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サイクリング
マップ 錦川清流街道

■佐々木小次郎商店の
ソフトクリーム

正統派のソフトクリームで、トッ
ピングも充実しており美味しい
と評判。れんこんコロッケなどの
販売も行っている。

問い合わせ：0827-41-3741

錦川鉄道入浴スポット・宿泊施設

おすすめグルメ情報 ※各店舗の定休日等については、事前によくご確認ください。

錦川清流街道へのアクセス

②錦帯橋
錦川に架かる五連の木造橋で、
日本三名橋のひとつとしても
有名。延宝元年（1673年）、第
３代藩主吉川広嘉により創建
された。

③吉香公園
江戸時代に岩国を治めた吉川
家の居館や家臣の屋敷跡地を
整備した公園。園内では四季
折々の花々を楽しめ、藩政時
代を偲ばせる建造物も多い。

④岩国シロヘビの館
国の天然記念物に指定され「神
様の使い」として崇められてき
た岩国のシロヘビを間近に見
ながら、歴史や生態について学
ぶことができる。

⑤本家 松がね
岩国の歴史や様々な情報を紹
介する観光交流施設。もとは
江戸時代から全国に名を馳せ
た、びん付け油「松金油」の製
造販売を行っていた商家。

⑥宇野千代生家
岩国が生んだ女流作家・宇野
千代の生家。明治時代に建て
られた趣のある佇まいと、美し
い日本庭園が特徴的である。

⑦橋の駅 錦帯橋展望市場
錦帯橋バスセンターの２階に
あり、喫茶コーナーからは錦
帯橋が一望できる。岩国地域
の特産品や物産品なども充実
している。

⑧沈下橋（潜水橋）
川の水面近くに架けられた低
い橋。水位が低い通常の状態
では通行できるものの、増水時
には水面下に沈んでしまい通
行できない。

⑨美川ムーバレー
旧玖珂鉱山の坑道の一部を利
用したウォーキングアドベン
チャー空間。かつて地底の中
で栄華を誇っていた、悠久の
古代文明の物語である。

⑩観音水車「でかまるくん」
地元特産の杉で造られた、木造
の巨大水車。四季折々の景観に
溶け込んで、直径12mの大水車
はゆっくり力強く回っている。

⑪岩屋観音
古生層の石灰岩からなる洞窟
の中に安置された観音像に鍾
乳石の水滴が滴下し、木仏が
石仏と化した。国の天然記念物
に指定されている。

⑫木谷峡
渓谷美と紅葉の美しさで人々 を
魅了し続けるスポット｡平家ケ
岳から流れ下る木谷川にあり、
平家の哀しい伝説が残る。

⑬寂地峡
日本の滝百選の「五竜の滝」や
全国名水百選の「寂地川」を楽
しめる。キャンプ場も整備され
ており、夏は涼を求める人でに
ぎわう。

⑭らかん高原 スカイパーク
春から夏はバーベキューやハ
イキングなどのアウトドア、秋
は紅葉、年間を通して星空が
楽しめる。レンタサイクルも人
気のアクティビティ。

⑮レイクプラザやさか
広島県と山口県を結ぶ弥栄大
橋そば、弥栄ダムの湖畔に建つ
レストハウス。パークゴルフや
レンタルボートなども併設され
ている。

⑯明神原なごみ広場
水車小屋、炭焼き小屋などが
配置された、心なごむ憩いの空
間。自然の沢を整備した水路、
水車と遊歩道があり、ゆったり
と散策ができる。

羽田空港－岩国錦帯橋空港/約１時間35分

新岩国駅まで…広島/約16分、新大阪/約1時間20分
　　　　　　　東京/約3時間58分、博多/約1時間15分

岩国ICまで…広島/約40分、博多/約3時間

道の駅

山口県はタンデム自転車の公道走行が可能です

パソコン・スマートフォンからアクセス
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サイクル県やまぐち推進協議会
〒753-8501 山口県山口市滝町1－1　山口県観光スポーツ文化部スポーツ推進課

TEL：083-933-2435
MAIL：a11200@pref.yamaguchi.lg.jp

やまぐちFree Wi-Fi やまぐちFree Wi-Fi
（Premium）

外国人旅行者が快適で利用しやすい無料公衆無線ＬＡＮ環境の普

及促進を図るため、山口県と民間公衆無線ＬＡＮサービス提供事

業者（ＮＴＴ西日本山口支店）との協働により、無料公衆無線ＬＡＮ

サービス「やまぐち Free Wi-Fi」を提供しています。

●サービスは24時間365日対応
●サービス料無料

山口県内の情報に限ってご案内できます。

電話もしくはスカイプの通話料／
通信料はかかります。

国際電話やローミングでのご利用は

+81-83-902-6370

交通ルールとマナー
◎基本は車道を左側通行すること
◎歩行者に思いやりをもって走ること
◎安全のために必ずヘルメットを着用すること

手信号の使い方　一人で走る人もグループで走る人も

指示器やブレーキランプのない自転車は、手信号でドライバーや後ろの人に自分の動きを伝
えます。同時に声もかけましょう。手信号を出す余裕がない場合は声だけでもかまいません。
後続の人は、前の人の手信号を確認したら「はい」と声を出すようにすると、集団走行の安心
が高まります。

歩行者や生活している人に配慮して走りましょう

道路はサーキットではありません。そこには生活している人たちがいます。他人の暮らしの場
を走らせてもらっているという感謝の気持ちを忘れずに。集落内を走るときは必ずスピード
を控えましょう。道をあけてもらった時には「ありがとう」の声がけがあるとお互いに気持ち
がいいですね。

車道の左側通行が原則

自転車は車両です。車道の一番左の車線を走ることが法律で定められてい
ます。「自転車及び歩行者専用」の標識がある歩道では自転車の通行が認め
られていますが、歩行者が最優先です。歩行者がいたら、必ず徐行して安全
な間隔をあけて通過しましょう。安全に通過できないときには停止して、自
転車を降りましょう。ベルを鳴らしてはいけません。

乗車前に点検しよう

安全で快適に走るために、出発前には必ず確認しましょう。自信がない場合は自転車店などに
相談しましょう。

交通ルールを守ろう

●交差点では信号に従いましょう。前方の信号が赤の場合は、左折もできません。右折をする
場合は、道路の左端を走り、まず前の通りを渡り終わってから、直角に向きを変えて、右の通
りを渡りましょう。

●「止まれ」の標識があれば、自転車も「一時停止」を守りましょう。
●一列になって走りましょう。並走してはいけません。
●トンネルでは必ずライトを点灯しましょう。やむをえず暗い時間帯に走る
場合も点灯を。

●飲酒運転、二人乗り（6歳未満の幼児同乗を除く）、傘差し運転、携帯電話
やスマートフォン等を使用 し゚ながらの運転、イヤホン等を使用しながら
の運転は禁止です。

ときわ公園宇部新川

美祢

宇部 厚東

※スーパーはぎ号（バス）の所要時間は60分です。

関西
国際空港

福岡空港

萩・明倫センター

外国人向けサービス

ビュースポット・立ち寄りスポット 下流から上流へと、移りゆく景観に歴史の流れを重ねながら、清流錦川と走る。

①岩国城
慶長13年（1608年）に初代岩
国藩主の吉川広家により築
城。現在の城は外観復元され
たもので、桃山風南蛮造りの
美しい山城である。

■むさしのソフトクリーム
100種類以上のソフトクリーム
があり、今もなお種類が増え続
けている。多くの来客者が日々多
様な味に挑戦して
いる。

■錦果楼の銘菓はす餅
国内有数のレンコンの産地であ
る岩国ならではの銘菓。甘さ控
えめで素朴な味が人気。補給食
としてもグッド。

■観音茶屋のうどん
昔懐かしい自販機のうどん。毎朝
作り立てをセットしているそうで、
地元の作業員から観光客まで、多
くの人に愛されている。

問い合わせ：0827-77-0860

■つみ菜カフェ うどんげ
自然のパワーをもらえる、つみ菜
（山菜、薬草）をメインにした料理
や喫茶メニューが楽しめるお店。
つみ菜の天ぷらな
どが味わえるつみ
菜ランチが人気。

■遊覧船
季節ごとの遊覧船が楽し
める。

【春】さくら舟
桜の咲き誇る１年のうちで
最も錦帯橋が輝く季節。う
ららかな陽差しのなか、錦
川の流れに身をゆだねる。

【夏】鵜飼遊覧
手の届くような近くで繰り
広げられる古式鮎漁。そ
の醍醐味を名勝・錦帯橋
の姿と共に堪能。

【秋】もみじ舟
紅葉谷公園や城山が色づ
き、澄み切った青空の下、
屋形船に揺られて眺める
彩りの川面と錦帯橋を水
上散策。

■甲冑体験
毎年秋に、期間限定で実施。本
格的な甲冑を身に着けて、火縄
銃や刀を構えて錦帯橋を背景
に記念撮影がで
きる。

■篆刻体験
錦帯橋建造のヒントを与えた
人物「独立性易禅師」は「日本
篆刻の祖」ともいわれており、
そのゆかりの地・
岩国で篆刻印を
作れる。

■ラフティング
清流錦川の景色を楽しみなが
ら、途中の波立つポイントをみん
なで漕いでクリアして行くアドベ
ンチャーツアー！
専門のガイドが一
緒に乗るので安心
して体験できる。

■いろり山賊の
山賊むすびと山賊焼

がっつりと食べ応えのある山賊
焼と山賊むすび。店舗も様々な
工夫が凝らされて
おり他県からも多
くの客が訪れる。

■里山カフェHAKUのくりランチ
岩国市美和町に育つ巨大な栗
「がんね栗」はこの土地の名物。
この栗をふんだんに使ったラン
チは栗好きならずと
も魅了される。

■ピュアラインにしき　清流と緑のきらめきスポット
国道187号線と錦川の上流、寂地川を源流とする宇佐川沿
いにあり、瀬戸内と中国山地・山陰を結ぶ交通の要衝のレス
トスポット。地元の特産品のほか、季節に応じた地元野菜な
どが店頭に並ぶ。秋には極上の松茸がズラリと並ぶことも。
レストランではコンニャクの酢豚風セットやコンニャクのミ
ニ会席、ステーキ用に特別に製造されたコン
ニャクステーキなどが楽しめる。また、予約す
ればコンニャクの手作り体験ができる。■岩国寿司

四角い形、酢飯の上にのった彩
り鮮やかな具材が特徴。岩国市
民にとってはお祝い事の料理と
して欠かせない一品。「殿様寿
司」という異名を持つ。

■やましろべっぴんアイス
古代米の酒粕とジャージー牛のミ
ルクを使用したほんのり紫色のア
イスクリーム。コクがあるのに口
当たりが良い。酒粕には美肌効果
もあり、べっぴんになれる絶品。

■雙津峡温泉
源泉は地下1,000mから自噴する天然のラドン温泉で、その高い
イオン化作用により身体の酸化が抑制されるため、アンチエイジ
ング効果があるほか、免疫力の向上やホルモンバランスが整っ
たりといった効果が期待できる。この温泉を引き込んで利用して
いる温泉宿泊施設の「錦パレス」と、源泉かけ流し
で日帰り温泉施設の「憩の家」がある。

■ハイツYOSHIOKA
美東町名産の「がんね栗」を
使った洋菓子で有名な里山カ
フェＨＡＫＵ隣にある民泊施
設。パーティや女
子会などアイディ
ア次第でさまざま
な利用ができる。

■深谷峡温泉　清流の郷
日本屈指のラドン含有量を誇る
温泉。透明で少しぬめりのある
湯は肌によく馴染みスベスベに。
宿泊施設は清流深
谷川沿いのコテー
ジ。ペット同伴の宿
泊も可能。

体験 ※体験には、予約が必要なもの、期間・日時が限られている場合がありますので、事前によくご確認ください。

■錦帯橋温泉　いつつばしの里
日本三大名橋の錦帯橋や岩国城を一望できる絶景
の湯。檜風呂で岩国城を望みながら入浴できる｢夕
霧の湯｣、岩風呂で錦帯橋を眺めながら入浴できる
｢朝霧の湯｣があり、それぞれの絶景を楽しむこと
ができる。

■サイクルトレイン
鉄道車両内に、自転車をそのま
ま持ち込むことができるサービ
ス。夏休み・冬休みを除く平日
限定で実施されており、持込料
金は無料。
要事前予約。

路線の全長32.7ｋｍで、錦帯橋の架かる錦川の清
流に寄り添うように敷かれ、岩国から錦町まで約１
時間を、車窓から四季折々の美しい景色を堪能し
ながら、ゆったりとした小旅行が楽しめる。

■おすすめの楽しみ方
岩国市街からサイクルトレインで上流の錦川駅まで、電車の車窓か
ら清流錦川の景色を楽しみながら。錦町駅からは自転車で、錦川沿
いを錦川の流れとともに下りながら走る。コースの難易度は低く、
初心者から上級者まで幅広いサイクリストにおすすめ。

■岩国～錦町とことこサイクリング with 錦川鉄道
通常、自転車では走行できない「きらら夢トンネル」
を走ることができる。山口県サイクリング協会主催の
人気イベントで、例年12月に開催されている。

■みよしやのチャンポン
旧本郷村の中心地にある、紺色の
暖簾が目印の小さな食堂。こくの
あるスープとたっぷりの具が嬉し
いチャンポンは地元
民の人気商品。


