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国際観光船ふ頭
宮崎港
Port of Miyazaki



寄港時のおもてなし
Hospitality at the port of call

観光都市宮

海の玄tourist city
Miyazaki

Citizens of all ages welcoming 
the ferry

幼稚園児からお年寄りま
で、多くの市民による客
船のお出迎え

Sale of Miyazaki local products 
and more at the port

岸壁等での「地元特産品」
の販売など

Cruise Ship
International
Terminal

国際観光船ふ頭

フェニックス・シーガイア・リゾート
Phoenix Seagaia Resort

Florante Miyazaki
フローランテ宮崎

Miyazaki Station (city center)
10 minutes by car (5km)

至宮崎駅（中心市街地）
車で約10分（約5km）

Miyazaki Airport
20 minutes by car (10km)

至宮崎空港 車で約20分（約10km）

観光都市宮崎

Among the ports of Kyushu, Miyazaki port is strategically located as it is well 
connected to other transport infrastructure such the airport and highways to both 
north and south of the prefecture (Takachiho and Obi respectively).
Near Miyazaki port are tourist attractions such as the zoo and botanical gardens. 
Gourmets include Miyazaki beef and local chicken meat. Sports include surfing and 
golf. There are also many natural heritage sites such as Aoshima with mythical legends.
Miyazaki port is indeed the perfect place for a cruise ship to call at. Begin your journey 
in Miyazaki from Miyazaki port!

宮崎港は、九州の港の中でも海上距離で首都圏に最も近く、高速道路や
空港と直結する南九州の要衝地にあり、県南（飫肥方面）・県北（高千穂
方面）へのアクセスに優れています。
また宮崎港周辺には「動物園」や「植物公園」などの観光施設も充実して
おり、地鶏や宮崎牛をはじめとする「グルメ」や、サーフィンやゴルフなど
の「スポーツ」、「青島」をはじめとする自然や「神話由来のスポット」など
豊かな観光資源が盛りだくさんです。
宮崎港はクルーズ船の寄港に最適な環境を有しています。是非、宮崎港
から始まる宮崎の旅を堪能してはいかがでしょうか。

海の玄関口 宮崎港

Miyazaki as a Tourist City

tourist city
Miyazaki

Miyazaki Seaside Park

Sun Beach Hitotsuba
サンビーチ一ツ葉

宮崎臨海公園

Sun Marina Miyazaki
サンマリーナ宮崎

ようこそ
宮崎港へ
Welcome to

port of Miyazaki

Welcomes you with Japanese 'taiko' 
drums and See you off with fireworks.

「和太鼓」などによるお出迎えや
「花火」によるお見送り



Gateway Miyazaki Port of sea
tourist city Miyazaki観光都市宮崎 海の玄関口 宮崎港

夜、ライトアップされたトム・ワトソンゴルフ
コースで、ゴルフが楽しめます。
Enjoy golf at night at the light up Tom Watson 
Golf Course.

ホシゾラ★ゴルフ
Hoshizora★Golf15

こどものくに敷地内にある、いつでも常緑グ
リーンのパークゴルフ場。
Enjoy mini golf games at the evergreen golf 
park located in Kodomo no Kuni.

青島パークゴルフ場 あおパゴ
Aopago : Aoshima Park Golf Course 16

アジアゾウやチンパンジー、ライオンなど約
100種、1200点の動物たちが見られます。
About 100 species and 1200 different animals 
such as asian elephants, chimpanzees and 
lions can be seen here.

宮崎市フェニックス自然動物園
Miyazaki City Phoenix Zoo18

多くの人出で賑わう商店街。生産者が直販
する「街市」も開催されています。
Popular shopping street. Fresh produce are 
also sold at this "market town."

橘通
Tachibana Street17

宮崎で一番にぎわう青島海水浴場のすぐ北
隣りでサーフィンが楽しまれています。
You can enjoy surfing just north of Aoshima - 
Miyazaki's most popular beach.

青島サーフスポット
Aoshima Surf Spot14

レジャー leisureモデルコース紹介 Model Courses

"Powerspot" Course
パワースポット満喫コース

宮崎港
Port of Miyazaki

東九州自動車道
約150分

150 minutes
高千穂神社
Takachiho Shrine

約5分

5 minutes
高千穂峡
Takachiho Gorge 90 minutes

大御神社
Omi Shrine

神話の舞台や神々が祀られ
た伝説とロマンを体感でき
るコース。高速道路を利用し
て、神話のふるさと宮崎なら
ではのパワースポットを効
率よく体感できます。
The backdrop of nature and 
mythologies can be enjoyed 
heartily in this course. You 
can efficiently experience 
the birthplace of myths and 
legends in Miyazaki via the 
highway journey.

1 2 3 4

江田神社
Eda Shrine

約3分

3 minutes

東九州自動車道
約70分

70 minutes
みそぎ池
Misogi Pond

約15分

15 minutes
宮崎神宮
Miyazaki Shrine

約15分

15 minutes
宮崎港

Port of Miyazaki

5 6 7 1

Half-day半日コース
一年を通じてさまざまな花を
楽しめる植物公園や世界最
大級の歩道吊橋など花と緑
に囲まれた大自然を体感で
きるコースです。
See various kinds of flowers 
and go to the world's largest 
pedestrian suspension bridge 
while being surrounded by 
natural scenery a l l year 
round.

自然満喫セラピーコース
Natural Therapy Course

宮崎港
Port of Miyazaki

宮崎港
Port of Miyazaki

約10分

10 minutes
フローランテ宮崎
Florante Miyazaki

約50分

50 minutes
綾 照葉大吊橋

Aya Teruha Suspension Bridge

約50分

50 minutes
西都原古墳群

Saitobaru Burial Mounds

約50分

50 minutes

フローランテ宮崎 Florante Miyazaki 綾 照葉大吊橋 Aya Teruha Suspension Bridge 西都原古墳群 Saitobaru Burial Mounds
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高千穂神社 Takachiho Shrine 高千穂峡 Takachiho Gorge 大御神社 Omi Shrine

2 3 4

江田神社 Eda Shrine みそぎ池 Misogi Pond 宮崎神宮 Miyazaki Shrine

5 6 7

Half-day半日コース

宮崎港
Port of Miyazaki

宮崎港
Port of Miyazaki

約40分

40 minutes
青 島
Aoshima

約10分

10 minutes
道の駅フェニックス
Roadside Station Phoenix

約30分

30 minutes
鵜戸神宮
Udo Shrine

約80分

80 minutes

南国宮崎の誇る南国情緒を満
喫できるコース。美しい海岸
線に広がる絶景を体感できま
す。観光名所が豊富なので観
光スポット巡りも可能です。
Enjoy the famous s ide of  
tropical Miyazaki in this course. 
Experience the vast scenery 
a long the beaut i fu l Pacific 
coastline. There are plenty of 
scenic spots so you can also go 
around to sightsee them. 青島 Aoshima 道の駅フェニックス Roadside Station Phoenix 鵜戸神宮 Udo Shrine
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12 13南国満喫コース
Tropical Resort Course

宮崎港
1

Port of
Miyazaki

国際観光船ふ頭
Cruise Ship International Terminal

宮崎市
フェニックス
自然動物園

道の駅 高岡ビタミン館
Miyazaki City Phoenix Zoo

Florante Miyazaki

宮崎レイクサイドGC
Miyazaki Lakeside GC

Phoenix Seagaia Resort

18

15

●宮崎空港
Miyazaki Airport

宮崎CC
Miyazaki CC

サンマリンスタジアム
● Sun Marine Stadium
こどものくに
Kodomo no Kuni

16

青島
青島サーフスポット

青島ビーチ●
Aoshima

Aoshima Surf Spot

●青島神社
Aoshima Shrine

Aoshima Beach 11
14

白浜海水浴場●
Shirahama Beach ●堀切峠

Horikiri Pass

●サンメッセ日南
Sun Messe Nichinan

鵜戸神宮
Udo Shrine

13

道の駅フェニックス
Roadside Station Phoenix

12

木花神社
Kibana Shrine

住吉神社
Sumiyoshi Shrine

宮崎県庁
●

Miyazaki
Prefectural
Government

●
みやざき
物産館
Miyazaki

Products Shop

●
宮崎市役所
Miyazaki City Hall

17
●みやざき臨海公園
Sun Marina Miyazaki

Tom Watson GC宮崎神宮
Miyazaki Shrine

橘通
Tachibana Street

7

Roadside Station Takaoka Vitamin Museum

綾 酒泉の杜
Aya Shusen no Mori

綾 照葉大吊橋
Aya Teruha

Suspension Bridge
9

西都原古墳群
Saitobaru Burial Mounds 10

●フェニックス・シーガイア・
　リゾート

トム・ワトソンGC
フローランテ宮崎

Eda Shrine 5
6

江田神社
Misogi Pond
みそぎ池UMKCC

UMK CC

垂水公園●
Darumizu Park

アイビースタジアム●
Ivy Stadium

都萬神社●
Tsuma Shrine

ハイビスカスGC
Hibiscus GC

巨田神社
Kota Shrine

愛宕神社
Atago Shrine
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グルメ Gourmet

宮崎県の黒毛和牛の中でも最上級。連続日
本一の評価を得ています。 
Highest grade Japanese beef in Miyazaki 
prefecture. Awarded the best Japanese beef in 
Japan.

宮崎牛 Miyazaki Beef
柔らかな歯ごたえで軽やかな香ばしさ。鶏本
来の旨みが格別の味わいです。
Lightly flavored with a tender texture. The 
original chicken taste is exceptional.

地鶏炭火焼 Chargrilled chicken

柔らかい果肉とたっぷりの果汁が詰まった宮
崎県産のフルーツ。白い皮も食べられます。
Grown in Miyazaki, the flesh of the citrus fruit 
is soft and rich in juice. The white-colored peel 
can also be eaten.

日向夏 Hyuganatsu
1個ずつネットをかぶせてネットの中に自然
に落下させ完熟させるマンゴーです。
The fruits are allowed to ripen fully and are 
individually protected by nettings as they fall 
off the trees.

完熟マンゴー Fully ripened mango
漁が解禁される秋から冬にかけて、宿泊施
設や飲食店で伊勢えび祭りが行なわれます。
Spiny Lobster harvesting season is in fall through 
winter, and as such hotels and restaurants 
celebrate the Spiny Lobster Festival.

伊勢エビ Spiny Lobster

清武JCT
Kiyotake JCT

宮崎西IC
Miyazakinishi IC

西都IC
Saito IC

清武IC
Kiyotake IC
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日向ICHyuga IC

門川IC
Kadogawa IC
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高千穂峡
Takachiho Gorge

高千穂神社
Takachiho Shrine

大御神社
Omi Shrine

3

4

2

1日コース 1 day

東九州自動車道
約90分

↓至宮崎市

宮崎港
Port of
Miyazaki

宮崎県
Miyazaki
Prefecture

3

4

2

●SOKKENスタジアム
SOKKEN Stadium

8



Access

室蘭港
Port of Muroran

宮崎港
Port of
Miyazaki

お問い合わせ先

カーフェリー Car ferry

宮崎港振興協会
Contact

〒880 - 8505  宮崎県宮崎市橘通西1-1-1
　　　　　　  宮崎市役所企画政策課内

Tel.0985-21-1711 Fax.0985-31-6557

MIYAZAKI PORT PROMOTION ASSOCIATION

1-1-1 Tachibanadorinishi, Miyazaki City, 〒880-8505, Japan

青森港
Port of Aomori

東京港
Port of Tokyo

横浜港
Port of Yokohama

名古屋港
Port of Nagoya

大阪港
Port of Osaka

神戸港
Port of Kobe

博多港
Port of Hakata

長崎港
Port of Nagasaki

航空
国内路線 Domestic routes

International routes国外路線

約90分（18便／日）90 minutes (18 round trips / day)宮 崎
Miyazaki

東 京
Tokyo

約60分（11便／日）60 minutes (11 round trips / day)宮 崎
Miyazaki

大阪（伊丹）
Osaka(Itami)

約70分（3便／日）70 minutes (3 round trips / day)宮 崎
Miyazaki

名古屋（中部）
Nagoya(Chubu )

約45分（13便／日）45 minutes (13 round trips / day)

約65分（1便／日）65 minutes (1 round trips / day)宮 崎
Miyazaki

大阪（関西）
Osaka(Kansai)

宮 崎
Miyazaki

福 岡
Fukuoka

約80分（1便／日）80 minutes (1 round trip / day)宮 崎
Miyazaki

沖 縄
Okinawa

約100分（3便／週）100 minutes (3 round trips / week)宮 崎
Miyazaki

ソウル
Seoul

約120分（2便／週）120 minutes (2 round trips / week)宮 崎
Miyazaki

台 北
Taipei

約180分（2便／週）180 minutes (2 round trips / week)宮 崎
Miyazaki

香 港
Hong Kong

Air

JR
約3時間（304km）180 minutes (304km)

※B&S（バスと新幹線）を利用した場合 ※ Bus and Shinkansen   

※時間は往復のうち最短時間を記載

約5時間（406km）300 minutes (406km)

約4時間20分（340km）260 minutes (340km)

約3時間（207km）180 minutes (207km)

約2時間（126km）120 minutes (126km)

（日豊本線経由）Via the Nippohosen line

宮 崎
Miyazaki

博 多
Hakata

宮 崎
Miyazaki

博 多
Hakata

宮 崎
Miyazaki

小 倉
Kokura

宮 崎
Miyazaki

大 分
Oita

宮 崎
Miyazaki

鹿児島中央
Kagoshima Chuo

上り Inbound

（毎日）19：10発
(Daily) depart 19:10 

翌7：30着
arrive 7:30

宮崎港
Miyazaki

神戸港（三宮）
Kobe(Sannomiya)

平成29年４月１日現在

下り Outbound

（月～土）19：10発 （日）18：00発
(Mon-Sat) depart 19:10 
(Sun) depart 18:00

翌8：40着
arrive 8:40
arrive 8:40

神戸港（三宮）
Kobe(Sannomiya)

宮崎港
Miyazaki


