
940
小学生

いわくにバス株式会社
岩国駅前バスセンター
錦帯橋バスセンター
錦川鉄道㈱
岩国駅事務室みどりの窓口
岩国空港ビル㈱

－

問い合わせ：いわくにバス株式会社（0827）22-1092

岩国市観光振興課

山口県観光振興課
（一社）山口県観光連盟

雙津峡温泉 錦パレス

山口県由宇青少年自然の家
岩国市由宇町字深山2273-2

美川ムーバレー「山ほたる」
岩国市美川町根笠1564-1

子ども

（※子ども料金の対象年齢については各施設にお問い合わせください。）

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども

（祝日の場合営業）

無休
営業

（平日は20時まで）

いつつばしの里
岩国国際観光ホテル

エ

エ

（一社）岩国市観光協会

岩国シティビューホテル

岩国市新港町2-6-30

HOTEL AZ 山口岩国店

錦帯橋ロードレース大会

エ

にしきふるさとまつり

岩国城ロープウエー初日の出早朝運転

最新の観光情報はこちらから…

広島・宮島の観光情報が一緒になった
お得な観光周遊アプリ

（iOS Android対応）

小学生

小学生

中学・小学生

中学・小学生

●春の遊覧船（サクラ舟）3月下旬～5月末（予定）
乗船料　500円～
●鵜飼遊覧船　6月1日～9月10日
乗船料　2,000円～
●秋の遊覧船（もみじ舟）9月11日～11月末（予定）
乗船料　500円～

150

550

450

650

小学生

Ⅰ-フェスタ

錦帯橋温泉

飛行機をご利用の場合

空港から岩国駅へのシャトルバスにお乗りください。約10分で岩国駅へ到着します。

その後、駅の左手にあるバス停から「錦帯橋行」のバスにお乗りください。約20分

で到着します。

タクシーを利用すると約20分で到着します。

岩国錦帯橋空港からバスをご利用の場合

岩国錦帯橋空港からタクシーをご利用の場合
羽田空港

岩国錦帯橋空港那覇空港

所要時間
約95分
所要時間
約95分所要時間

約120分
所要時間
約120分

清流新岩国

約60分 1,700 950

（一社）

岩国祭各種遊覧船

錦帯橋のう飼 検索

岩国市　旅の架け橋 検索

来て！見て！感じて！いわくに 検索

広宮岩　ナビ 検索

岩国市公式観光ホームページ

岩国市公式観光facebook

岩国市無料観光アプリ

森林体験交流施設丸太村
岩国市周東町用田137-2
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寂地峡五龍の滝

岩国錦帯橋空港

らかんスカイパーク

レイクプラザやさか・弥栄湖

白蛇神社

雙津峡温泉 錦パレス

岩国国際
観光ホテル

ロープウエー

岩国シロヘビの館

岩国徴古館

山頂駅

山麓駅

71-0011

第1・第3火曜日

7・8月を除く

8時30分～17時30分

16時30分

【電話】（0827）84-1111

やアドベンチャー

（20名以上の団体で錦川清流線利用者に
 限り予約運行可）

〔錦川清流線をご利用の場合〕
大人：片道500円　　小人：片道250円

冬季休業

（ただし、ロープウエー点検日は休館）

入

分 分

元禄前期

近世

年末

らかんスカイパーク

錦川清流線 ・弥栄湖

山口県指定文化財「名勝 弥栄峡」があり、そそり立
つ岩壁、川面に点在する奇岩、山の緑とすみきった
水の色が調和し、四季折々の自然を満喫できます。

広島県と山口県を結ぶ弥栄大橋そば。1階はレスト
ランと地域の特産品などを販売する物産コー
ナー、2階は周辺の観光情報などを発信する弥栄
湖情報センターがあり、ボート・カヌーなどの貸出
やテニスコートも完備しています。また周辺には、
明神原なごみ広場やがんね白滝公園などの親水公
園があります。

戦時中に建てられた珍しい博物館 岩国徴古館

錦帯橋のう飼

展示

レンガや溶鉱炉から出る鉱滓で作ったブロックな

ど、戦時中の限られた資材を活用し建てられた洋

風のモダンな博物館。藩政時代の古文書や工芸

品、錦帯橋の資料などが展示されています。

国の天然記念物にも指定されている
「岩国のシロヘビ」。岩国シロヘビの館
では、間近でシロヘビを見学できるだ
けではなく、歴史や生態を資料や模型
を使って楽しく学ぶこともできます。

【料金】無料
【休日】月曜日
【時間】9時～17時
【電話】（0827）41‐0452

【料金】大人200円　小・中学生100円
【休日】なし
【時間】9時～17時
【電話】（0827）35‐5303

【電話】（0827）29‐5116

1,350
900

650

約380年の伝統を誇る岩国の夏の風物詩。ライトアップさ

れた錦帯橋と岩国城を背景に、鵜と鵜匠の一心同体の妙技

を遊覧船から間近に見ることができます。

岩国が生んだ女流作家・宇野千代の

生家で、明治時代に建てられた趣き

のある佇まいと、美しい庭が特徴的

です。

宿泊、休憩のできるログハウス造りのバンガロー等を

備えた施設です。バーベキュー広場、木工体験ができ

る体験交流センター、芝生広場、遊具施設、森の散

策道が整備されています。

日本の滝百選に指定された五

龍の滝や犬戻の滝があり、渓

流は奇岩怪岩の変化に富んだ

美しい風景を展開し、遊歩道

の散策は、心を洗われるよう

です。キャンプ場も併設してい

ます。

国道187号線と清流錦川の支流、名水百

選・寂地川水系・宇佐川沿い。特産料理が

楽しめ、地元の四季の山野菜、特産品、そ

の他買物ができます。周辺の観光情報を

紹介する情報ステーション。

弘治5年（1555年）に起こった鞍掛合戦の

跡地には、将兵を弔う千人塚が建立され

ています。

大型遊具と芝滑りが人気のこども広場が

あり、憩いや健康増進を目的に造られた

複合公園。公園内には、グラウンド・ゴル

フ場4コースや、ホッケー、サッカーにも利

用できる人工芝グラウンドもあります。

全長32.7kmのローカル線で、

清流錦川に沿って走ります。車

内からは透き通った水面と四

季折々の美しい景色を楽しみ

いただけます。

静かな湖水面が前面に広がる展望広場や親水テラス

などピクニックや憩いの場として親しまれています。

※湖面の利用については許可が必要な場合がありま

す。

28

岩国シロヘビの館

岩国錦里山ガイドの会岩国錦里山ガイドの会
有料

（5日前まで）
（9：00～17：00）



しゅうちかさがみ

せいりゅうしんいわくに

28

寂地峡五龍の滝

岩国錦帯橋空港

らかんスカイパーク

レイクプラザやさか・弥栄湖

白蛇神社

雙津峡温泉 錦パレス

岩国国際
観光ホテル

ロープウエー

岩国シロヘビの館

岩国徴古館

山頂駅

山麓駅

71-0011

第1・第3火曜日

7・8月を除く

8時30分～17時30分

16時30分

【電話】（0827）84-1111

やアドベンチャー

（20名以上の団体で錦川清流線利用者に
 限り予約運行可）

〔錦川清流線をご利用の場合〕
大人：片道500円　　小人：片道250円

冬季休業

（ただし、ロープウエー点検日は休館）

入

分 分

元禄前期

近世

年末

らかんスカイパーク

錦川清流線 ・弥栄湖

山口県指定文化財「名勝 弥栄峡」があり、そそり立
つ岩壁、川面に点在する奇岩、山の緑とすみきった
水の色が調和し、四季折々の自然を満喫できます。

広島県と山口県を結ぶ弥栄大橋そば。1階はレスト
ランと地域の特産品などを販売する物産コー
ナー、2階は周辺の観光情報などを発信する弥栄
湖情報センターがあり、ボート・カヌーなどの貸出
やテニスコートも完備しています。また周辺には、
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園があります。
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レンガや溶鉱炉から出る鉱滓で作ったブロックな
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風のモダンな博物館。藩政時代の古文書や工芸

品、錦帯橋の資料などが展示されています。

国の天然記念物にも指定されている
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複合公園。公園内には、グラウンド・ゴル

フ場4コースや、ホッケー、サッカーにも利

用できる人工芝グラウンドもあります。

全長32.7kmのローカル線で、

清流錦川に沿って走ります。車

内からは透き通った水面と四
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静かな湖水面が前面に広がる展望広場や親水テラス
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紹介する情報ステーション。

弘治5年（1555年）に起こった鞍掛合戦の

跡地には、将兵を弔う千人塚が建立され

ています。

大型遊具と芝滑りが人気のこども広場が
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乗船料　500円～
●鵜飼遊覧船　6月1日～9月10日
乗船料　2,000円～
●秋の遊覧船（もみじ舟）9月11日～11月末（予定）
乗船料　500円～

150

550

450

650

小学生

Ⅰ-フェスタ

錦帯橋温泉

飛行機をご利用の場合

空港から岩国駅へのシャトルバスにお乗りください。約10分で岩国駅へ到着します。

その後、駅の左手にあるバス停から「錦帯橋行」のバスにお乗りください。約20分

で到着します。

タクシーを利用すると約20分で到着します。

岩国錦帯橋空港からバスをご利用の場合

岩国錦帯橋空港からタクシーをご利用の場合
羽田空港

岩国錦帯橋空港那覇空港

所要時間
約95分
所要時間
約95分所要時間

約120分
所要時間
約120分

清流新岩国

約60分 1,700 950

（一社）

岩国祭各種遊覧船

錦帯橋のう飼 検索

岩国市　旅の架け橋 検索

来て！見て！感じて！いわくに 検索

広宮岩　ナビ 検索

岩国市公式観光ホームページ

岩国市公式観光facebook

岩国市無料観光アプリ

森林体験交流施設丸太村
岩国市周東町用田137-2



940
小学生
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－

問い合わせ：いわくにバス株式会社（0827）22-1092

岩国市観光振興課
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子ども

（※子ども料金の対象年齢については各施設にお問い合わせください。）

子ども

子ども

子ども

子ども

子ども
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エ
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エ
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