
EATこ（いいとこ）ぐるぐるバスで出かけよう♪EATこ（いいとこ）ぐるぐるバスで出かけよう♪

モデルコースの見方

モデルコースの一部をご紹介します！

冠岳ー入来ルート

JR串木野駅①10：30
乗車

冠嶽神社①11：02
降車

冠嶽神社①11：20
乗車

道の駅樋脇遊湯館①11：50
降車

道の駅樋脇遊湯館①12：05
 乗車

入来武家屋敷群①12：10
 降車

入来武家屋敷群④15：45
 乗車

JR串木野駅④16：45
 降車

物産館でちょっとお買い物
（約15分）

武家屋敷群の見学や食事など
ゆっくり滞在（約3時間）

神社をちょっと参拝（15分）

JR伊集院駅南口①10：00
乗車

美山　陶遊館①10：10
降車

美山　陶遊館②12：40
乗車

市来えびす市場②13：10
降車

市来えびす市場②13：25
 乗車

照島　海の駅②13：35
 降車

照島　海の駅③16：00
 乗車

JR串木野駅③16：10
 降車

物産館でお買い物（約15分停車）

照島海の駅食堂で景色をみながら昼食
薩摩焼陶工上陸の地　照島エリアを散策
（約2時間）

陶芸体験や、美山の窯元めぐり
（約2時間半）

JR伊集院駅南口①10：00
乗車

美山　陶遊館①10：10
降車

美山　陶遊館②12：40
乗車

市来えびす市場②13：10
降車

市来えびす市場②13：25
 乗車

パラゴン（いちき串木野市役所）前②13：40
 降車

パラゴン（いちき串木野市役所）前③16：05
 乗車

JR串木野駅③16：10
 降車

物産館でお買い物（約15分停車）

一度行ってみたかった老舗コーヒー店
でくつろぎの時間を…

クラフトマンヴィレッジ美山の工房・
雑貨店・カフェめぐり（約2時間半）

JR串木野駅①9：40
乗車

薩摩藩英国留学生記念館①10：05
降車

薩摩藩英国留学生記念館②12：25
乗車

吹上浜荘②13：00
降車

吹上浜荘③15：25
 乗車

食彩の里いちきくしきの③15：55
 降車

食彩の里いちきくしきの③16：10
 乗車

JR串木野駅③16：15
 降車

いちき史跡エリアを歩いて散策（30分）
サッカー関係者に有名な市来神社まで
足をのばして、徒歩片道10分（30分）
市来ふれあい温泉センターで入浴（60分）
お隣の物産館えびす市場で買い物（15分）

物産館で買い物・観光案内所
で情報収集（15分）

記念館をゆっくり見学
羽島で昼食

JR 串木野駅①9：40
乗車

勘場蒲鉾シーフロント店①9：50
降車

勘場蒲鉾シーフロント店①10：20
乗車

まぐろの館①11：00
降車

まぐろの館②13：15
 乗車

食彩の里いちきくしきの②13：30
 降車

食彩の里いちきくしきの②13：55
 乗車

ちかび展示館③14：15
 降車

ちかび展示館③14：55
 乗車

吹上浜荘③15：25
  降車

まぐろ料理のお食事や物産館で
お買い物（約2時間）

観光案内所で情報収取（約25分）
物産館でお買い物

大人にも人気の展示館を見学
（約3 0分）

つけあげ工場の見学（約20分）

JR 串木野駅①9：50
乗車

羽島崎神社①10：17
降車

羽島崎神社①10：35
乗車

薩摩藩英国留学生記念館①10：42
降車

薩摩藩英国留学生記念館②12：52
 乗車

白浜温泉みすまるの湯②13：00
 降車

白浜温泉みすまるの湯③15：10
 乗車

食彩の里いちきくしきの③15：40
 降車

食彩の里いちきくしきの③15：55
 乗車

JR串木野駅③16：00
 降車

記念館に入館（1時間観覧）後
カフェでくつろいだりゆっくり
歩いて羽島エリアを散策（1時間）

お食事や温泉をゆっくり堪能
（たっぷり約2時間）

物産館でお買い物（15分）
（さのさ館７月OPEN）

羽島崎神社・ゴンザ神社など
を参拝（15分）

いちき串木野市内ー羽島ルート

↓

JR串木野駅①9：50
乗車

薩摩藩英国留学生記念館①10：10
降車

薩摩藩英国留学生記念館②12：20
乗車

羽島崎神社②12：27
降車

羽島崎神社②12：45
 乗車

薩摩金山蔵②13：25
 降車

薩摩金山蔵③15：35
 乗車

食彩の里いちきくしきの③15：40
 降車

食彩の里いちきくしきの③15：55
 乗車

JR串木野駅③16：00
 降車

羽島崎神社・ゴンザ神社など
を参拝（15分）

金山蔵トロッコ乗車を体験&
蔵見学や試飲

物産館でお買い物（15分）
（さのさ館７月OPEN）

ピザ窯体験（要事前予約）や、
貸自転車でサイクリング（約2時間）

冠岳ー入来ルート

JR串木野駅①10：30
乗車

パークゴルフ場①10：50
降車

パークゴルフ場②13：05
乗車

食彩の里いちきくしきの②13：10
降車

食彩の里いちきくしきの③14：10
 乗車

冠岳温泉③14：55
 降車

冠岳温泉④16：15
 乗車

JR串木野駅④16：45
 降車

海鮮まぐろ家でお食事や・物産館
でお買い物（約60分）

人気の山の温泉を堪能（約1時間20分）

パークゴルフ場でゲームを楽しむ
（約2時間）

※滞在時間はあくまでも目安であり、個人差があります。モデルコースで紹介した立ち寄り箇所も一例です。　※バスの通過・停車時刻は天候や道路状況により遅れなどが生じることがございます。あらかじめご了承ください。

いちき串木野市内ー羽島・照島・市来ルート 日置ーいちき串木野市内ルート

JR串木野駅前  ①10：30
乗車

①号便
バスの立ち寄る箇所です。
バス停はありません。ラッピングバスを目印にご乗車ください。

薩摩藩英国留学生記念館
Satsuma Students Museum

羽島崎神社
Hashimazaki Shrine

白浜温泉みすまるの湯
Natural spa Shirahama Onsen

さのさ館
Souvenir　”Sanosa-kan”

まぐろの館
Restaurant/Souvenir "Maguro-no-yakata"

勘場蒲鉾
  Kanba kamaboko

いちき串木野市総合観光案内所   
Tourist infomation

ちかび展示館
 Chikabi Museum

羽島崎神社
Hashimazaki Shrine

薩摩藩英国留学生記念館
Satsuma Students Museum

薩摩藩英国留学生記念館
Satsuma Students Museum

金山蔵　トロッコ
”Kinzangura”　Ｔruck train

さのさ館
Souvenir　”Sanosa-kan”

さのさ館
Souvenir　”Sanosa-kan”

吹上浜荘
Hotel ”Fukiagehama-sou”

美山　陶遊館
Miyama Touyukan 

ＪＡＺＺ＆自家焙煎珈琲パラゴン
Jazz&Coffee”PARAGON”

えびす市場
”Ichki Ebisu Ichiba”  local speciality shop

美山　陶遊館
Miyama Touyukan 

照島　海の駅
Terushima Umi -no-eki

えびす市場
”Ichki Ebisu Ichiba”  local speciality shop

冠嶽神社
Kanmuridake Shrine 

入来武家屋敷
Iriki　Samurai　Residences

道の駅樋脇　遊湯館
”Hiwaki　Yuyukan”local speciality shop

串木野パークゴルフ場
Ichikikushikino Park golf　course

冠岳温泉
Natural spa Kanmuridake Onsen

海鮮まぐろ家
Restaurant　”Kaisen-maguro-ya”


