
国境の島ぶらり散歩
～美津島編～
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【阿麻氐留（あまてる）神社】
対馬市美津島町小船越

美津島町小船越に鎮座する「阿麻
氐留神社」を紹介するニャン！祭
神のアメノヒノミタマ（天日神）
は日神（太陽神）で、厳原町豆酘
に鎮座する至高神タカミムスビの5
世の孫とされているニャ～～日本
書紀によると、5世紀、遣任那使・
阿閉臣事代（あべのおみことし
ろ）が神託を受け、対馬のアマテ
ル・タカミムスビを磐余（奈良
県）に、壱岐のツキヨミ（月神）
を京都に遷座させているニャ！！
対馬・壱岐の祭祀集団を中央に移
動させる政治的意図があったのか
もしれないニャ！国には、太陽は
もともと10個あり、旱魃が起きる
ため英雄が9つを射落としたという
神話があるけれど、阿麻氐留神社
にも弓で的を射る神事が伝えられ
ていて、その関連が指摘されてい
るみたいだニャ・・・！

住所 対馬市美津島町小船越352
アクセス 対馬空港から車で約15分

１



【梅林寺】
対馬市美津島町小船越

小船越にある「梅林寺」を紹介
するニャン！！百済から来日した
視察団（僧侶）が帰路へ着くとき
に対馬を訪れ、滞在中に修行の一
環として「日本で初めてお経をあ
げた」地が対馬だったと言われる
ニャ～～そしてここは百済の聖明
王から欽明天皇に献呈された仏像
を仮置きするために建立された日
本最初の寺だと伝えられている
ニャ！！対馬を経由して日本にも
たらされた仏教は日本全土に広が
り、仏教国家・日本が誕生するこ
とになるのだニャ～～

住所 対馬市美津島町小船越382
アクセス 対馬空港から車で約15分
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【西の漕手（こいで）】
対馬市美津島町小船越

小船越の地名は古代～中世にかけ
て、舟を引いて東西の浦を行き来
したことに由来するニャ！！！7
～9世紀、遣唐使や遣新羅使はこ
の浦で下船し、西の漕手に用意さ
れた別の船に乗り換え大陸に向
かったらしいニャ～！現在は無人
の船溜まりとして利用されている
ニャ！神秘的なパワースポットの
1つだニャー！

住所 対馬市美津島町小船越
アクセス 対馬空港から車で約15分

３



【大船越瀬戸】
対馬市美津島町大船越

「大船越瀬戸」を紹介するニャ！
もともと対馬は全島が地続きで1
つの島だったのだけど、朝鮮海
峡から対馬海峡に通じる瀬戸と
して、1671年（寛文12年）に宗
義真公（２１代藩主）がここを
堀切り、通行の便を開いたのだ
ニャ！幕末の1861（文久元）年
4月13日には、大船越瀬戸をロシ
ア船のボートが番所の制止を無
視して強行突破を図り、番所に
詰めた松村安五郎、吉野数之助
が命を落とすという事件が勃発
しているニャ・・・（大船越事
件）日本史の中に埋もれている
けれど、開国直前の悲しい出来
事となり、松村安五郎「忠勇」
の碑、吉野数之助「義烈」の碑
が立てられたニャン！

住所 対馬市美津島町大船越
アクセス 対馬空港から車で約3分

４



【松村安五郎と吉野数之助の顕彰碑】
対馬市美津島町大船越

文久元年（1861年）2月、ロシア軍艦
が浅茅湾に来航し、滞留すること半年。
その間家畜を略奪し、井戸を掘るなど長
期滞在の構えを見せ、幕府を巻き込んだ
大騒動になったのだニャ・・・最終的に
は大船越の瀬戸を強引に通過しようとし
たロシア兵との争いにより、松村安五郎
が銃撃され死亡、吉野数之助が捕虜にな
り、その恥辱に耐えかねて死亡するとい
う事件が発生したのだニャ・・・2人は
戦没者として靖国神社に合祀され、大船
越に碑が建立されたのだニャ！松村安五
郎の碑は「忠勇」、吉野数之助の碑には
「義烈」と彫られているニャ～～現代で
は珍しい勇気や正義感、忠義の心を最後
まで持ち続けた2人から教えられるもの
が間違いなくあると思うニャ！！

住所 対馬市美津島町大船越
アクセス 対馬空港から車で約4分
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【大船越瀬戸堀切由来の碑】
対馬市美津島町大船越

「大船越瀬戸堀切由来の碑」を紹介するニャ～～
朝鮮海峡から浅茅湾を経て対馬海峡に通ずる瀬戸として、寛文12年宗義真公（21代藩主）
がここを堀切り通行の便を開いたのだニャ～
船越の地名はここに由来すると言われるニャ！！
寛文の堀切後、幾度か拡張・改良工事が施されているニャー！

住所 対馬市美津島町大船越
アクセス 対馬空港から車で約5分

６



【あそうパールブリッジ】
対馬市美津島町島山

「あそうパールブリッジ」を紹介する
ニャン！！
浅茅湾に浮かぶ島山島（しまやまじま）
と美津島町を結ぶ橋だニャ！
平成6年(1994年)に完成し、定期船もな
い離島だった島山島へ気軽に渡れるよう
になったのだニャ～～
橋の上からは透明度の美しい青の入江が
見渡せるニャ！！
橋の欄干には、対馬を連想するモチーフ
がたくさん用いられていて、思わず写真
に収めたくなっちゃうニャー！
お気に入りのモチーフを見つけてみては
いかがかニャ？

住所 対馬市美津島町大山
アクセス 対馬空港から車で約15分

７



【島山島】
対馬市美津島町島山

「島山島」を紹介するニャ！
対馬の中央、浅茅湾に浮か
ぶ島山島。静かな漁村の風
景が広がる、素敵な場所だ
ニャ！この島で暮らす人々
は、平成6年にあそうパー
ルブリッジが出来るまで、
買い物や通学は船に頼って
いたそうだニャ。あそう
パールブリッジを渡ると島
山島なのだけど、集落まで
はさらに3ｋｍほどある
ニャ！ここではかつて対馬
特有の石屋根などに利用さ
れた「島山石」を産出して
いたみたいだニャン！！今
でも、堆肥の製造、キクの
栽培等が行われているとい
う噂だニャ・・・！

住所 対馬市美津島町島山
アクセス 対馬空港から車で約25分

８



【島左近の墓】
対馬市美津島町島山

島左近は、大和の国(現在の奈良県)の守護
職・筒井順慶（じゅんけい）に仕え、豊臣
秀吉の弟、秀長の家臣としても仕えた頃は
朝鮮にも出兵しているニャ！そんな島左近
の墓が、美津島町島山の頂近くにあると聞
いて行ってきたニャ～！入口に簡単な地図
のようなものがあるけれど、わかりにくい
ニャ・・・
つまり辿り着くまでの難易度は高め！かな
り急斜面を登ることになるから(もしかし
たら別のルートがあるかもしれないけれ
ど・・・)、登山をするときのような動き
やすい服装で行ってニャ～
登山アプリYAMAPにルートを載せてくれ
ている人がいたので、それを参考にするの
も良いと思うニャ！！

住所 対馬市美津島町島山33
アクセス 対馬空港から車で約25分（そこから傾斜を歩いて登る）

９



【乙宮神社】
対馬市美津島町緒方

美津島町緒方に鎮座する「乙宮神社」を紹介する
ニャ！！御祭神は玉依媛命を主神として豊玉媛命、
無格社で、例祭日は旧11月17日だニャ～久須保
や芦浦（よしがうら）、上槻（こうつき）などに
も同じ名前の「乙宮神社」があるニャ！

住所 対馬市美津島町緒方182
アクセス 対馬空港から車で約12分
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【姫神山砲台跡】
対馬市美津島町緒方

「天空の要塞」とも呼ばれるこの砲台
は、明治期の対馬の最大規模を誇って
いるらしいニャ！！
100年以上経っているとは思えないほ
ど保存状態が良いのも特徴の１つだ
ニャ～皆が大切に守り続けてきた証拠
だニャ！
赤レンガと対州砂岩を用い、イギリス
式で造られていて、レトロな雰囲気を
醸し出しているニャ！
タイムスリップした気分になれるかも
ニャン～～
観測所からはリアス式海岸や浅茅湾を
一望できちゃうんだニャ！！！

住所 対馬市美津島町緒方
アクセス 対馬空港から車で約15分

１１



【あそうベイパークの桜】
対馬市美津島町大山（おやま）

あそうベイパークの桜だニャ～！春になると
満開の桜と玄海つつじを見ることができる
ニャ！！このあそうベイパークは、浅茅湾に
面した広大な敷地に、様々なレジャー施設が
整っている総合公園だニャ～～！オートキャ
ンプ場には炊飯棟やかまどが設置され、キャ
ンプはもちろん、バーベキューのみのご利用
も可能だニャ。管理棟にはトイレ、温水シャ
ワーが完備されているニャー！その他、対州
馬と触れ合える牧場、アスレチック、カヌー
ボート、遊歩道などレジャー施設が充実して
いるのだニャ！！！

住所 対馬市美津島町大山584-1
電話番号 0920-54-4994
アクセス 対馬空港から車で約15分
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【あそうベイパークの対州馬】
対馬市美津島町大山（おやま）

あそうベイパークでは現在、5頭の対州馬を飼育しているそうだニャ！
馬に近づく時は真正面からではなく、少しの間横に立って私たちの存在を確認させる
のが良いニャー！
その後、馬が耳を伏せてなければ優しく頬や首などを触ってあげると良いニャ！！
馬は心がとっても純粋で、愛情を持って接するとすぐに友達になってくれるみたいだ
ニャ！

住所 対馬市美津島町大山584-1
電話番号 0920-54-4994
アクセス 対馬空港から車で約15分
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【赤島大橋瀬戸】
対馬市美津島町鴨居瀬

地元の人にも大人気！エメラルドグリーン！
透明感120％！の美しい海を眺めることがで
きるニャン！
誰もが思わず感嘆の声を漏らしてしまうはず
だニャ～！
赤島大橋下の瀬戸の澄み切った潮の流れは海
底まで見渡せるニャン！
島の周囲には釣りスポットも多数ある
ニャーー！
美味しいお魚を釣って、僕に食べさせて欲し
いニャ！！！

住所 対馬市美津島町鴨居瀬赤島
アクセス 対馬空港から車で約25分

厳原港から車で約45分
比田勝港から車で約1時間25分
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【住吉神社（鴨居瀬）】
対馬市美津島町鴨居瀬

この神社には｢神功皇后が三韓
征伐の帰途、行宮をここに立て
て海神を祭り、応神天皇をここ
で産んだ｣という伝説が残ってい
るらしいニャ！！！内陸湾の水
が綺麗なエメラルドグリーンで、
泳いでいる魚たちの様子を観察
することもできるニャ～！島外
から来た方を案内するときに
もってこいのスポットだニャ！

住所 対馬市美津島町鴨居瀬491
アクセス 対馬空港から車で約20分
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【万関橋】
対馬市美津島町久須保（くすぼ）

朝鮮海峡から対馬海峡へ大きな艦
船が通行するのは不可能だったため、
明治33年、日本海軍が浅茅湾から
久須保に抜ける運河を掘り、この万
関橋を架けたと言われるニャ～！現
在も対馬の下島と上島を結ぶ交通の
要衝となっているニャン！橋の上か
らは、浅茅湾や三浦湾の眺望が良く、
家族連れの散策におススメだニャ！
ちなみに現在架かっている橋は3代
目だニャーー！

住所 対馬市美津島町久須保
アクセス 対馬空港から車で約10分
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【都々智（つつち）神社の海中鳥居】
対馬市美津島町尾崎

尾崎漁港内の大島にある「都々智神社
の海中鳥居」を紹介するニャン～～
今里にも同名神社があるにゃん！！祭
神は猿田彦神と言われるニャ！
対馬では、山頂・海岸に本宮、里に里
宮という形態が多いらしいニャ！
僕が行ったときは干潮だったけれど、
満潮時には大島への参道が海に沈む
ニャ！また景色が変わって美しいと思
うニャ～

住所 対馬市美津島町尾崎
アクセス 対馬空港から車で約30分
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【太祝詞（ふとのりと）神社】
対馬市美津島町加志

「太祝詞神社」を紹介するニャン！
「太祝詞」とは、どんなケガレや罪
も、海の神様が呑み込んで浄化して
くれる、いわば呪文のような言霊の
ことらしいニャ！！霊験あらたかな
名神大社として延喜式神名帳に載っ
ているこの神社のご祭神は、天児屋
根命（あめのこやねのみこと）と、
その十四世孫と伝えられる雷大臣命
（いかつちおおおみのみこと）だ
ニャン～～！天児屋根命は祝詞と出
世の神で、雷大臣命は、太占（ふと
まに）や亀卜を伝えた対馬神道、卜
部の祖らしいニャ！！

住所 対馬市美津島町加志512
アクセス 対馬空港から車で約30分
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【敷島神社】
対馬市美津島町加志

加志峠方面へ進み、民家の途絶え
たところにある「敷島神社」を紹
介するニャ！対馬には志賀、志古、
志貴、敷と称する社が五社あるけ
れど、それらは通音であることを
示し、その祭神は磯良（いそら）
だと言われているニャン！

住所 対馬市美津島町加志386
アクセス 対馬空港から車で約30分

１９



【サイノヤマ古墳】
対馬市美津島町鶏知

「サイノヤマ古墳」を紹介するニャン～～！
美津島町雞知浦を望む標高70ｍ前後の丘陵先端に立地し、墳丘が南北7.5ｍ、東西8ｍ、
高さ2.86ｍの規模を持つ、３～４段の石列で段状に築かれた方墳だニャン！！
島南部にある国史跡矢立山古墳群１号墳・２号墳（７世紀中頃から後半）と同様に段
築された方墳で、矢立山古墳群より遡る７世紀前半に位置づけられ、畿内系の方墳と
して、学術的な価値が高いという噂だニャ！！

住所 対馬市美津島町鶏知
アクセス 対馬空港から車で約6分、厳原港から車で約15分
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【勝見ノ浦海水浴場】
対馬市美津島町鶏知

「勝見ノ浦海水浴場」を紹介するニャン～
遊歩道があって、海岸線沿いに隣の太田浦海
水浴場までつながっているのだニャ！！波の
音や潮風を感じながらゆったり散歩が楽しめ
るニャ！
対馬グリーンパークに隣接しアクセスも良い
ので、ドライブがてらぜひ立ち寄ってみて
ニャ！！

住所 対馬市美津島町鶏知
アクセス 対馬空港から車で約3分、厳原港から車で約25分

２１



【太田浦海水浴場】
対馬市美津島町鶏知

「太田浦海水浴場」を紹介するニャー！
「勝見ノ浦海水浴場」と合わせて「美津島町
海水浴場」と総称し、環境省選定の「日本の
海水浴場88選」に認定を受けた場所だニャ！
県内でも珍しい、遊歩道で結ばれた双子の海
水浴場で、水質もAAランクを維持しているの
だニャ！対馬空港に近く交通の便も非常に良
く、様々なイベントも開催されているニャ～

住所 対馬市美津島町鶏知
アクセス 対馬空港から車で約3分、厳原港から車で約25分
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【住吉神社（鶏知）】
対馬市美津島町鶏知

鶏知の「住吉神社」を紹介する
ニャ～！御祭神は、鵜葺草葺不合尊
（うがやふきあえずのみこと）だ
ニャ！神功皇后が黒瀬の城山に登り
四方を眺望した際、東方から鶏の鳴
き声が聞こえたので、村があること
を知り、当地に宮を造営したと言わ
れているニャン！また、在庁官人の
阿比留氏の居館とされる跡もある
ニャ！弘仁年間（810~824）に対
馬へ来寇した刀伊賊を討つため、上
総国畔蒜郡に配流されていた比伊別
当国津（ひいべっとうくにつ）の子
たちが勅命を受けて来島、その軍功
で掾官となって対馬にとどまり阿比
留氏と称したと言われているニャ！

住所 対馬市美津島町鶏知甲1281
アクセス 対馬空港から車で約5分

２３



【芋崎砲台跡】
対馬市美津島町昼ヶ浦

芋崎は幕末ロシア艦船が半年間も上陸し、井
戸や家畜、宿泊施設などが強引に占拠され、対
馬藩からの情報で外国奉行小栗上野介が出向い
て交渉するも退去せず、結局イギリスの抗議で
退いた「ポサドニック号事件」の舞台でもある
ニャン！！古井戸、家畜小屋や鍛冶場まであっ
たらしいニャ～～高射砲台跡、弾薬庫、兵舎跡
が残っていて、周囲には「大東亜戦守備之地
昭和17年秋 豊島部隊」の文字。この部隊は長
崎の金比羅山に移転し、そこで被爆し対馬出身
の方も亡くなられたそうだニャ・・・

住所 対馬市美津島町昼ヶ浦
アクセス 対馬空港から車で約30分
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【黒瀬観音堂】
対馬市美津島町黒瀬

「日本遺産 国境の島 壱岐・対
馬・五島～古代からの架け橋～」
の構成文化財の１つ、「銅造如来
坐像（黒瀬観音堂）」を紹介する
ニャン～！朝鮮半島に統一新羅時
代に作られたブロンズの仏像は、
黒瀬の里の産神として祀られてき
たけれどその由来は不詳みたいだ
ニャ・・・拝観希望の場合は、申
込み、調整が必要だニャ～！

住所 対馬市美津島町黒瀬
アクセス 対馬空港から車で約15分

２５



【金田城跡】
対馬市美津島町黒瀬

667年、浅茅湾南岸に突き出した「城山」（じょうやま）に「金田城」（かな

たのき）が築かれ、東国から召集された防人たちが城山山頂から朝鮮半島を睨

み続けたというニャ。当時の対馬は国防の最前線であり、極度の軍事的緊張が

漂う国境の島だったのだニャン！1300年前に防人が築いた古代山城と、100

年前に旧日本陸軍建設した近代要塞が並存する城山は国の特別史跡に指定され

ているニャ～2017年、金田城は（公財）日本城郭協会によって「続日本100

名城」に選定されたニャ！！

住所 対馬市美津島町黒瀬城山
電話番号 0920-52-1566（対馬観光物産協会）
アクセス 対馬空港から車で約20分
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【白嶽（しらたけ）】
対馬市美津島町洲藻（すも）

白嶽は九州百名山の１つに数えられている対馬一の名山だニャン！
日本系と大陸系植物が混生する原始林は、国の天然記念物に指定さ
れているニャ！
標高519mの頂上に石英斑岩が顔を出す霊山は、神秘的な雰囲気を
醸し出すニャン！
山頂から広がる360度の眺望に圧巻されること間違いなしだニャー

住所 対馬市美津島町洲藻
電話番号 0920-52-1566（対馬観光ガイドの会やんこも）
アクセス 対馬空港から車で約35分

２７



【根緒の三島（みつじま）】
対馬市厳原町根緒

根緒の三島を紹介するニャ～～
国道382号線を走っていると3つの島が並
ぶ美しい風景に遭遇するニャ！！
写真はロワール近くから撮ったものだ
ニャ！！この日は天気も良くて、空も海も
青く輝いていたニャンー！
この3つの島には航海の守護神である宗像
三女神が祭ってあるという噂も・・・
大きさがバラバラでなんとなく家族のよう
にも見えて可愛らしいニャン～
インスタ映えスポットの１つでもある
ニャー！！

住所 対馬市美津島町箕形（みかた）
アクセス 対馬空港から車で約10分
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【根曽古墳群】
対馬市美津島町高浜

前方後円墳や石室があり大正時代
に明大の後藤博士により発見され
たものだそうだニャ！島内に多い
5世紀から6世紀の古墳の中でも美
津島町雞知には他にも対馬で1番
大きな出居塚古墳もあり、古墳が
集中しているため当時の大和朝廷
と繋がる有力な豪族たちがいた明
かしだそうだニャン！！！
離合が難しい細い道を縫って行
くと、岬に出て、神社の鳥居をく
ぐると突然岬の突端に出てくる
ニャー！

住所 対馬市美津島町鶏知
電話番号 0920-54-2341（対馬市教育委員会 文化財課）
アクセス 対馬空港から車で約10分
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【つしま亭さと】
対馬市美津島町久須保

万関橋のそばにある「つしま亭さと」さん

を紹介するニャ！！定食メニューをはじめ、

カレーや麺、丼もあるし、ケーキやフロー

ズンドリンクなどもあるニャ！そして、麺、

丼を除く食事にはコ－ヒ－がついてくる、

ご飯のお代わりができるといった嬉しい

サービスも！！浅茅湾を眺めながら、ゆっ

くりお食事やティータイムを楽しんでみな

いかニャ？？

住所 対馬市美津島町久須保661-3
電話番号 0920-54-2009
営業時間 11:00～17:00 17:00～21:00 ※夜は予約のみ
定休日 木曜日

３０



【やすらぎ】
対馬市美津島町久須保

ここは、温かみや懐かしさを感じるレトロ
な雰囲気のお店だニャ！！
なぜかゆったりと時間が過ぎる、癒しの空
間って感じだニャ！
僕のおすすめは、爽やかな生姜とジュー
シーなお肉の相性が抜群の生姜焼きだニャ
甘辛い味付けでご飯がよく合うのだニャ！
他にもいろいろな定食・ランチやカレー・
うどんなど、メニューも豊富だニャン！万
関橋の近くにあるので、車も停めやすい
ニャ～
ドライブ途中にでもぜひ立ち寄ってみて
ニャン！！

住所 対馬市美津島町久須保663
電話番号 0920-54-2964
営業時間 11:00～20:00
定休日 第2・第4水曜日

３１



【石窯パン工房大地のめぐみ】
対馬市美津島町鶏知

｢石窯パン工房大地のめぐみ｣さんを紹介するニャ！！店内に
入った瞬間、パンの焼けるいい匂いで、幸せな気分になれる
ニャ～～とにかく種類が豊富だニャ！見ているだけでどれを食
べようか迷ってしまいそうだニャがっつり系も、甘いものも何
でも揃っていて、しかも値段もお手ごろなのだニャ！！人気な
のもよく分かるニャン～

住所 対馬市美津島町鶏知乙520-38
電話番号 0920-54-2535
アクセス 対馬空港から車で約3分
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【そば道場美津島店】
対馬市美津島町鶏知

対馬市美津島町鶏知にある「そば道場美津島店」
を紹介するにゃ！！個人的なおすすめはいりやき
そばだニャ！！！
いりやきとは、古くから伝わる郷土料理で寄せ鍋
の一種で、地鶏か鮮魚をメインにたっぷりの野菜
を煮込んで味わう料理だニャ～～また、こちらの
お店では、そば打ち体験もできるニャ！！家族や
友達といい思い出が作れそうだニャン～

住所 対馬市美津島町鶏知乙461-6
電話番号 0920-54-8311
営業時間 お食事 11:00～15:00 お土産 9:00～16:00
アクセス 対馬空港から車で約3分
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【肴やえん】
対馬市美津島町鶏知

魚介類をメインに定食メニューが豊富なお店｢肴やえん｣さんを紹介するニャ～
第7回Fish-1グランプリ“地域を元気にする国産魚ファストフィッシュ商品コン
テスト”にて｢そう介のメンチカツ｣でグランプリを獲得したニャンー！原料に
なっているのはイスズミという魚で、｢そう介｣という名前には食害魚を駆除し
食することで｢海『そう』（藻）を増やす｣、｢海藻が増えることで魚の産卵する
場所や隠れる場所が増え、魚も漁民も『そう』（相）互に良くなる｣、｢美味し
い『そう』惣菜へ変わる｣、｢『そう』（壮）大なプロジェクト｣という意味が込
められているそうだニャ！！

住所 対馬市美津島町鶏知乙332-1
電話番号 0920-54-5081
営業時間 11:00～21:00
定休日 不定休
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【ライラック】
対馬市美津島町鶏知

美津島町鶏知にあるレストラン&カフェ「ライラック」さんにお邪魔してきた
ニャン！国道沿いで駐車場もあるのでドライブ途中で寄るのもいいニャン～4人
掛けテーブルとカウンター席があって、店内はお洒落で、だけどなんだか落ち着
く雰囲気だニャン！！メニューは豊富でハンバーグからちゃんぽんまで、何でも
あるニャ！！ドリンクバーも始めたとのことだニャ！今回はオムライスとチキン
カツチャーハンを注文してみたニャ～おなかも心も大満足だニャ！！次回はハン
バーグを食べようと思うニャ！！

住所 対馬市美津島町325-2
電話番号 0920-54-5000
営業時間 11:00～21:00
定休日 不定休
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【ピーターパン】
対馬市美津島町鶏知

美津島町鶏知にあるパン屋
「ピーターパン」さんを紹
介するニャ～～！
惣菜パンから菓子パン、サ
ンドイッチまで一通り揃っ
ているニャン！！
シュークリームは80円とい
う安さで驚きの美味しさ！
手土産におすすめだニャ！
パンの美味しさだけではな
く、雰囲気もとてもいいお
店だニャ～
タイミングよく焼きたてに
出会った時の嬉しさははん
ぱないニャー！

住所 対馬市美津島町鶏知甲541
電話番号 0920-54-2960
アクセス 対馬空港から車で約5分
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【山田松月堂】
対馬市美津島町鶏知

｢山田松月堂｣さんを紹介するニャ。対馬名物のかす巻きはもちろん、対馬の藻塩を
使用したお菓子｢しおチョコ｣、豆酘（つつ）の観光名所になぞらえたお菓子｢美女
塚｣などのオリジナル商品もあるニャ～そして、山田松月堂といえば、オリジナル
ケーキ！似顔絵、好きなキャラクター、何でも描いてくれるニャ！この日もショー
ケースにはドラえもんやラプンツェル、スヌーピーなど、予約のケーキがたくさん
並んでいたニャ～

住所 対馬市美津島町鶏知甲494
電話番号 0920-54-2038
営業時間 8:00～20:00
アクセス 対馬空港から車で約5分
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【レストラン漁火】
対馬市美津島町鶏知

対馬グランドホテル内にある
「レストラン漁火」さんにお邪魔
してきたニャン～対馬の旬とこだ
わりを凝縮させた絶品料理がたく
さん！！和洋中、デザートまで何
でも揃っているニャ！！写真は、
対馬名物「とんちゃん｣と「いり
やき鍋」だニャ～！
暗闇に浮かぶ漁火を眺めながら美
味しいご飯を食べられるので、島
外の人はもちろん、地元の人にも
おすすめだニャ～～

住所 対馬市美津島町鶏知甲41-10
電話番号 0920-54-9100
アクセス 対馬空港から車で約8分
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【ロシェ・ルガール】
対馬市美津島町鶏知

以前から気になっていたお店、｢ロシェ・ルガール｣に行って
きたニャ～～可愛いケーキは、眺めるだけで癒されるニャー
どれも美味しそうで、目移りしてなかなか選べなかったニャ。
誕生日ケーキもお願いできるみたいだニャン！！

住所 対馬市美津島町鶏知甲371-1
電話番号 0920-54-3818
営業時間 10:00～19:00
定休日 月曜日
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【ロワール】
対馬市美津島町根緒

こだわりの手作りハンバーグはビーフ
100％で仕上げているそうだニャ～～
ビーフステーキは脂身がなく赤身肉でヘル
シーだニャ！！
リピーター続出間違いなしだニャン！！！
昔を思い出させてくれるようなお店になっ
ているニャ～心を落ち着かせて料理を味わ
いたい人にはおすすめだニャ！！

住所 対馬市美津島町根緒7
電話番号 0920-54-3338
営業時間 11:00～21:00
定休日 第1・第3木曜日

４０


