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吉野公園［a-3］

磯海水浴場［b-2］

鴨池港［b-2］維新ふるさと館付近［A］

紫原周辺［b-2］かごしま健康の森公園［b-2］

新幹線（武より）［A］

錦江高原ホテル［c-1］寺山公園［a-3］

城山展望台［A］

桜島フェリー（鹿児島港側）［A］

JX日鉱日石石油基地［d-2］天保山大橋［A］

仙巌園［b-2］

桜島借景
維新の歴史が始まった街、鹿児島市。

この鹿児島市から巣立った偉人達が

こぞってシンボルとして掲げた

桜島を筆頭に、鹿児島市には

確かな歴史と豊かな自然が

共存しています。

いつもの街、何気ない田舎の光景

そして溶岩が隆起するジオパークまで、

名作を作る舞台として、

皆さまの作品づくりに

幅広くお応え致します。

鹿児島市では

鹿児島市役所観光プロモーション課と

NPO法人かごしまフィルムオフィスが
連携し、皆さまの撮影を

バックアップ致します。

2,3

4

5

6,7

8

9

10,11

12,13

14,15

16,17

18,19,20

21

22

23

INDEX

桜島借景

鹿児島市マップ

アクセス情報

桜島の景

歴史を訪ねる景

懐かしい景

歴史的建造物

現代産業の景

自然と和みの景

まだまだあるよ

ロケ実績紹介

鹿児島市のデータ・気象情報

!!時からでも頂けるスタッフおすすめの店

一日の疲れを温泉でリフレッシュ



4 5

鹿児島市マップ アクセス情報

!"分
フェリー

"#分
リムジンバス鹿児島空港線

主要都市から鹿児島へのアクセス

東京から

鹿児島空港 レンタカー 一覧

●トヨタレンタカー鹿児島空港 tel #$$"-"%-&'#(
●オリックスレンタカー鹿児島空港店 tel #$$"-"%-)!%&
●バジェットレンタカー鹿児島空港店 tel #$$"-"%-'")'
●ニッポンレンタカー鹿児島空港営業所 tel #$$"-"%-&"'$
●スカイレンタカー鹿児島空港営業所 tel #$$"-"%-$''#

●日産レンタカー鹿児島空港 tel #$$"-"%-&!&!
●ニコニコレンタカー鹿児島空港店 tel #$$"-*'-)*&"
●レンタカーのおいどん鹿児島空港店 tel #$$"-"%-$""%
●MMCレンタカー鹿児島空港 tel #$$"-"%-''$#

中心部へのアクセス

飛行機 羽田空港 ! 鹿児島空港 &時間
新幹線乗継 東京駅 ! 鹿児島中央駅 *時間
フェリー 有明港（東京） ! 志布志港 &$時間
高速道 東京IC ! 鹿児島IC !"時間

大阪から

飛行機 大阪国際空港 ! 鹿児島空港 !時間 !"分
新幹線 新大阪駅 ! 鹿児島中央駅 )時間
フェリー 大阪南港かもめ ! 志布志港 !(時間
高速道 大阪空港IC ! 鹿児島IC !#時間 &#分

名古屋から

鹿児島空港から鹿児島中央駅へ

飛行機 中部国際空港セントレア ! 鹿児島空港 !時間 '#分
新幹線 名古屋駅 ! 鹿児島中央駅 "時間
高速道 名古屋IC ! 鹿児島IC !'時間 '#分

福岡から

飛行機 福岡空港 ! 鹿児島空港  "#分
新幹線 博多駅 ! 鹿児島中央駅 !時間 &#分
高速道 福岡IC ! 鹿児島IC )時間

（かごしま空港ホテル内）
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鹿
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九州自動車道
!#分

!"分
バス

鹿児島中央駅から桜島へ

鹿
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駅
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港
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島
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ェ
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ー
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!#分
市電

!#分
市電

（市内渋滞時は更に考慮が必要です）
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a

b

c

d
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A

A
鹿児島
中央駅鹿児島IC

鹿児島北IC

鹿児島本線

九州新幹線
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九州自動車道

日豊本
線

指
宿
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カ
イ
ラ
イ
ン

指
宿
枕
崎
線

磯海水浴場
●両棒餅（平田屋）鹿児島アリーナ

旧鹿児島刑務所正門
かごしま環境未来館

旧島津氏玉里邸庭園●

ひらかわ美術館

かごしま健康の森公園●

●寺山公園

●吉野公園

●仙巌園
●異人館

尚古集成館●

●花尾神社

●湯之平展望所

赤水展望広場烏島展望所

桜島自然恐竜公園

●赤生原避難港
桜島港フェリーターミナル

「桜島」溶岩なぎさ公園
桜島溶岩グラウンド ●黒神埋没鳥居

鹿児島市立科学館●

●鴨池港

●マリンポートかごしま

●臨海大橋

鹿児島ふれあいスポーツランド●

慈眼寺公園●
慈眼寺そうめん流し

錦江高原ホテル●
奄美の里●

●七ツ島サンライフプール

●JX日鉱日石石油基地

●喜入アオサ

●道の駅喜入

平川動物公園●

●アコウ群

●砂防ダム●与次郎ヶ浜長水路

鴨池海づり公園

城山展望台●

城山自然遊歩道●

城山観光ホテル●

●鹿児島港本港区
南ふ頭

●いおワールドかごしま
水族館

●桜島フェリー鹿児島港

●ドルフィンポート

●維新ふるさと館付近

●天保山大橋

●松方橋

●紫原周辺

●石橋記念公園

福昌寺跡●

県民教育文化研究所●

鶴丸城跡

鹿児島県歴史資料センター黎明館

●かごしま県民交流センター

県政記念館

照國神社●

鹿児島中央卸売市場魚類市場

●ウォーターフロントパーク
みなと大通り公園

●
●

●

●
●

●

●

●
●●

●

●

●
●

鹿児島市役所

名山堀

南日本銀行

山形屋
●

●

●

鹿児島共同倉庫●天文館むじゃき
鹿児島市中央公民館

中央公園
●天文館

しおかぜ通り

甲突川

鹿児島市交通局●

アミュプラザ鹿児島
●

新幹線（武より）
●

かごしま環境未来館

県立博物館
鹿児島県教育会館

西郷隆盛銅像

●七ツ島工業団地

鹿児島県庁●
●

●
●

●●

八重の棚田●

●武家屋敷

●高見橋

●
●●

●

桜島多目的広場
●
●●

●

●

上町市場
●
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黒神埋没鳥居［b-4］

足湯と遊歩道（「桜島」溶岩なぎさ公園内）［b-3］

湯之平展望所［b-3］ 烏島展望所［b-3］

桜島の景

桜島自然恐竜公園［b-3］

砂防ダム（桜島国際火山砂防センターより）［b-3］

赤生原避難港［b-3］ 桜島港フェリーターミナル［b-3］

アコウ群［b-3］

桜島フェリー

叫びの肖像（赤水展望広場内）［b-3］

湯之平展望所（桜島）から市街地を望む夜景［b-3］
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石橋記念公園［A］ 花尾神社［a-2］

鶴丸城跡［A］ 福昌寺跡［A］

西郷隆盛銅像［A］

照國神社［A］

旧島津氏玉里邸庭園［b-2］武家屋敷［A］

歴史を訪ねる景 懐かしい景

市電風景

上町市場［A］

六月燈の風景

しろくま（天文館むじゃき）［A］ そうめん流し［c-2］
（慈眼寺そうめん流し）

名山堀［A］

両棒餅（平田屋）［b-2］
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南日本銀行本店［A］ ひらかわ美術館［b-2］

県民教育文化研究所［A］ 鹿児島県教育会館［A］

仙巌園［b-2］

山形屋［A］ 県立博物館［A］

県政記念館（旧県庁）［A］ 旧鹿児島刑務所正門［b-2］ 尚古集成館［b-2］鹿児島市中央公民館［A］

異人館［b-2］

歴史的建造物

鹿児島市役所本庁舎本館［A］
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七ツ島工業団地［c-2］

鹿児島中央卸売市場魚類市場［A］

アミュプラザ鹿児島［A］

かごしま環境未来館［A］

鹿児島県庁［b-2］ 鹿児島アリーナ［b-2］

鹿児島共同倉庫［A］

ドルフィンポート［A］天文館［A］

現代産業の景

JX日鉱日石石油基地［d-2］ 臨海大橋［c-2］ 鹿児島港本港区南ふ頭［A］

みなと大通り公園［A］ かごしま県民交流センター［A］

いおワールドかごしま水族館［A］

鹿児島市立科学館［b-2］
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鹿児島ふれあいスポーツランド［b-2］

慈眼寺公園［c-2］

平川動物公園［c-2］

吉野公園［a-3］

中央公園［A］

甲突川（高見橋付近）［A］

城山自然遊歩道［A］

八重の棚田［a-1］

かごしま健康の森公園［b-2］

マリンポートかごしま［b-2］

ウォーターフロントパーク［A］

自然と和みの景

甲突川の夜桜（松方橋付近）［A］
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奄美の里［c-2］

しおかぜ通り［A］

道の駅喜入と広場［d-2］ 桜島多目的広場［b-3］

鹿児島県歴史資料センター黎明館［A］

まだまだあるよ

鹿児島市交通局［A］ 七ツ島サンライフプール［c-2］

喜入のアオサ海苔（喜入中名地区）［d-2］ 与次郎ヶ浜長水路［b-2］

城山観光ホテル［A］ 鴨池海づり公園［b-2］

桜島溶岩グラウンド［b-3］
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出演者／宮﨑あおい、堺雅人、瑛太、高橋英樹、平幹二朗、松坂慶子ほか
放　送／2008年 NHK大河ドラマ

篤　姫

宮尾登美子の小説「天璋院篤姫」を原作に描かれた、江戸幕府13
代将軍・徳川家定の御台所「篤姫」の生涯を描いた大河ドラマで
す。篤姫は、島津家のお姫様として薩摩で育ち、徳川家に嫁いだ
後は徳川家の教育に尽力しました。鹿児島では仙厳園や磯山公
園など雄大な桜島を背景にさまざまなシーンが撮影されました。

仙厳園所有の磯山公園仙厳園
石橋記念公園。8・6水害で流失した西田橋などを復元した記念公園。この橋を渡って篤姫が
江戸へ嫁ぐシーンが撮影された

監　督／羽住英一郎
出演者／伊藤英明、加藤あい、佐藤隆太、時任三郎ほか
公　開／2006年5月

LIMIT OF LOVE 海猿

物語は、鹿児島沖3キロで乗員・乗客620名を乗せたまま座礁し
た大型フェリーを舞台に、史上最大の海難事故の救助に挑む若
き精鋭たちの活躍を描いたもの。2005年9月上旬、6日間の撮
影が9割鴨池港で行われました。スタッフ120人、エキストラ数
のべ2,000人を越え、鹿児島市消防局と海上保安庁第十管区
海上保安本部の全面協力のもと、雄大な桜島と青々とした錦江
湾をバックに壮大な撮影がありました。

大勢のエキストラ用受け付け エキストラもライフジャケットを着けて参加 鴨池港

監　督／神山征二郎
出演者／三國連太郎、緒形直人、林隆三、佐々木愛、坂和田光司ほか
公　開／2007年12月

北辰斜にさすところ　

第七高等学校造士館（現鹿児島大学）が舞台となり、熊本の第五
高等学校との伝統的な対抗野球
戦やその後起こった戦争のこと
など、旧制高校生たちの青春と
その後の人生を描いた群像劇で
す。実際に鹿児島大学の学生や
教授らもエキストラとして参加し
ながら、撮影が行われました。 県政記念館（旧鹿児島県庁舎本館玄関部分）。対抗戦で敗北した五高応援団や学生

が押しかけて気勢をあげたところ
桜島溶岩グラウンド。桜島にある多目的グラウ
ンドで、ファイアーストームの場面が撮影された

Ⓒ映画「北辰斜にさすところ」製作委員会

発売元：「LIMIT OF LOVE 海 猿」製作委員会／販売元：ポニーキャニオン
Ⓒ2006 フジテレビジョン・ROBOT・ポニーキャニオン・東宝・小学館・FNS27社

ロケ実績紹介
桜島を背景に雄大なロケーションを有する鹿児島市は、さまざまな映画やドラマの舞台になっています。

監　督／雑賀俊郎
出演者／高橋賢人、御厨響一、中嶋和也、宮崎香蓮、松下奈緒、高嶋政宏、榎木孝明ほか
公　開／2008年3月

チェスト

鹿児島市立清水小学校と松原小学校で実施している伝統行事
「錦江湾横断遠泳」を題材として、同遠泳に参加する小学生の葛
藤や友情を描いた成長物語。出演する子どもたちは、合宿して実
際に水泳の訓練を受けながら撮影が行われました。

桜島小池地区。ここからスタートして約4.2km先の
磯海水浴場を泳いで目指す

天文館本通天文館アーケード街の
中心地

磯海水浴場

監　督／是枝裕和
出演者／前田航基、前田旺志郎、永吉星之介、大塚寧々、樹木希林、橋爪功、阿部寛、長澤まさみほか
公　開／2011年6月

江戸時代末期よりつくられ、広く親しまれている郷土菓子です。自然薯（天然の山芋）と米粉、砂糖を混ぜて蒸し上げるだけというシンプルな菓子ですが、
素朴で上品な味は人気が高く、鹿児島の土産品の定番です。是枝監督は学生時代に鹿児島旅行した際にかるかんを食べ、「ぼんやりした味」との印象
を受けたそうですが、大人になるにつれて軽羹の味がくせになり、本編を編集する際は"お取り寄せ"までしていたそうです。

奇　跡

2011年3月、九州新幹線が福岡と鹿児島間で開通しました。映画では、
九州新幹線の全線開業日に、一番列車がすれ違う時に奇跡が起こるとい
う噂を信じた子どもたちがすれ違うところに立ち合おうと冒険する物語で
す。主演に本当の兄弟「まえだまえだ」を迎え、両親の離婚で福岡と鹿児島
に離れて暮らす兄弟を熱演しています。兄の航一が火山灰を掃除している
シーンなど、シンボル「桜島」のもとに暮らす市民の生活が丁寧に描かれて
います。スタッフは灰をまきながら撮影していました。

監　督／雑賀俊郎
出演者／入来茉里、田中あさみ、賀来賢人、白石隼也、柄本時生、吉瀬美智子ほか
公　開／2010年3月

海の金魚

錦江湾の神瀬。錦江湾の中央に位置する
無人島で、灯台がある

Ⓒ2010「海の金魚」製作委員会

鹿児島中央駅

かるかん元祖「明石屋」。航一と祖父が軽羹を
買いに訪れた店

岩崎谷踏切。近くには西郷隆盛終焉の地が
ある

みなと大通り公園。鹿児島市役所の前にある
通りで、冬場はイルミネーションが飾られる

上之原配水池横の坂道

錦江湾 いおワールドかごしま水族館

かごしまの郷土菓子
かるかん軽羹

鹿児島市のイベント「鹿児島カップ火山めぐりヨットレース」を題
材にした高校生の映画です。錦
江湾を中心に、実際出場するク
ルーザーを借りて撮影されまし
た。ダイナミックでスリリングな
ヨットレースのおもしろさと思
春期の不安定な気持ちを乗り
越えて友情と信頼を育む高校
生の姿が描かれています。

映画「奇跡」 Blu-ray・DVD バンダイビジュアル
Ⓒ2011「奇跡」製作委員会

Ⓒ2008「チェスト」製作委員会
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監　督／佐々部清
出演者／吹石一恵、徳永えり、吉田羊、市毛良枝、津田寛治、井上順ほか
公　開／2013年11月

六月燈の三姉妹 鹿児島オールロケ! 真砂商店街も盛り上がりました!

大型ショッピングセンターの進出により客足減少で赤字に苦
しむ家族経営の和菓子店「とら屋」。新作和菓子「かるキャン」
で起死回生を狙う「とら屋」一家の奮闘を夏祭り六月燈を背景
に描くハートフルコメディです。

鹿児島県を中心に旧薩
摩藩領だった地域で行
われる夏祭りです。宮崎

県都城市でも開催されており、灯明をささげる
のが特徴です。会場には、持ち寄った手作りの
燈籠が飾られます。旧暦の6月に行われていた
ので「六月燈（鹿児島弁でロッガッドー）」と親
しまれていますが、現在は7月1日から8月上旬
くらいまで順次開催されます。鹿児島市の中心
地にある照國神社では、毎年7月15日、16日
に盛大に催されます。

県下最大規模とされ、参道にはたくさんの夜店が
立ち並び、企業や商店街が奉納した豪華な燈籠
が多数飾られます。

桜島桟橋。子どもたちが六月燈の燈籠を
作りながら「茶碗むしのうた」を歌っている

照國神社

甲突川沿い遊歩道金生町山形屋前付近

とは六月燈

企画・出演
西田聖志郎さん

映画公開初日には「三姉妹」が真砂商店街に再び登場するという粋な計らいも。
真砂商店街の人たちも手旗を作って迎えました

映画にそのまま家族のお店として登場しま
す。以前、目の前に動物園のトラの檻が
あったことから屋号がついたそうです。名
物はトラ焼。ボリューム満点で上品な味が
くせになります。

映画の六月燈の舞台となった神社です。5
月のまだ肌寒い中、近隣の人たちにエキ
ストラとして祭りに参加してもらって撮影
が行われました。
（住）鹿児島市郡元2-4-27
tel 099-254-0092

お
菓
子
司 

と
ら
屋

一之
宮
神
社

映画では町内会長の経営する温泉施設と
して登場。駐車場を借りて燈籠の飾り付
けのシーンなどが行われました。真砂商店
街の一角にあり、住民に親しまれている憩
いのお風呂です。天然温泉なので肌もつ
るつるに。
（住）鹿児島市真砂町59-19
tel 099-255-0268
（営）5：30～22：30　（休）不定休

劇中の中学生がたべているのは特製「メン
チカツ」。鹿児島産黒毛和牛と黒豚を使用
したお肉屋さんならではのジューシーな逸品
です。
（住）鹿児島市真砂町70-9
tel 099-254-0976
（営）9：00～19：00　（休）水曜日

ま
さ
ご
温
泉

肉
の
明
治
屋

映
画
に
そ
の
ま
ま
の
名
前
で
登
場
!

照國神社の六月燈

鴨池港（LIMIT OF LOVE 海猿）

いおワールドかごしま水族館（海の金魚）

桜島桟橋（六月燈の三姉妹）

金生町山形屋前付近（六月燈の三姉妹）

天文館本通り（チェスト）

甲突川沿い遊歩道（六月燈の三姉妹）

石橋記念館（篤姫）

まさご温泉（六月燈の三姉妹）

錦江湾の神瀬（海の金魚）

桜島小池（チェスト）

仙巌園（篤姫）

上之原配水池付近（奇跡）

磯山公園（篤姫）

桜島溶岩グラウンド（北辰斜にさすところ）

錦江湾

桜島

磯海水浴場（チェスト）

岩崎谷踏切（奇跡）

みなと大通り公園（奇跡）

かるかん元祖「明石屋」（奇跡）

県政記念館（北辰斜にさすところ）

鹿児島中央駅（奇跡）

照國神社（六月燈の三姉妹）

ロケ地散策マップ

真砂商店街（六月燈の三姉妹）
肉の明治屋（六月燈の三姉妹）

お菓子司　とら屋（六月燈の三姉妹）
一之宮神社（六月燈の三姉妹）

（住）鹿児島市鴨池1-53-18
tel 099-254-1056
（営）8：30～20：30（㊐㊗9：00～20：00） （休）なし

Ⓒ映画「六月燈の三姉妹」製作委員会

鹿児島市のデータ・気象情報

人口 607,634人 （2014年1月1日現在） 面積 547.21km! （2013年6月1日現在）

知 撮影に使える!
鹿児島市にまつわる気象関係のデータや鹿児島のシンボル桜島、またその航路となる桜島フェリーをご案内します。

気温と降水量 鹿児島と言えば、やはり南国の暖かいイメージ通り、グラフからもその傾向は出ています。
6月はしっかり梅雨もあり、意外と9月も雨が多いです。しかし冬は南国と言えど寒いです。 

平均気温 7.9 10.3 14.1 16.3 21.4 24.6 29.4 30 26.8 22.5 14.6 9.3
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

降水量 70 199.5 80.5 120.5 54.5 426 16.5 93 343.5 154 114.5 105
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日の出日の入り 鹿児島市役所側から見る桜島は、午前が逆光、午後が順光の傾向にあります。

日の出 !:"# #:$% #:&# $:'% $:&" $:"( $:&( $:'( #:)" #:&" #:'$ !:)%
1月

2013

桜島フェリー 鹿児島市街地から1人160円（車輌は別途料金がかかります）15分の航海で、活火山の大地が広がる別世界へ。
年中無休、24時間運行だから、桜島や大隅半島での撮影が押してもご心配無く。うどんも有名で、一杯いかがでしょうか?

フェリーの上からじっくり撮りたい方
には、1日1便（鹿児島港11時5分
発）ですが鹿児島港→桜島港間を
45分間、"よりみち"しながら運行す
るよりみちクルーズがオススメ。
360°桜島・錦江湾ジオパークを体
感できます。

噴火回数 96 119 61 14 58 17 83 118 110 87 50 22
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

最多風向 北北西 北北西 北北西 北北西 北北西 北北東 西 西北西 北東 北北西 北北西 北北西
平均風速 3.4 3.5 3.2 3.6 3.3 2.9 3.3 3.3 3.6 4.3 3 3.4
県全土
降灰量 19,355 35,875 25,157 6,236 19,315 6,413 31,384 26,796 39,605 51,478 20,429 13,458
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桜島フェリー時刻表（2013年3月10日改正）

2013 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
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噴火回数 県全土降灰量
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よりみちクルーズ

神瀬

鹿児島港

桜島港

桜島 天気予報では、「桜島上空の風向き」の情報があり、風向きで桜島の降灰の行方を知る事ができます。桜島は2013年度は835回噴火しており、
一般家庭には「克灰袋」が支給され降灰は別ゴミとして出されます。鹿児島市（街側）には、初夏～秋口頃までが灰が降り易い期間となっています。
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味 美味しく食べたい!
鹿児島と言えば、豊かな海の幸、山の幸両方に事欠かない生産県として有名。
22時に入ってもゆっくり鹿児島を味わえるスタッフおすすめのお食事処を集めてみました。

最もリクエストが多
いのは、やはり「黒
豚のしゃぶしゃぶ」!
黒豚は脂身の事を
「白身」と呼ぶ程、
脂が甘くて美味い
です。

「しゃぶしゃぶ」と並
んで人気の焼き
肉。鹿児島産の牛、
豚を使った焼き肉
が「ご当地価格」で
楽しめますよ。

鹿児島黒豚を使っ
た本場のとんかつ
は、もう間違いない!
せっかくの鹿児島、
夜だからって、気に
せずどうぞ。

22時からでも頂けるスタッフおすすめの店

やきにく高倉
焼肉

tel 099-219-1129　（休）無休　（席）62席
（営）18:00～翌2:00　（住）鹿児島市千日町9-9
こだわり抜いて仕入れた霜降りのお肉が、上質の証で一目瞭然。完全個室もあり、ロ
ケの繁忙をしばし忘れさせてくれます。

松坂
焼肉&しゃぶしゃぶ

tel 099-225-2929　（休）火曜の昼　（席）70席
（営）17:00～翌1:00（LO24:00）/㊐㊗～24:00（LO23:00）
（住）鹿児島市千日町9-3  天文館Kビル2F
黒毛和牛、黒豚、薩摩若しゃもと三種揃い踏み。焼き、しゃぶしゃぶ、すき焼き何でもご
ざれ。プレミア焼酎も置いてあります。

七輪焼もろき
焼肉

tel 099-206-4378　（休）不定休　（席）25席
（営）18:00～24:00　（住）鹿児島市中央町1-12
ホルモン系に強い、リーズナブルだけど新鮮なお肉を出してくれる、地元密着型の七
輪焼き店。少人数向け。

八幡（はちまん）
しゃぶしゃぶ

tel 099-813-0088　（休）なし　（席）75席
（営）17:30～翌2:00/㊎㊏㊡前翌4:00　（住）鹿児島市中央町2-4-2F
自慢の選べるだしで頂く黒豚しゃぶしゃぶが絶品。一緒に鹿児島の郷土料理、
そして焼酎もいかがですか。

多聞（たもん）
焼肉

tel 099-222-2947　（休）不定休　（席）35席
（営）17:00～翌2:00　（住）鹿児島市千日町1-23
鹿児島の焼肉店。新鮮で自信のある牛だからこそ出せる、「極上トロアブリ握り」が絶
品。もちろん定番の焼肉も一緒に。　

黒かつ亭 黒べぇ
トンカツ

tel 099-213-9600　（休）なし　（席）40席
（営）17:00～23:00　（住）鹿児島市山下町2-2
美味しい黒豚揚げたて「トンカツ」を23時まで頂けるのが嬉しい。しゃぶしゃぶ、串焼き
も定評があります。

市場食堂 tel 099-239-8000　㉁日曜　（席）170席
（営）㊊～㊏17:00～24:00　（住）鹿児島市山之口町7-19
鹿児島の名産品「キビナゴ」を始めとした新鮮な近海物の
魚介を刺身、寿司で出してくれます。最近知名度が上がって
いる「首折れサバ」も、是非刺身でどうぞ。

銀ノ虎 tel 099-225-0777　（休）日曜（月祝の場合は月曜休）　（席）40席
（営）18:00～24:00（LO23:30）　（住）鹿児島市泉町5-7
「六白黒豚の塩しゃぶ」を始め和食を極めた「鹿児島」を満喫出来るお店。アレンジの効
く落ち着いた個室で、郷土料理、極上芋焼酎と共にどうぞ。

薩摩だれやめ処 まえわり屋 tel 099-295-3308　（席）38席
（営）㊊～㊏17:30～翌4:00/㊐17:30～翌2:00
（住）鹿児島市千日町15-1-4
一週間以上前に酒蔵で使用している軟水焼酎と割っておく「前割り」の焼酎のまろや
かさは一度飲んでもらいたい味。阿久根産ブランド魚「華アジ」をはじめ、新鮮魚介の
郷土料理をどうぞ。

鳥将軍 天文館店
地鶏

tel 099-225-6188　（休）なし　（席）60席
（営）18:00～翌1:00/㊎㊏㊗前18:00～～翌3:00
（住）鹿児島市山之口町6-8 畠田ビル2F
ウリは薩摩地鶏の炙り焼き。備長炭で焼き上げた旨味は格別。黒毛和牛に「黒豚しゃ
ぶしゃぶ」も扱っていて、鶏以外も幅広く楽しめます。

雅宗（まさむね）tel 099-226-5106　（休）不定休　（席）36席
（営）17:00～翌3:00　（住）鹿児島市山之口町6-8 畠田ビル1F
黒豚や黒毛和牛など、鹿児島の「黒」を落ち着いた掘り炬燵で存分に味わえます。旬の
食材に拘った、コース料理が人気。
ごはんのじかんinatome tel 099-227-1919　（席）36席
（営）18:00～翌2:00　（住）鹿児島市千日町6-1 フラワービル2F
幅広い創作料理で定評のあるお店で、予算に合わせて応じてくれます。オーナーご自
身も映画好きなので、ここだけの話も聞けるかもしれません。

みやま本舗 天文館店
地鶏

tel 099-222-2541　（休）不定休　（席）45席
（営）17:30～23:30（LO23:00）
（住）鹿児島市千日町13-25 エクセレント千日ビル1F
新鮮な地鶏だからこそ頂ける「地鶏刺し」が人気で、溶岩プレートと秘伝のタレで色々
な部位が楽しめます。更に玉子料理もまた絶品。

肉料理 魚料理

居酒屋

おごじょ家 総本店 tel 099-219-4141　（休）なし　（席）84席
（営）㊐～㊍㊗17:00～翌2:30/㊎㊏㊗前17:00～翌3:30
（住）鹿児島市山之口町11-7 ダイヤモンドビル1F
600種類以上という地焼酎達があなたを待ち構えて
います。薩摩の郷土料理、オリジナル釡飯が味わえます。
焼酎庵 武三 tel 099-255-8035
（休）日曜（月祝の場合は月曜休）　（席）80席
（営）18:00～24:00（LO23:00）　（住）鹿児島市中央町7-1
黒ぢょかで呑む本格焼酎は雰囲気抜群で気分も上々。
お気に入りの一杯を郷土料理、本日の炭火焼と共に。

焼酎の種類がある居酒屋

のり一 tel 099-222-4497　（休）日曜　（席）32席
（営）11:30～翌3:00　（住）鹿児島市山之口町9-3 神川ビル１Ｆ
あっさり塩味スープともっちり麺の相性は県外客にも大人気。さっぱりとしめたい方に
おすすめです。
三平らーめん 天文館本舗 tel 099-293-2988

（営）20:00～翌3:00　（住）鹿児島市山之口町10-17
独自の黒味噌をベースとしたコクの有る旨味が特長。
スープが跳ねても大丈夫な様に前掛けサービスあり。

（休）日・月曜　（席）10席

よしみ屋ラーメン tel 099-222-8728
（休）不定休　（席）18席
（営）㊊～㊎夜19:00～翌2:00㊏夜19:00～翌3:00
㊐㊗昼11:00～無くなり次第終了
（住）鹿児島市東千石町3-1
飽きの来ないあっさり系とんこつ＋鶏ガラスープで定番の味。ラーメン、焼きめし共に
量を大中小自由に選べるので、お腹の具合に応じて頂けますよ。

ラーメン小金太 tel 099-223-9455　（休）なし　（席）32席
（営）18:00～翌4:30　（住）鹿児島市樋之口町11-5
鹿児島の新・定番ラーメン。しっかりと鹿児島をしめるにふさわしい一杯。
鹿児島ラーメン豚とろ tel 099-222-5857　（休）不定休　（席）25席
（営）11:00～翌3:30　（住）鹿児島市山之口町9-41
じっくり煮込んだ豚骨スープと、一頭から極少量しか取れない「顎肉」を使ったトロット
ロのチャーシューが特徴。

ラーメン

しゃぶしゃぶ 焼肉 とんかつ

湯 湯っくり湯ったり!
鹿児島市の源泉数は約270ヶ所で、県庁所在地としては日本一を誇ります。
夜23時からでもゆっくりと入れる、女性スタッフも嬉しい男女別の温泉、温泉が付いているホテルをご紹介します。

一日の疲れを温泉でリフレッシュ

男女別大浴場のあるホテル 23時でもゆっくり入れる温泉

（営）4月～9月 5:00～24:00/10月～3月 5:30～24:00
tel 099-224-2211　（住）鹿児島市新照院町41-1

城山観光ホテル

（営）6:00～11:00/12:00～24:00
tel 099-258-1221　（住）鹿児島市上之園町19-30

シルクイン鹿児島

（営）6:00～10:00/15:00～24:00
tel 099-253-2020　（住）鹿児島市与次郎1-8-10

鹿児島サンロイヤルホテル

（営）15:00～23:00/翌朝6:00～8:30
tel 099-225-2505　（住）鹿児島市城山町5-24

KKR鹿児島 敬天閣

（営）15:00～23:00/翌朝6:00～9:00
tel 099-293-2323　（住）鹿児島市桜島横山町1722-16

国民宿舎 レインボー桜島

（営）6:00～9:00/16:00～23:00（朝晩で男女交替）
tel 099-225-2800　（住）鹿児島市照国町15-19

温泉ホテル中原別荘

（営）6:00～9:00/16:00～23:00
tel 099-224-3500　（住）鹿児島市照国町18-15

ホテル吹上荘

（営）5:30～24:00　〈効能〉慢性皮膚病・火傷
tel 099-243-5600　（住）鹿児島市岡之原町130

みどり温泉

（営）6:00～24:00　〈効能〉慢性皮膚病・火傷
tel 099-229-2607　（住）鹿鹿児島市伊敷町4467

たぬき湯

（営）6:00～24:00　〈効能〉神経痛・筋肉痛
tel 099-229-0800　（住）鹿児島市若葉町45-1

芦刈温泉

（営）10:00～翌1:00　〈効能〉神経痛・筋肉痛
tel 099-226-2688　（住）鹿児島市易居町3-28

かごっま温泉

（営）4:00～翌2:00　〈効能〉慢性皮膚病・火傷
tel 099-255-1126　（住）鹿児島市武3-6-5

太陽ヘルスセンター

（営）5:00～翌2:00　〈効能〉神経痛・筋肉痛
tel 099-254-3377　（住）鹿児島市下荒田3-3-17

温泉錦湯

（営）10:00～24:00　〈効能〉神経痛・筋肉痛
tel 099-210-2123　（住）鹿児島市東開町3-65

野天風呂 薩摩いろはの湯

（営）24時間営業　〈効能〉冷え性・疲労回復
tel 099-250-2615　（住）鹿児島市紫原6-1-18

一本桜温泉センター
（営）15:00～翌10:00（サウナのみ1:00～5:00利用休止）
tel 099-216-5489　（住）鹿児島市西千石町17-30

ドーミーイン鹿児島

（営）15:00～24:00/翌朝6:00～10:00
tel 099-253-8822　（住）鹿児島市与次郎2-8-8

マリンパレスかごしま

（営）15:00～22:30/翌朝6:00～9:00（混浴露天は15:00～21:00のみ）
tel 099-221-2121　（住）鹿児島市古里町1078-63

桜島シーサイドホテル

（営）16:00～21:30/翌朝6:30～8:30
tel 099-221-2311　（住）鹿児島市古里町1078-64

さくらじまホテル

（営）15:00～24:00/翌朝6:00～9:00
tel 099-262-2111　（住）鹿児島市下福元町3273

錦江高原ホテル

（営）16:00～23:00
tel 099-206-1010　（住）鹿児島市鴨池新町7-4

鹿児島県市町村自治会館

（営）6:00～9:00/17:00～23:00
tel 099-224-1451　（住）鹿児島市城山町4-24

ホテル満秀

鹿児島市内での撮影支援のお問い合わせは

NPO法人 かごしまフィルムオフィス　
〒!"#-$!## 鹿児島市泉町%$-%$
［tel］ $"$-!"%$-#&$&　［fax］ $""-#%'-!'#(
［hp］ http://k-foffice.com　［mail］ info@k-foffice.com

城山観光ホテル
「さつま乃湯」より

国民宿舎
レインボー桜島より

この冊子に掲載されているロケ候補地は、事前に撮影許可を頂いてるものではありません。
実際に撮影をされる際は、無断で現地の撮影行為等を行わないでください。

鹿児島市 観光プロモーション課
〒!"#-!')) 鹿児島市山下町%%-%
［tel］ $""-#%'-%*((　［fax］ $""-#%'-%*#$
［mail］ kankopromo@city.kagoshima.lg.jp
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