冴えた技によって、刺身、串揚げ、

焼き物、天ぷらへと姿を変えていく。どれも太鼓判の味

。メインに小鉢、ワカメ汁などが付く特選刺身定食もお

値打ち価格の充実ぶり。

!mAP[DDEI' 56 687 263*27 

電話番号 ・088-686ー0005 駐車場:あり、 14台無料 11 ・ 00~21 ・ 30

住所 .干772-0011徳島県鳴門市撫養町大桑島北の浜引ー1

営業時間 ・11: 00~21 ・ 30(オーダーストップは21 :00) 

休業日 ・水曜休

l遊ぶ PLAYI叫に』

大型観潮船わんだーなると

NO IMAGE 
鳴門観光汽船の大型観潮船わんだーなるとは旅客定員40

0名の大型の船。ゆったりとしたスペースでダイナミック

イ4ーシはあり'せん

な鳴門のうず潮を観察できる。亀浦観光港から出航する

匝AP[DDEI'406 210302*68 

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 田00~16:20(40分ごとに運航)

|経由地 4 

メモ

10 11 

大鳴門橋架橋記念館エデ、イ

鳴門の渦潮をわかりやすく解説する

鳴門公園にある大鳴門橋架橋記念館ヱデ、イは、渦潮や大

鳴門橋を楽しく解説する施設。「うず潮劇場Jは、鳴門

の渦潮や周囲の景観を、大型ハイビジョン映像で紹介し

ている。人気は体感型展示室の空飛ぶ潜水艇「うず丸J
で、鳴門公園を海と空から探検できるアドベンチャーシ

ミュレータ一。また屋上に設置される屋上パノラマ展望

ランドからは、鳴門海峡と大鳴門橋を一望にすることが

できる。

電話番号 : 088-687 -1330 

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 : 9:00~17 : 00(入館は16 : 30まで)、 GW・お
盆期間は8:00~18 : 00(入館は17 : 30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600円、中・高校生400円、小学生250円

、体感型展示室うず丸は大人200円、

情報提供元・シマウマークラブ



|経由地情報 I 

l見る

事主ぎさI
l・匝~二 R<::. ，..にご〉 ・u

圃監与F

W A.C rt-{ ""IG 

森岡器

森陶器は、阿波特産の藍の保存瓶として生まれた大谷焼
(経済産業省の伝統的工芸品)の窯元。熟練の技で造り

出される大物陶器や日用雑貨、大がめや陸連鉢など大谷

焼の魅力が溢れる品々が並んでいる。大物造りに見られ

る大谷焼独特の伝統の技「蹴ろくろJ(ろくろを足で蹴

って回す)やさらに大がかりな「寝ろくろJ(2人

匝mill!"56 590 010ぢ3

電話番号・ 088-689-0022 駐車場:あり、25台/無料

住所 ・干779-0302徳島県鳴門市大麻町大谷井利ノ肩24

営業時間 :8・30~17:00、日曜は9 ・00~17・ 00

休業日 ・年末年始休(工房は日曜休)

l食べる EATING 

つつみ

名物の祖谷そばが存分に堪能できる庖。契約栽培しても

らっている祖谷そば粉で打った麺と、北海道産の昆布、

5種類のかつお節、コアジなどから取るダシがおいしさの

決め手だ。

!mAP[DDEI" 56687661ワO

電話番号 ・088-685-2088 駐車場:あり、7台無料 11: 30~20:00 

住所 .干772-0001徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島6-15

営業時間 ・11: 30~20・ 00

休業日 ・月曜休

l遊ぶ

NO IMAGE 
イ4ーシはあり'せん

PLAYI叫に』

HO町ZON

シーカヤックのプロショップ。シーカヤックに乗って、

のんびりとした島田島周辺の海域などでづ毎上散策を楽し

める。海域ツアーは約10コースあり、予約制。

匝AP[DDEI'406 120 890*80 

電話番号・ 088-687-2711 駐車場:あり、5台無料

住所 .徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦黒山246-29

営業日寺間・ 12 :00~19 ・ OO(予約制)

12 13 

|経由地 5 

メモ

お茶園展望台(鳴門公園)

阿波藩藩主が鳴門海峡を観潮した展望台

大鳴門橋のたもとに位置する鳴門公園にある展望台。鳴

門公園は鳴門海峡を眺望する展望公園で、鳴門と淡路島

を結ぶ全長1629mの吊り橋、大鳴門橋の眺めがすばらしい

。お茶園展望台は、阿j炎藩主・蜂須賀候が、茶屋を設け

て鳴門の渦を観賞した場所だったことにちなんで名付け

られた展望台。鳴門の渦潮と大鳴門橋を眺望する絶好の

ポイン卜で、鳴門海峡を航行する船や晴天時には淡路島

も見渡すことができる。

住所 .干772-0053徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦福

地

FD 
口口口口7

'
 

2
 

幻

自

F
b

由
国

悶
ヰ
[
子

4

見

『
寸
寸
J
4

同
可
』

-
r
t
-

i
 

FUUE

F
-

-
町
山
『

主
寸

一m一
業

而」

営

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

情報提供元・シマウマークラブ



|経由地情報 I 

l食べる E'"ATING 

海鮮市場

品数は他庖より多く、値段は他庖より安くがモット一。

30種類のネタが揃うすしのほか、すし定食や天ぷら定食

、刺身定食など定食類や井ものも充実している。15セン

チの大工ビを揚げる天ぷら盛合せもおすすめ。

匝E豆囲網56687 126*20 

電話番号 :088-685-8750 駐車場:あり、20台無料 11: 30~22:00 

住所 .干772ー0001徳島県鳴門市撫養町黒崎字松島153

営業時間 ・11: 30~22 : 00、休憩時間あり

休業日 .月曜休

l遊 ぶ

NO IMAGE 
イ.--.;はあらーせA

電話番号 ・0799-37-9040

住所 .兵庫県南あわじ市阿那賀

営業時間 ・イン14・00、アウト10・00

PιAYI"IG 

伊毘うずしお村

鳴門海峡を望むオートサイトのみのキャンプ場。全区画

AC電源付きで、場内設備も整う。海水浴はもちろん釣り

を楽しむにもおすすめで、サイトからは美しい夕日を見

ることもできる。

!mAP[DDEI' 406 306 345*00 

駐車場:お近くの公共駐車場をご利用ください

14 15 

| 目的地 I 

--aイリゾ-t，;j;王CI~Q宮門海F

メモ

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



|目的地周辺情報 I 

l見る

NO IMAGE 
イメ-..;はあt せん

W A.C rt-{ ""IG 

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 

すし一

ネタの多くは鳴門でとれた地魚。鳴門名物のタイやアナ

ゴ、うま味たっぷりのヱビやイカなど当日のおすすめを

並べてくれる「おまかせ握りJや、上握りが人気だ。プ

チプチした歯応えがたまらない真タコの卵「海藤花Jも

おすすめ。

!mAP[DDEI' 56658 180*73 

電話番号 ・088-686-2338 駐車場:あり、 10台無料 11 ・ 30~21 ・ 00

住所 .干772-0012徳島県鳴門市撫養町小桑島字前浜136

営業時間 ・11: 30~21 ・ 00

休業日 ・4日、 14日、24日休(土・日曜の場合は営業)

l遊ぶ PLAYI叫に』

南あわじ海釣り公園メガフロート

NO IMAGE 
海上の釣り台周辺に漁礁があり、初心者や子供でも四季

を通じて釣りを楽しめる。全長100mの桟橋の先端に大き

なフロートがあり、そこから釣り糸を垂らす。

イ4ーシはあり'せん

匝AP[DDEI'406219081*78 

電話番号・ 0799-55-0400 駐車場:あり、 180台無料

住所 .兵庫県南あわじ市阿万吹上町田尻

営業日寺間・ 4~8月は6・00~19 目 00、 9~10月は6・00~18目00、 11~12月は7:00~18
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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》


