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1 天上山
Mount Tenjo
「黒潮に浮かぶ展望台」
と呼ば
れ、伊豆七島、伊豆半島、富士
山等を眺める展望はバツグン。

2 多幸湾
Tako Bay
みごとな白浜と切り立った天
上山の断崖が作り出す景観
は、息をのむほど素晴らしい。

3 つづじ公園
Tsutsuji (Azalea) Park
島の野生つつじが多数移植
され、
４〜５月頃には満開とな
り、見事な美しさを見せます。

4 松山遊歩道
Matsuyama Walking Path
多幸湾と三浦湾の突き出した
岬にある、海沿いの遊歩道。海
と奇岩の展望が楽しいコース。

5 三浦湾展望台
Miura Bay Scenic Lookout
晴れた日には三宅島・御蔵島、
時には八丈島まで見渡すこと
ができます。

Called the scenic lookout floating in the
Black Current, Mount Tenjo offers panoramic
views of the Izu Islands, the Izu peninsula,
Mount Fuji and other landmarks.

The stunning white sand
beaches and the sheer cliffs of
Mount Tenjo here create a
breathtaking panorama.

Wild azaleas native to the island
have been transplanted to this
park. They bloom in April and May,
putting on a beautiful floral display.

On a cape jutting between Tako Bay and
Miura Bay, this walking path follows the
coastline. Visitors can enjoy views of the
ocean and of strange rock formations nearby.

On clear days, Miyakejima,
Mikurashima and sometimes
even Hachijojima are visible
from this lookout.

20 神津島温泉保養センター
Kouzushima Hot Spring
Recreation Center
沢尻湾を望む見晴らしのいい温
泉施設。岩に囲まれた大小の露
天風呂や展望風呂があります。

N

東京・横浜・大島・利島・新島・式根島へ
To Tokyo, Yokohama, Oshima, Toshima,
Niijima, Shikinejima

Hot spring spa overlooking
Sawajiri Bay, featuring a scenic
view bath and open-air baths
set among the rocks.

赤崎遊歩道 19
Akasaki Walking Path

どんたくハウス
Dontaku House

下田へ
To Shimoda

19 赤崎遊歩道
Akasaki Walking Path
赤崎の入江に設置された全長
500mの木造遊歩道。つり橋や
展望台、飛び込み台もあります。

18 阿波命神社/Awa no Mikoto Shrine

宮塚山 /Mount Miyatsuka
336

神津島温泉保養センター 20
Kouzushima Hot Spring
Recreation Center

2

黒潮に浮かぶ展望台
Lookout floating in the
Black Current
那智堂
Nachi-do Temple
沢尻湾キャンプ場
Sawajiri Bay Campground
白島口
Shiroshima Climb
Starting Point

うずまき岩
Uzumaki-iwa Rock

18 阿波命神社

Awa no Mikoto Shrine
伊豆諸島を創造したといわれ
る事代主命の正后、阿波命を
祀る厳かな雰囲気の神社です。

15 え
えんま洞/Enma Cave

あ わ の み こと

神津島港

神津島観光協会
Kouzu Island Tourist Association
まっちゃーれセンター
Macchare Center
水配り像モニュメント
Mizukubari Statues Monument

S

前浜海岸 9
Maehama Beach

不動池
Fudo Pond

571

表砂漠

神津島
Kouzushima

Omote-sabaku Sandy Soil

天上山登山口（黒島口）
Kuroshima Climb Starting Point
砂糠山 /Mount Sanuka
190

The water in this curved inlet is
highly transparent and the strange
rock formations and sheer cliff walls
here offer stunning scenery.

祇苗島 /Tadanae Island

S

多幸湾 /Tako Bay
多幸湾展望台
Tako Bay Lookout

秩父観音堂
Chichibu Kannondo

凡例/Legend

7

海水浴場/Swimming beach

秩父山 /Mount Chichibu
秩
280

三浦湾展望台 5
Miura Bay Scenic Lookout

3

寺院/Buddhist temple

4 松
松山遊歩道/Matsuyama Walking Path

神社/Shinto shrine

三浦湾

名所/Sightseeing spot

Miura Bay

温泉/Hot spring
郵便局/Post office
バス停/Bus stop

空港 /Kuko

千両池 8
Senryo Pond

A

6 神
神津島灯台

Kouzushima Lighthouse
K

9 前浜海岸
Maehama Beach
全長約800mの白砂の海岸。
水平線に沈んでゆく夕日がとて
もロマンチックです。

This white sand beach stretching
for 800 meters is also a romantic
spot for watching the sun set
over the Pacific.

S ショップ/Shop

神津島空港
Kouzushima Airport

R レストラン/Restaurant

B

C

Sawajiri Bay
島の西 側にある深い入 江で、
100mほど続く砂浜は波の静か
な海水浴場として人気が高い。

15 えんま洞
Enma Cave
高さ3m、奥行き5mの洞窟で、
世にも珍しい笑顔のえんま様と
石地蔵が祀られています。

14 与種神社
Yotane Shrine
江戸中期、甘藷栽培を広めて
島民を飢 餓から救った儒 者 、
青木昆陽を祀った神社。

13 神津島郷土資料館
Kouzushima Native History Museum
島の歴史と貴重な文化財を保存・
伝承している資料館。パノラマや解
説も見聞できます。

A deep inlet on the island’s
western side, Sawajiri Bay is
popular for its sandy 100-meterlong beach and tranquil waters.

A smiling Great King Enma, who is usually
depicted with a fearful scowl, and stone
statues of the Jizo Bodhisattva are worshipped
in this cave 3 meters long and 5 meters deep.

Aoki Kon’yo, a Confucian scholar who spread
sweet potato-growing on the island, saving
its people from starvation during the mid-Edo
period (1603‒1867), is worshipped here.

This museum preserves and
propagates the island’s history and
valuable cultural artifacts. Visitors can
see a panorama display and hear
commentary about island history.
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8 千両池
Senryo Pond
湾のように丸く入り込んだ入江
で、透明度が高く、奇岩と絶壁
に囲まれた景観が美しい。

Exiles Graveyard

ありま展望台
Arima Lookout

16 沢尻湾

裏砂漠展望地
Ura-sabaku Sandy Soil Lookout

13 神
神津島郷土資料館/Kouzushima Native History Museum
S
S
S R
3 つ
つつじ公園/Tsutsuji Park
S
R
R S
14 与
与種神社 高処山 /Mount Kosho
R
304
Yotane-jinja
Y
多幸湾公園
Shrine
ファミリーキャンプ場
R 12 ジュリアの墓・流人墓地
Tako Bay Park
2 多幸湾/Tako Bay
Family Campground
S The Tomb of Julia and
R

This 500-meter-long pebbly
beach is also called
Goshikihama. This beach is a
designated campground.

The temple is the home of the
Chichibu Kannon and 48 stone
Buddhas worshipped by the
islanders.

櫛ヶ峯 /Mount Kushigamine
503

Monoimina no Mikoto Shrine
M

延命山濤響寺 11
Emmeizan Toko-ji Temple

17 長浜海岸
Nagahama Beach
玉石が多い500mほどの海岸
で、五色浜とも呼ばれています。
キャンプ場に指定されています。

1 天
天上山/Mount Tenjo

10 物
物忌奈命神社

Kouzushima Port

An air of solemnity envelops this
shrine worshipping Awa no
Mikoto, the consort of
Kotoshironushi no Mikoto, who
is reputed to have founded the
Izu Islands.

7 秩父観音堂
Chichibu Kannondo
境内には秩父観音と48体も
の石仏が安置されており、村
人の信仰を集めています。

長浜海岸
Nagahama-kaigann

ぶっとおし岩
Buttoshi-iwa Rock

沢尻湾 16
Sawajiri Bay

This is a self-powered
lighthouse. The uphill path to
the lighthouse overlooks sheer
cliffs and is ideal for hiking.

Kouzushima

ドンタクハウス前
Dontaku-house-mae

長浜海岸 17
Nagahama Beach
めいし海岸展望台
Meishi Beach Lookout

500m

神津島

269

長浜キャンプ場
Nagahama Campground

This 500-meter-long wooden
walkway is located at Akazaki
Inlet, where there are also a
suspended bridge, a scenic
lookout and a diving board.

0

神戸山 /Mount Kobe

赤崎遊歩道
Akasaki-yuhodo

1

ことし ろ ぬし の み こと

6 神津島灯台
Kouzushima
Lighthouse
灯台に登る道からは断崖絶壁
を望むことができ、
ハイキングに
最適。

神津島ウォーキング・見どころマップ/Kouzushima Walking & Sightseeing Map

D
12 ジュリアの墓・流人墓地
The Tomb of Julia and
Exiles’ Graveyard
キリスト教改宗を拒否したため島
流しとなった朝鮮貴族の娘、
「おた
あジュリア」の墓。

The tomb of Otaa Julia, a Korean
noble’s daughter exiled to the island
for refusing to renounce Christianity.

物忌奈命神社
Monoimina no Mikoto
Shrine
神津島の開祖とされる物忌奈
命を祀っており、村人の信仰を
集めています。
10

11 延命山濤響寺
Emmeizan Toko-ji Temple
島民のほとんどはこの寺を菩提
寺としています。墓地全体が四
季のお花畑のように美しい。

Most island residents belong to
this temple. Its graveyard looks
like a beautiful meadow of flowers
blooming throughout the seasons.

もの い みな の

みこと

This shrine is dedicated to
Monoimina no Mikoto,
worshipped by the islanders as
the founder of Kouzushima.
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