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鹿 屋 を 走 り 尽 く せ ! !

鹿屋市  市民スポーツ課

Let's Ride

鹿 屋 市 地 域 お こ し 協 力 隊 監 修

KANOYA CYCLING MAP

Ａ 国体競技コース

鹿屋市内の中心市街地を通過し肝付町・錦江町・南大隅町を走る
長距離で、高低差もある上級者向けのコース。
2020年 10月に開催される「かごしま国体自転車競技（ロー
ドレース）」で実際に選手が走るコースとなっています。

「燃ゆる感動 かごしま国体」
～熱い鼓動 風は南から～ＩＮ鹿屋

KITADA SARUGGA
おしゃれな雑貨や新鮮な野菜、素材にこだわったお菓子などを販売して
いるほか、そば粉を使ったクレープ「ガレット」を味わうことができます。

所／鹿屋市北田町8-9
℡／0994-45-6168
営／11:00～ 18:00
休／火曜日

浜田海水浴場
別名「薩摩富士」と
も呼ばれる開聞岳を
望む浜田海岸は、美
しい海に涼しげな松
林があり、安心して
泳げる海水浴場です。
所／鹿屋市浜田町
期／7月上旬
　　～8月31日

鹿屋市観光物産総合センター
鹿屋航空基地史料館に隣接する物産館で、海軍カレーや豚ばら丼を販
売するレストランや無料休憩所も完備されています。
所／鹿屋市西原3-11-1
℡／0994-41-6111
営／9:00～ 17:00
休／12月 29日～1月3日

リナシティかのや
観光物産情報コーナー
鹿屋市中心部のリナシティ
かのや内にあり、鹿屋近郊
で生産された品々を取りそ
ろえた物産コーナーです。
所／鹿屋市大手町1-1
℡／0994-42-1820
営／10:00～ 19:00
休／不定休

鹿屋航空基地史料館
特攻隊員に関する貴重な資料だけでなく、小
説・映画「永遠の０」にも登場する「零式艦
上戦闘機五二型」や世界で唯一現存する「二
式飛行艇」などが展示されています。

所／鹿屋市西原3-11-2
℡／0994-42-0233
営／9:00～ 17:00
休／12月 29日
　　 ～ 1月 3日
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錦江湾健康づくり
　　　　　　　コース

錦江湾の風光明媚な海浜景観を眺望でき、自転車専用道路を通る
コース。アップダウンも少なく、安全で楽しくサイクリングでき
ます。天気がいい日には桜島もきれいに見えます。

美しい海浜と桜島を望む
錦江湾しおかぜ海道

鹿屋市漁協直営「みなと食堂」
新鮮！美味しい！安い！が自慢の鹿屋市漁
協直営店「みなと食堂」。錦江湾で獲れた
てのカンパチやエビ料理を味わえます。

所／鹿屋市古江町7468
℡／0994-46-3020
営／11:00～ 14:00
休／月曜日、月曜日が祝日の
　　場合は翌平日、
　　年末年始
　　

高須海水浴場
遠浅の海水浴場で、
子どもでも安心し
て泳げる海水浴場
です。毎年７月に
はマリンフェスタ
が開催され、様々
なマリンスポーツ
が楽しめます。
所／鹿屋市高須町
期／7月上旬～
　　8月31日

ユクサおおすみ海の学校
旧菅原小学校を利活用した体験
型宿泊施設です。施設内には、
ランチができる「おおすみ食堂
早苗饗（さのぼい）」やサイクル
ショップ「鹿児島 FunRide」等
のテナントも併設されており、サ
イクリストが気軽に立ち寄ること
ができるスポットです。
所／鹿屋市天神町3629-1　℡／0994-31-8193

荒平天神
学問の神様、菅原道真公が祀られている
神社。透明度の高い錦江湾の美しい景色
や、対岸の開聞岳などを見渡せます。
所／鹿屋市天神町
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吾平山上陵
      健康づくりコース

吾平山上陵など、歴史探索ができるコース。河川敷のサイクリングロー
ドを通る為、河川や森林など自然をたっぷりと味わうことができます。
長距離で、ゆっくり楽しくサイクリングしたい方にお勧めです。

川面と歴史を巡る自然散策ルート

吾平物産館「つわぶき」
吾平町内の農家や加工グループが手
作りする漬物や味噌などの特産品等
を販売しているほか、地元食材を使っ
た定食を味わうことができます。
所／鹿屋市吾平町上名5318-4
℡／0994-58-8907
営／9:00～ 17:00　休／水曜日
（レストランは10：30～ 15：30）

黒羽子観光農園
年間を通して様々な果物が栽培
されており、みずみずしい果物
狩りを楽しむことができます。
所／鹿屋市吾平町上名
　　（大隅広域公園隣接）
℡／0994-58-7257
　　（吾平総合支所産業建設課）
営／9:00～ 17:00
休／農作物により変更あり

C

県立大隅広域公園
キャンプ場や遊具、広場、スポー
ツ施設のほか、本格的なレーシ
ングカートに乗れるゴーカート
場のある公園です。
所／鹿屋市吾平町上名（吾平山上陵近く）
℡／0994-58-5197
営／8:30～ 17:00
　　（季節により閉園時間は異なる）
休／12月29日～12月31日

湯遊ランドあいら
人工温泉と遊びを組み合わせた複合
温泉施設で、充実したお風呂やサウ
ナのほか、会議室や宴会場、マッサー
ジ機も完備しています。

所／鹿屋市吾平町麓2973
℡／0994-34-4500
営／7:00～ 22:00
休／毎月第２・4月曜日
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買う
F-5

F-5 F-5

E-5

吾平山上陵
500 ｍほど続く参道は緑が
美しく、神々しい雰囲気から
県内でも有数のパワースポッ
トとして人気の観光地です。
所／鹿屋市吾平町上名5250-1
℡／0994-58-7257
　　（吾平総合支所産業建設課）
営／8:30～ 17:00　休／無休

観る
F-5

食べる

お問い合わせ
鹿屋市　市民スポーツ課

Tel 0994-31-1139　Fax 0994-31-1172
HP：https://www.city.kanoya.lg.jp
メール：sports@city.kanoya.lg.jp

平成 28年 6月 初版発行　令和2年3月 改訂版発行

施設名 所在地 電話番号
県民健康プラザ 鹿屋市札元1丁目 8-7 0994-52-0052

ゆたか温泉 鹿屋市田崎町319-1 0994-41-7128

山寺鉱泉浴場 鹿屋市上祓川町8775-4 0994-44-8312

アビルランド坂元 鹿屋市浜田町139-1 0994-47-2144

串良さくら温泉 鹿屋市串良町下小原3948-1 0994-31-4426

輝北総合福祉センター 鹿屋市輝北町上百引2100-1 099-486-0777

温泉スポット

施設名 所在地 電話番号
ホテルさつき苑 鹿屋市西原1丁目 9-10 0994-40-1212

ホテル太平温泉  ※ 鹿屋市新生町5-25 0994-44-3300

ホテルこばやし 鹿屋市向江町4-15 0994-44-3711

ニューワールドホテル 鹿屋市向江町22-1 0994-44-7000

ビジネスホテルしらさぎ 鹿屋市白崎町5-11 0994-43-5848

ホテル大藏 鹿屋市白崎町3-23 0994-40-0555

かのや大黒グランドホテル 鹿屋市共栄町12-3 0994-44-5511

小泉旅館 鹿屋市新生町9-6 0994-42-3674

ビジネスホテルサファリ 鹿屋市新川町874 0994-44-7613

四国屋旅館 鹿屋市朝日町7-25 0994-42-2739

玉屋旅館 鹿屋市古前城町2-9 0994-43-7293

日の出旅館 鹿屋市大手町10-15 0994-43-7159
アジア・太平洋農村
研修センター 鹿屋市上高隈町3811-1 0994-45-3288

水明荘  ※ 鹿屋市上高隈町196 0994-45-2006

国立大隅青少年自然の家 鹿屋市花里町赤崩 0994-46-2222

一心館 鹿屋市串良町岡崎3426 0994-63-2230

迫田荘 鹿屋市串良町岡崎2393-1 0994-63-2535

LILAC HOTELS&RESORT
ライラックホテルズ アンド リゾート 鹿屋市串良町上小原2395 0994-63-6112

鹿屋市交流センター
湯遊ランドあいら  ※ 鹿屋市吾平町麓2973 0994-34-4500

ユクサおおすみ海の学校 鹿屋市天神町3629-1 0994-31-8193

天神別荘  ※ 鹿屋市天神町3564-3 0120-374-026

HOTEL＆HOSTEL HARU 鹿屋市本町3-2 0994-36-8008

セントロ鹿屋 鹿屋市共栄町18-21 0994-42-8880

宿泊スポット2（2020年 3月現在）

※ は温泉あり

　「Ciel Bleu鹿屋（シエルブルーかのや）」は、フラン
ス語で「鹿屋の青い空」を意味します。鹿屋市を拠点に、
「鹿屋・大隅から世界へ！」をスローガンに活動する地域
密着型プロサイクリングチームです。
　2015年10月の発足以来、これまでにオリンピック
や世界選手権に選手を輩出し好成績を収める等、日本は
もとより世界で活躍する選手が所属しています。
　年間を通じて気候が温暖で、多種多様な地形・景観に
恵まれた鹿屋・大隅は、いわば天然の自転車練習場！タイ
ミングが良ければ、練習中のメンバーに遭遇するかも？

【選手紹介】※写真左から
○ 冨 尾　大　地（鹿児島県錦江町出身）
○ 原 田　裕　成（岡山県倉敷市出身）
○ 上 野　みなみ（青森県八戸市出身）
○ 山 本　さくら（埼玉県秩父市出身）
○ 堀 　   航　輝（香川県讃岐市出身）

【所在地】
〒893-0067　鹿屋市大浦町11479-16㈱ベルキャンバス内
TEL：0994-45-6162　ＨＰ：cielbleu-kanoya.com

シエルブルー鹿屋
まちの自転車屋さん

Bicycle shop

鹿屋サイクルショップ☆GO
【営業時間14:00～20:00】
鹿屋市川西町4857-5
℡0994-44-4939

鹿児島FunRide鹿屋店
【営業時間11:00～20:00】
鹿屋市天神町3629-1
℡080-2771-8075

フロッグサイクル
【営業時間 平日10:00～19:30
  　　　　 土・日10:00～19:00】
鹿屋市川西町2494-14
℡0994-45-5833

マルイワサイクル
【営業時間8:00～19:00】
鹿屋市寿5丁目10-11
℡0994-42-2510
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高隈山ヒルクライムコース
大隅湖から高峠への急勾配を上るヒルクライムコース。交通量も
少なく、安全なコースです。
高隈山の急勾配の中、大自然を味わいながらヒルクライムを楽し
むことができます。

森林浴が楽しめる山岳ルート

垂水千本イチョウ園
千本のイチョウが植えら
れ、シーズンを迎えるとあ
たり一面は黄金色に染ま
る、垂水市を代表する名所
です。
所／垂水市新御堂

高峠つつじヶ丘公園
垂水市の北東に位置するこ
の峠一帯は、自生する「サ
タツツジ」が春になると全
山を赤やピンクに染め、多
くの花見客でにぎわいます。
所／垂水市中俣4066-27

G

県道71号線
大隅半島の北部を横断する県道71号線。高隈山を横断するため、アッ
プダウンの激しい道路です。
所／鹿屋市上高隈町

観る

B-2B-3B-4

B-2

B-2

【農家民宿】
● 元気印の菜園畑 鹿屋市吾平町上名2949-2 090-8229-2499

● 民宿もんちゃん 鹿屋市南町3564 0994-49-3264

● 癒しの宿もみじ 鹿屋市上高隈町67-1 0994-45-3009

● 民宿しろみず 鹿屋市白水町240-1 0994-46-4170

● 山ちゃん家 鹿屋市新川町5324-1 080-1774-4728

● 民宿柿の木 鹿屋市下高隈町1659 090-2184-0191

● くしらの宿四季彩 鹿屋市串良町岡崎2902-1 0994-63-0006

● 光と風のガーデン 鹿屋市串良町有里8591-306 0994-62-3295

● やまでら鉱泉
　 セカンドハウス憩 鹿屋市上祓川町8762-2 0994-44-8312

【バンガロー・キャンプ施設】
● 霧島ヶ丘公園
　 バンガロー 鹿屋市浜田町1250 0994-40-2170

● 高隈グリーン
 　カントリーバンガロー 鹿屋市上高隈町1895-3 0994-45-2891

● 国立大隅青少年
 　自然の家「太陽の家」鹿屋市花里町赤崩 0994-46-2222

● 下小原池公園
　 ログハウス 鹿屋市串良町下小原4655-1 0994-63-8198

● 県立大隅広域公園
　 オートキャンプ場 鹿屋市吾平町上名 0994-34-4567

● 輝北天球館
     「星の家」バンガロー 鹿屋市輝北町市成1660-3 099-485-1900

● 輝北うわば公園
　 ふれあいの森 鹿屋市輝北町市成1660-3 099-485-1900

　鹿屋には個性あふれる農家民宿やバンガロー・キャンプ施設があります。
　鹿屋路を自転車で駆け抜けたあとは、「新鮮な空気」「体に嬉しい食事」
「静寂な空間」のもとで自身のカラダをゆっくり休めてみてはいかがで
すか。

宿泊スポット1（2020年 3月現在）
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鹿屋ストレート
　　チャレンジコース

全国でも有数な直線道路を楽しめるルート。長距離ではありま
すが、高隈山や田園を楽しみながら家族で楽しくサイクリング
できるファミリーコースとなっています。

笠野原台地を駆け抜けるストレートコース

鹿屋市民族館
東南アジアを思わせるエキゾ
チックな外観が印象的な民族
館。民族衣装や楽器、おもちゃ
などが展示され、試着や演奏
体験もできます。
所／鹿屋市上高隈町3779-1
℡／0994-45-2872
営／9:00～17:00
休／月曜日、
　　月曜日が祝日の場合は
　　翌平日、年末年始

F

観音淵中世
古石塔群
地下水が長い年月を
かけて造りだした、
高さ８ｍ、幅16ｍ、
奥行30ｍもある天
然の洞窟。
所／鹿屋市下高隈町

焼肉工房 陣力
鹿屋産の「豚ばら肉」と、鹿屋市の市花で
ある「バラ」がコラボした「かのや豚ばら
丼」を販売する焼肉店。

所／鹿屋市札元2-3709-1
℡／0994-40-0298
営／11:00～14:00
　　17:00～22:00
休／火曜日

観る

遊ぶ
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トレーニングコース2
霧島ヶ丘公園を起点とし、野里町の田園風景を眺望しながらト
レーニングすることができます。
霧島ヶ丘公園のアップダウンを使ってトレーニングを楽しんで
ください！

丘や田園を駆け抜けるトレーニングルート

霧島ヶ丘公園
ゴーカート場やキャンプ
場、展望台、子ども広場
など、大人も子どもも楽
しめる施設が充実してい
ます。
所／鹿屋市浜田町1250
℡／0994-40-2170
営／9:00～17:00
休／無休

遊ぶ

E

ちゃりカフェ
店内では、CIEL BLEU 鹿屋の
自転車等の展示や、各種ドリン
ク類を販売。自転車で来られた
方にはドリンク１杯サービス！
また、自転車及び子ども向けの
ランニングバイクの貸出やバー
ベキュー道具のレンタル、食材
注文（※事前予約が必要）も行っ
ております。

所／鹿屋市浜田町1250
℡／0994-45-6123
営／9:00～17:00
休／月曜日、月曜日が祝日の場合は翌平日

所／鹿屋市浜田町1250
℡／0994-31-1139（鹿屋市市民スポーツ課）
営／9:00～16:00（土・日・祝のみ営業）
休／平日、年末年始

食べる

マウンテンバイクパーク
「子ども達が楽しめる」「お父さんお母さん
と一緒に楽しめる」「MTB未体験のレベ
ルで楽しめる」「初心者がスキルアップで
きる」場をコンセプトに、霧島ヶ丘公園内
に2018年7月にオープンしました。自
転車の持ち込み・現地でのレンタルいずれ
も可能で、同施設を利用したイベントや乗
り方教室を年に数回開催しています。

E-3

E-3

E-3
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トレーニングコース１
霧島ヶ丘公園の上り・下りの急勾配を利用したトレーニングコー
ス。霧島ヶ丘公園を起点に、高須の美しい海浜を望むことができ
ます。自然を楽しみながらトレーニングしてみましょう！

美しい海浜を望むトレーニングルート

霧島ヶ丘公園の東側丘陵地にあ
り、８haの広大な敷地に3万
5千株のバラが植えられた日本
最大級を誇るばら園です。
所／鹿屋市浜田町1250
℡／0994-40-2170
営／9:00～17:00
休／月曜日、月曜日が祝日の場合は
　　翌平日、年末年始
　  （ばら祭り期間を除く）

ローズダイナー
「かのや豚ばら丼」や「薔薇カ
レー」、かのやばら園一番人気の
バラのほのかな香りがさわやかな
「ばらソフト」を販売しています。
所／鹿屋市浜田町1250
℡／0994-41-8732
営／10:00～16:00
　　（ばら祭り期間を除く）
休／月曜日、月曜日が祝日の場合は
　　翌平日、年末年始
　　（ばら祭り期間を除く）

遊ぶ

D

かのやばら園売店
ばらの認証品などオリジナル
グッズから、郷土菓子、手作り
作品、バラ苗などの商品、お土
産を販売しています。
所／鹿屋市浜田町1250
℡／0994-41-8739
営／9:00～16:30
休／月曜日、月曜日が祝日の場合は
　　翌平日、年末年始
　  （ばら祭り期間を除く）

買う

フィットネス
パース
大隅線の線路跡を
整備した自転車歩
行者専用道路。高須
町の海岸線を走る
フィットネスパー
スでは、美しい海岸
線を望めます。
所／鹿屋市高須町

食べる

観る
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