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未来を照らす灯台が、ふたりの道標になる。

どこまでも広がる青い空と海に、気高く存在し続ける白亜の塔。

晴れの日も、荒れ狂う嵐の日も、大海原を照らし続けてきた灯台の光は、

人生の道標のようであり、未来に進む勇気を与えてくれるような気がする。

恋に悩み、夢に迷ったとき、灯台に行こう。

愛し合うふたりが、未来を誓い合うとき、灯台に行こう。

そんな、夢見るチカラ、恋するチカラを与えてくれる灯台を、

恋する灯台と呼んでみる。

未来を照らす灯台が、ふたりの道標になる。

足摺岬灯台
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http://romance-toudai.uminohi.jp
恋する灯台プロジェクト

恋する灯台ホームページ
http://romance-toudai.uminohi.jp

【このフライヤーに関するお問い合わせはこちら】
一般社団法人日本ロマンチスト協会　mail：toudai@japan-romance.com　URL ：http://romance-toudai.uminohi.jp/　URL ：http://japan-romance.com/

「地球環境や世界平和も大事ですが、 ロマ
ンチストという“大切な人を世界で一番幸
せにできる人”が増えると、夫婦環境や恋人
環境ばかりか、社会全体が豊かになるかも
しれない」、ということに気がついたトキメク
大人たちがはじめた秘密結社。
長崎県雲仙市愛野町を「ロマンチストの聖
地」として本部を設置し、2008年5月より活
動を開始。

さまざまなかたちで日本人の暮らしを支え、
ときに心の安らぎやワクワク、ひらめきを与
えてくれる海。そんな海で進行している環
境の悪化などの現状を、子供たちをはじめ
全国の人たちが「自分ごと」としてとらえ、
海を未来へ引き継ぐアクションの輪を広げ
ていくため、日本財団、総合海洋政策本部、
国土交通省の旗振りのもと、オールジャパ
ンで推進するプロジェクト。

未来を照らす灯台が、
ふたりの道標になる。

埋もれていた「灯台」の文化や歴史的価値を可視化し、各地域の強力な観光資源とするために、灯台を
『恋する灯台』というロマンスの聖地として認定し再価値化する。『恋する灯台』というキーワードを軸に、
地域が主体になって盛り上げていく機運を高め、灯台への集客アップを図ります。
灯台を訪れることで、海へ関心をもつ人が増加することを最終目的として活動します。

海と日本PROJECTは日本財団、総合海洋政策本部、国土交通省の旗振りのもと、

オールジャパンで推進するプロジェクトです。私たちを支えてくれる海の現状を

伝え海を未来へつないでいくためのアクションの輪を日本全国に広げていきます。

どこまでも広がる青い空と海に、

気高く存在し続ける白亜の塔。

晴れの日も、荒れ狂う嵐の日も、

大海原を照らし続けてきた灯台の光は、

“人生の道標”のようであり、

“未来に進む勇気”を

与えてくれるような気がする。

恋に悩み、夢に迷ったとき、

灯台に行こう。

愛し合うふたりが、

未来を誓い合うとき、灯台に行こう。

そんな、夢見るチカラ、

恋するチカラを与えてくれる灯台を、

“恋する灯台”と呼んでみる。

湯沸岬灯台 （北海道）1

神威岬灯台 （北海道）1

岩崎ノ鼻灯台 （富山県）2

禄剛埼灯台 （石川県）3

越前岬灯台 （福井県）4

爪木埼灯台 （静岡県）5

出雲日御碕灯台 （島根県）6

佐木島灯台 （広島県）7

足摺岬灯台 （高知県）8

釣島灯台 （愛媛県）9

細島灯台 （宮崎県）10

尻屋埼灯台 （青森県）2

碁石埼灯台 （岩手県）3

入道埼灯台 （秋田県）4

鼠ケ関灯台 （山形県）5

安房埼灯台 （神奈川県）
城ヶ島灯台 （神奈川県）

6

能生港灯台 （新潟県）7

立石岬灯台 （福井県）8

余部埼灯台 （兵庫県）9

友ヶ島灯台 （和歌山県）10

六島灯台 （岡山県）11

大久野島灯台 （広島県）12

角島灯台 （山口県）13

蒲生田岬灯台 （徳島県）14

高松港玉藻防波堤灯台 （香川県）15

佐田岬灯台 （愛媛県）16

伊王島灯台 （長崎県）17

湯島灯台 （熊本県）18

鶴御埼灯台 （大分県）19

平久保崎灯台 （沖縄県）20
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灯台がある四国最南端の足摺岬は絶景の太平洋を望み、

展望台から見える大パノラマは

地球の丸さを実感できるスポットだ。

そして歴史の痕跡が色濃く残る地域でもある。

弘法大師にまつわる不思議な伝説が多くあり、

明治維新や国際交流に影響を与えた

ジョン万次郎の出生地であり、

戦時中に設置されたレーダー基地の痕跡が今なお残る。

戦時中に機銃掃射を受けた灯台は

昭和35年に建て替えられたが、

引き継がれた灯は過去から未来へと続く

悠久の時を表現しているかのようだ。

唐人駄場遺跡より撮影唐人駄場遺跡より撮影

恋する灯台の町
土佐清水市へようこそ

四国最南端に位置し、世界最大の海流のひとつである

黒潮が日本で最初に接岸するといわれ、

その恩恵として「清水さば」や「宗田節」などの海産物の

恵みの他、足摺宇和海国立公園などの

雄大な自然の造形をも生み出してきました。

ぜひ土佐清水市にお越しいただき、

海からの恩恵を味わい、体験し、

海とともにつくられた文化を感じることで、

海を愛するきっかけにして頂ければ幸いです。

足摺岬の西にある臼碆は、日
本列島で黒潮が最初に接岸
する場所で、黒潮の流れを見
られる海岸はここだけと言わ
れています。褐色の岩肌の先
に広がる碧い海を望むハイコ
ントラストはまさに絶景。断崖
にある竜宮神社は漁の安全と
豊漁を祈願し、漁師の帰りを
待つ女性が祈りを捧げた場所
でもあるそうです。そんなパ
ワースポットでの想いはきっと
神様にも彼にも届くハズ！？

足摺岬
臼碆（ウスバエ）

竜宮神社で大事な人を想おう

プライベートビーチで太平洋を二人占めしよう

船でしか行くことのできない、
プライベートビ―チ「バンノコ
ビーチ」。 なんとバナナボー
トで移動！？
到着したら、砂浜でバーベキ
ュー。そしてゆったりシュノー
ケリングやシーカヤックなど、
二人きりの海で遊び尽くせま
す！貸切状態のプライベート
ビーチと美しい海で、二人だ
けの思い出を作ろう！ハイシ
ーズンは予約必須！

プライベートビーチ
バンノコビーチ

0880-85-0137（マリンクラブジョイ）
住所

電話番号
営業時間

定休日
要問合せ
要問合せ

〒787-0452 高知県土佐清水市三崎 竜串

ハート型の洞窟？

花崗岩洞門では日本一の規
模と言われる白山洞門。
波が作りだした、自然の力を
感じられるスポットとしても
一見の価値ありですが、最近
は洞門の形がハート型に見
えることから恋愛成就のパ
ワースポットとしても有名に。
洞門へは遊歩道で降りること
ができますが急こう配になっ
ています。手を取り合って
ハートへの道のりをお楽しみ
ください。

白山洞門

二人だけの星空を楽しもう

芝生の平地(駄場)が広がり、
それを囲むように巨石が配
置された世界最大級のスト
ーンサークルが形成されて
いる唐人駄場。唐人（異人）
が開発したと言われる土地
で多くの石器や土器が発掘
されています。夜になると灯
りはなく、二人を照らすのは
星の光だけ。岩の上でお互
いの好きなところを星の数
だけ語り合おう。

唐人駄場遺跡で
スターウォッチング

世界に1つだけのキャンドルを作ろう

「海のギャラリー」は珍しい
貝を収蔵する貝類展示施設
としてオープンしました。「テ
ラマチタカラ」「ニッポンタカ
ラ」「オトメタカラ」の日本三
宝といわれる学術的にも貴
重な貝をはじめ、世界中から
収集された貝類を中心に展
示しています。
近くの海岸で貝殻を拾って、
世界にひとつだけのオリジ
ナルキャンドルを作ってみて
はいかがでしょうか。

海のギャラリー

OUCHI HOTEL 日 （々ひび）
はおばあちゃんの家のよう
な、どこか懐かしさを感じる
一軒家で宿泊することがで
きます。いつものホテルとは
違った二人きりの空間で旅
の疲れを癒してみてはいか
がでしょうか？キッチンも完
備しているので地元の魚を
買ってきて料理するのもオス
スメです。新婚生活を疑似体
験できるかも。

OUCHI HOTEL
日々

田舎で夫婦暮らしを体験しよう

足摺岬は足摺宇和海国立公
園に指定されており、四国最
南端の岬です。ミシュランが
発行する旅行ガイドブック
『ミシュラン・グリーンガイド・
ジャポン』で「足摺岬」と「足
摺岬からの眺望」がそろって
二つ星を獲得するなど、絶景
を楽しむことが出来ます。
そんな灯台を海上から見て
みませんか？灯台からの光は
二人の未来を照らしている
のかも。

足摺岬
海上クルーズ

未来を照らす灯台の光を海上から見よう

足摺宇和海国立公園の東
側に位置し、白く美しい砂
浜が約1.6キロ続く大岐海
岸。キャンプやサーフィン
を楽しむ多くの人に親しま
れています。自然が作り上
げた白い砂浜で、打ち寄せ
る波の音をＢＧＭにゆった
りとした時間を過ごしてみ
ては。夜になると水平線の
上に星が現れ、日中とは違
ったロマンチックな海岸に
変貌します。

大岐海岸

水平線を眺めながらのんびり語ろう

全国に6ヶ所しかない海中展
望塔のひとつで、普段着で
海の中を散歩できる場所、そ
れが足摺海底館です。太平
洋を一望できる展望室から、
らせん階段を降りると、海底
に広がるサンゴや色とりどり
の魚たちが二人を出迎えて
くれます。全方向にある直径
６０ｃｍの海中窓から写真を
撮れば、二人の距離を縮める
いいきっかけになるかも。

足摺海底館

海の底で写真を撮ろう

店主こだわりの豆から焙煎
して出来た1杯のコーヒーは
土佐清水に遊びに行った際
にはぜひ味わって欲しい！こ
だわりはお店に入った瞬間
の香り、お店の雰囲気からも
感じることができます。ケー
キの種類も豊富で、立体的
なラテアートも！？
ラテアートを二つ頼んでキス
する写真はインスタ栄えす
ること間違いなし。

珈琲店「 トップ」

ラテアートでキス!?

090-9456-0563
住所

電話番号
営業時間 要問合せ
定休日 なし 

〒787-0310 高知県土佐清水市浦尻31-11

0880-82-1212（観光商工課観光係）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

〒787-0315　高知県土佐清水市足摺岬

0880-82-1212（観光商工課観光係）
住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

〒787-0316　 高知県土佐清水市松尾
0880-82-1212（観光商工課観光係）

住所

電話番号
営業時間 なし
定休日 なし

〒787-0301　高知県土佐清水市大岐

0880-85-0201
住所

電話番号
営業時間

定休日
4月～8月 8:30～17:00　9月～3月 9:00～17:00
年中無休（荒天時臨時休業あり）

〒787-0450　高知県土佐清水市三崎4124‐1

0880-82-3155
住所

電話番号
営業時間 8：30～17：00
定休日 なし 

〒787-0337高知県土佐清水市養老303一般社団法人 土佐清水市観光協会

0880-85-0137 
住所

電話番号
営業時間 9:00～16:00（7・8月は17:00まで)
定休日 木(年始は開館）

〒787-0452 土佐清水市竜串23-8

0880-82-0720
住所

電話番号
営業時間 9：00～17：00
定休日 月曜、第3月曜・火曜

〒787-0306 高知県土佐清水市幸町4-3

0880-82-1212（観光商工課観光係）
住所

電話番号
営業時間

定休日
なし
なし

〒787-0316　高知県土佐清水市松尾977
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