
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♪

JR串木野駅前　①往16：20
到着

モデルコースの一部をご紹介します！

①号便 往路、復路
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。

モデルコースの見方

※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。

JR 串木野駅前①9：40
乗車

羽島崎神社①10：10
降車

羽島崎神社①10：25
乗車

薩摩藩英国留学生記念館①10：32
降車

薩摩藩英国留学生記念館②12：20
乗車

白浜温泉みすまるの湯②12：30
降車

白浜温泉みすまるの湯②12：45
乗車

薩摩 金山蔵②13：20
降車

薩摩 金山蔵③15：00
乗車

食彩の里いちきくしきの③15：05
降車

食彩の里いちきくしきの③15：15
乗車

JR串木野駅前③15：20
到着

羽島崎神社・ゴンザ神社などを参拝（約15分）

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）

海を見ながらの足湯や
コーヒースタンドでひと休み（15分）　　　

坑洞内焼酎蔵を
トロッコ乗車で体験＆見学（トロッコは有料）

JR 串木野駅前①9：40
乗車

薩摩藩英国留学生記念館①10：00
 降車

薩摩藩英国留学生記念館②12：20
乗車

白浜温泉みすまるの湯②12：30
降車

白浜温泉みすまるの湯③14：35
乗車

食彩の里いちきくしきの③15：05
降車

食彩の里いちきくしきの③15：15
乗車

JR串木野駅前③15：20
到着

ピザ窯体験（要事前予約）や、
留学生記念館の貸自転車で
サイクリング（約2時間）

お食事や、海の見える露天風呂を
ゆっくりと楽しんで。（約2時間）

物産館でお買い物(10分)

№１-A モデルコース　その2
いちき串木野市内-羽島ルート

モデルコース　その1№１-A
いちき串木野市内-羽島ルート

JR串木野駅前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

照島　海の駅①10：35
降車

照島　海の駅②12：45
乗車

市来神社②13：05
降車

市来神社②13：15
乗車

ちかび展示館③14：35
降車

ちかび展示館③15：20
乗車

JR串木野駅前③16：25
到着

JR串木野駅前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②12：05
乗車

照島　海の駅②12：35
降車

照島　海の駅②12:45
乗車

市来神社②13:05
降車

吹上浜荘③15:50
乗車

JR串木野駅前③16：25
到着

日本の近代化に貢献した薩摩ｽﾁｭｰﾃ ﾝ゙ﾄの
エピソードをゆっくり学んで。
羽島で昼食。(約2時間）

赤い太鼓橋が美しい照島と
吹上浜の風景を眺めて（約10分）

市来神社の参拝（10分）⇒徒歩8分
　⇒濵田屋伝兵衛で焼酎蔵見学(約30分）、
吹上浜荘方面へ徒歩10分
　⇒いちき史跡ｴﾘｱを散策(30分）、
いちき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）

つけあげ工場の見学。
さつま揚げのお買い物。（約２0分）

吹上浜の見えるロケーション。
照島の散策や、海の駅食堂での食事（約2時間）

ｻｯｶｰ関係者に有名な市来神社を
ちょっと参拝。（約10分）

大人にも人気の展示館(入場無料）を
見学（約40分）

№１-B モデルコース　その2
いちき串木野市内-羽島照島市来ルート

モデルコース　その1№１-B
いちき串木野市内-羽島照島市来ルート

JR串木野駅前①往9：10
乗車

美山　陶遊館②復10：10
降車

美山　陶遊館④復13：50
乗車

市来えびす市場④復14：20
降車

市来えびす市場④復14：30
乗車

照島　海の駅④復14：40
降車

照島　海の駅④復14：50
乗車

JR串木野駅前④復15：25
到着

JR串木野駅前②復11:05
乗車

薩摩　金山蔵②復11:15
降車

薩摩　金山蔵③往12:30
乗車

Jazz&Coffee　パラゴン③往12:45
降車

Jazz&Coffee　パラゴン④復14:55
乗車

JR串木野駅前④復15:25
到着

金山蔵トロッコ乗車(有料）を体験＆蔵見学。
ショップでお買い物や試飲。
カフェもあります。　(約1時間20分）

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･･･
夏の白熊も大人気。（約2時間）
　

クラフトマンヴィレッジ美山の工房・雑貨店・
薩摩焼窯元・カフェめぐりや陶芸体験
（約2時間半）

薩摩焼陶工上陸の地　照島の景色を
ひととき楽しんで。(約10分)

物産館でお買い物（約１0分停車）

№２ モデルコース　その2
日置-いちき串木野ルート

モデルコース　その1№２
日置-いちき串木野ルート

№３ モデルコース　その2
冠岳-入来ルート

モデルコース　その1№３
冠岳-入来ルート

JR串木野駅前①往9：40
乗車

冠嶽神社①往10：12
降車

冠嶽神社①往10：30
乗車

道の駅 樋脇遊湯館①往11：10
降車

道の駅 樋脇遊湯館①往11：25
乗車

入来武家屋敷群①往11：30
降車

入来武家屋敷群④復15:00
乗車

JR串木野駅前④復16：20
到着

神社をちょっと参拝。春は桜、
秋は紅葉が美しいエリア。（約15分）

鹿児島三大武家屋敷群のひとつ。
武家屋敷群の見学や食事などゆっくり滞在。
近くに観光案内所もあります。　(約３時間)

物産館でちょっとお買い物。
足湯もあります。（約15分）

JR串木野駅前①往9：40
乗車

パークゴルフ場①往10：00
降車

パークゴルフ場②復12:35
乗車

食彩の里いちきくしきの②復12：40
降車

食彩の里いちきくしきの③往13:50
乗車

冠岳温泉③往14：25
降車

冠岳温泉④復15：50
乗車

JR串木野駅前④復16：20
到着

パークゴルフ場でゲームを楽しむ。
子どもから大人まで親子三代で
楽しんでも。（約２時間30分）

愛林工房①往10：45
降車

愛林工房②復12:10
乗車

木工ろくろ体験にチャレンジ
（※要事前予約）

人気の山の温泉を堪能。(約1時間20分)

海鮮まぐろ家でお食事や・物産館でお買い物
（約60分）

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”

ＪＡＺＺ＆自家焙煎珈琲パラゴン
Jazz&Coffee”PARAGON”

美山　陶遊館
Miyama Touyukan 

薩摩焼開祖着船上陸記念碑
　　　　　　　　　

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

薩摩藩英国留学生記念館
Satsuma Students Museum

羽島崎神社
Hashimazaki Shrine

金山蔵　トロッコ
”Kinzangura”　Ｔruck train

さのさ館
Souvenir　”Sanosa-kan”

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

薩摩藩英国留学生渡欧の地
     

さのさ館
Souvenir　”Sanosa-kan”

照島　海の駅
Terushima Umi -no-eki

勘場蒲鉾
  Kanba kamaboko

ちかび展示館
 Chikabi Museum

照島
Terushima

薩洲  濵田屋伝兵衛
Shochu brewery ”Hamadaya-denbe”

薩摩藩英国留学生記念館
Satsuma Students Museum

吹上浜荘
Hotel ”Fukiagehama-sou”

金山蔵
”Kinzangura”

愛林工房
”AIRIN kobo” woodwork workshop

市来神社
Ichiki　Shrine



 4月16日 （日） 臨時便Ⓣ   
 5月3日 （水・祝）    臨時便〇
 5月4日 （木・祝）  〇  
 5月7日 （日）   〇 
 6月18日 （日） Ⓣ   
 7月16日 （日）  〇  
 8月12日 （土）  〇  
 9月17日 （日） Ⓣ   
 10月14日 （土）   〇 
 11月26日 （日）    〇

運行日

ルート

運行日

ルート
いちき串木野市内

↓
羽島

いちき串木野市内
↓

羽島照島市来

日置
↓

いちき串木野

冠岳
↓

入来

 12月9日 （土）    〇
 12月17日 （日） Ⓣ   
 1月8日 （月・祝） 〇   
 1月20日 （土）    〇
 2月10日 （土）  〇  
 2月11日 （日）   〇 
 2月17日 （土） 〇   
 3月11日 （日）   〇 
 3月21日 （水・祝） 〇   
 3月25日 （日）    〇

2017年EATこ（いいとこ）ぐるぐるバス運行日　　SCHEDULE & ROUTE 2017

いちき串木野市内
↓

羽島

いちき串木野市内
↓

羽島照島市来

日置
↓

いちき串木野

冠岳
↓

入来

H30

H29H29

Ⓣ・・・KACCHEL 経由便　(ﾀｲﾆｨ･ｿｳﾙ･ﾏｰｹｯﾄ開催 )

停車地 ①号便 ②号便 ③号便

JR串木野駅
JR Kushikino Station 9:40発 12:00発 13:50発

JR串木野駅
JR Kushikino Station 11:55着 13:45着 15:20着

薩摩藩英国留学生記念館
Satsuma Students Museum 10:00発 12:20発 14:10発

薩摩藩英国留学生記念館
Satsuma Students Museum 10:32発

パラゴン前（市役所前）
Jazz&Coffee”PARAGON” (Near City hall) 11:05発 13:10発 14:50発

薩摩　金山蔵
Shochu brewery ”Satsuma Kinzan-gura” 13:20発 15:00発

シェアハウスKACCHEL
Share house ”KACCHEL”

(タイニーソウルマーケット開催日のみ）
10:55発 13:00発

羽島崎神社
Hashimazaki Shrine

10:10着

10:25発

15分停車
15minutes stop

白浜温泉みすまるの湯
Natural spa ”Shirahama Onsen” 10:40発

12:30着

12:45発

14:20着

15分停車 15minutes stop

14:35発

食彩の里いちきくしきの
 ”Shokusai-no-sato”

Souvenir/Restaurant/Tourist information

11:15発 13:25着

11:50発 13:40発

15:05着

35分停車
35minutes stop

15分停車
15minutes stop

10分停車
10minutes stop

15:15発

№１-A【羽島ルート】

停車地 ①号便 ②号便 ③号便

JR串木野駅
JR Kushikino Station 9:40発 11:40発 14:20発

JR串木野駅
JR Kushikino Station 11:35着 14:15着 16:25着

薩摩藩英国留学生記念館
Satsuma Students Museum 10:05発 12:05発 14:50発

吹上浜荘
Hotel ”Fukiagehama-sou” 10:45発 12:55発 15:50発

シーサイドガーデンさのさ
Hotel ”Ｓeaside garden　Sanosa” 10:30発 12:30発 15:35発

薩洲  濵田屋伝兵衛
Shochu brewery restaurant

”Hamadaya-denbe”
10:50発 13:00発 15:55発

※立ち寄り箇所が
　毎回変わります

9:50発 10:50発 14:35発

白浜温泉みすまるの湯
Natural spa ”Shirahama Onsen” 12:10発

14:57着

15分停車
15minutes stop

15:10発

照島　海の駅
　local speciality shop

"Terushima　Umi -no-eki "
10:35発

12:35着

12:45発

15:40発10分停車
10minutes stop

まぐろの館
Restaurant/Souvenir "Maguro-no-yakata" 11:00発 13:20発 

市来神社
Ichiki　Shrine

13:05着

13:15発

10分停車
10minutes stop

食彩の里いちきくしきの
”Shokusai-no-sato”

Souvenir/Restaurant/Tourist information

11:15着 13:35着

11:30発 14:10発

16:10着

15分停車
15minutes stop

35分停車
35minutes stop

10分停車
10minutes stop

16:20発

№１-B【串木野-羽島照島市来ルート】

※立ち寄り箇所が
　毎回変わります

10:20発 12:20発 15:20発
勘場蒲鉾

シーフロント店
Satsuma-age

 (Fish cake) factory
”Kanba kamaboko"

日高水産加工
Satsuma-age

 (Fish cake) factory
"Hidaka suisan kakou"

ちかび展示館
Museum of oil under-
ground strage facility

"Chikabi Museum”

勘場蒲鉾
シーフロント店

Satsuma-age
 (Fish cake) factory
”Kanba kamaboko"

日高水産加工
Satsuma-age

 (Fish cake) factory
"Hidaka suisan kakou"

ちかび展示館
Museum of oil under-
ground strage facility

"Chikabi Museum”

№１-A №１-B №２ №３ №1-A №1-B №２ №３

「一日乗車券」  大人（中学生以上）500円　　子ども（小学生・未就学児）200円（2歳以下は無料）
※運行日により運行コースが変わります。各コースのバス停車地と時刻は別紙をご参照ください。   
　いちき串木野市総合観光案内所　TEL 0996-32-5256

停車地 ①号便 ③号便

食彩の里いちきくしきの
 ”Shokusai-no-sato”Souvenir/Restaurant/Tourist information 12:20発

薩摩　金山蔵
Shochu brewery ”Satsuma Kinzan-gura” 12:30発

12:40発JR串木野駅
JR Kushikino Station 9:10発

JR伊集院駅南口
JR Ijyuin Station (south exit ) 9:50着

12:45発パラゴン前（市役所前）
Jazz&Coffee”PARAGON” (Near City hall)

13:25発美山　陶遊館
Miyama ”Touyukan” pottery/gallery/workshop

13:35着JR伊集院駅南口
JR Ijyuin Station (south exit )

照島　海の駅
　local speciality shop

"Terushima　Umi -no-eki "

12:50着

13:00発

10分停車
10minutes stop

№２ 【日置-いちき串木野ルート】往路

停車地 ②号便 ④号便

JR伊集院駅南口
JR Ijyuin Station (south exit ) 10:00発 13:40発

美山　陶遊館
Miyama ”Touyukan” pottery/gallery/workshop 10:10発 13:50発

パラゴン前（市役所前）
Jazz&Coffee”PARAGON” (Near City hall) 14:55発

JR串木野駅
JR Kushikino Station 11:05発

薩摩　金山蔵
Shochu brewery ”Satsuma Kinzan-gura” 11:15発

パークゴルフ場
 Ichikikushikino Park golf　course 11:25発 15:05発

JR串木野駅
JR Kushikino Station 15:25着

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

/Restaurant

10:40着

10:55発

14:20着

14:30発

市来　季楽館
”Ichki Kiraku-kan” local speciality shop

10:25着

10:35発

10分停車　10minutes stop

14:05着

14:15発

照島　海の駅
　local speciality shop

"Terushima　Umi -no-eki "

14:40着

14:50発

10分停車
10minutes stop

15分停車
15minutes stop

10分停車
10minutes stop

食彩の里いちきくしきの
 ”Shokusai-no-sato”Souvenir/Restaurant/Tourist information 11:35着

15:10着

15:20発

10分停車
10minutes stop

№２ 【日置-いちき串木野ルート】復路

停車地 ①号便 ③号便

JR串木野駅
JR Kushikino Station 9:40発 13:40発

食彩の里いちきくしきの
 ”Shokusai-no-sato”Souvenir/Restaurant/Tourist information 9:50発 13:50発

パークゴルフ場
 Ichikikushikino Park golf　course 10:00発

冠岳温泉
Natural spa "Kanmuridake Onsen” Restaurant "Nagomi-an" 10:35発  14:25発  

愛林工房
”AIRIN kobo” woodwork workshop 10:45発

市比野温泉
Natural spa  ”Ichihino Onsen” 11:05発  14:45発

入来　武家屋敷群
Iriki　Samurai　Residences 11:30着  14:55着

冠嶽神社・冠嶽園
Kanmuridake Shrine Chinese style garden

”Kangakuen”

10:12着 14:05着

10:30発 14:20発

15分停車　15minutes stop

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

11:10着

14:50発

11:25発

15分停車
15minutes stop

№３ 【冠岳-入来ルート】往路

停車地 ②号便 ④号便

入来　武家屋敷群
Iriki　Samurai　Residences 11:40発 15:00発

市比野温泉
Natural spa  ”Ichihino Onsen” 11:50発 15:25発

冠嶽神社・冠嶽園
Kanmuridake Shrine Chinese style garden ”Kangakuen” 12:20発 15:45発

冠岳温泉
Natural spa "Kanmuridake Onsen” Restaurant "Nagomi-an" 12:25発 15:50発

愛林工房
”AIRIN kobo” woodwork workshop 12:10発

パークゴルフ場
 Ichikikushikino Park golf　course 12:35発

JR串木野駅
JR Kushikino Station 12:55着 16:20着

食彩の里いちきくしきの
 ”Shokusai-no-sato”Souvenir/Restaurant/Tourist information

12:40着

12:50発

10分停車　10minutes stop

16:05着

16:15発

道の駅　樋脇遊湯館
”Hiwaki　Yuyukan” local speciality shop 11:45発

15:05着

15:20発

15分停車
15minutes stop

№３ 【冠岳-入来ルート】復路
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ぐるぐる
Ichikikushikino City Explorer

“EAT-KO GURUGURU BUS”

運行ガイド
TIME TABLE

大人 ¥500
子供 ¥200
Adult

Child

（中学生以上）

（小学生・未就学児）

いいとこ、 おいしいとこ、 いちき串木野。

「薩摩藩英国留学生記念館」「美山」「入来武家屋敷」など
５００円で１日楽しめて便利な

　JR串木野駅を始発点としていちき串木野市内の主な観光地を循環して走
る“ぐるぐるバス”です。一部のルートには日置市や薩摩川内市の観光地も含
まれており、また、ルート上の所定の場所であれば、始発点以外からも乗車が
可能です。
　ルートは4つ。臨時便もあります。“ぐるぐるバス”を使えば、乗車当日に限り、
ルート内の停車地で何度でも乗降が自由！短時間の下車観光のできる地点もあっ
て便利。上手に計画をたてて観光、イベント観覧など色んな使い方ができます。
　あなただけのオリジナルのプランで、いちき串木野をゆったりとお得に楽しん
でみては？

いちき串木野悠遊観光

EATこ（いいとこ）ぐるぐるバス運行ガイド

「一日乗車券」を購入し、ご乗車ください。乗車時にスタッフまたは乗務員よ
り購入ください。
大人（中学生以上）500円（消費税込み）
子ども（小学生・未就学児）200円（消費税込み）　2歳以下は無料

乗車方法

予約をおすすめします。（運休の場合や乗車人数に限りがあるため）
予　約

運行日によりルートが変わります。各ルートのバス停車地と、時刻は時刻表を
ご参照ください。
観光ガイドはございません。また、食事などのサービスもございません。
小型ラッピングバス（貸切バス）により運行します。サポートスタッフが乗車し
ます。運行時の天候や道路事情により、予定時刻より遅れることもございま
す。あらかじめご了承ください。

その他

いちき串木野市総合観光案内所  電話0996-32-5256  FAX0996-29-3320
E-mail : yoka-yoka-info@vivid.ocn.ne.jp  URL : http://ichiki-kushikino.com/
〒896-0052鹿児島県いちき串木野市上名3018番地(食彩の里いちきくしきの）
営業時間8：30～17：30（1/1～1/3を除く）
企画・実施　NPO法人鹿児島いちき串木野観光物産センター
（いちき串木野市総合観光案内所）鹿児島県知事登録旅行業　第3-240

予約・お問い合わせ

Ichikikushikino  City Tourist　Information
3018 Kanmyo,Ichikikushikino City ,Kagoshima
0996-32-5256　(OPEN）8:30-17:30 (CLOSED) JAN.1st-3rd   
 E-mail : yoka-yoka-info@vivid.ocn.ne.jp
 website : http://ichiki-kushikino.com/

Enquiries


