
Q.神社までの道は運転が難しいですか？
A.神社周辺は1車線ですが、各所に退避所もあり、大型バス
との離合もできます。ゆっくりと運転いただき、スムーズな交

通にご協力お願いします。

Q.駐車場はあるの？
A.第1駐車場（バス6台・普通車92台）と第2駐車場（普
通車22台）があります。1時間につき普通車が300円、バイ

ク100円、バスが1,500円ほど料金がかかります。

Q.混んでいますか？
A.土日祝日や大型連休などは非常に込み合うこともあり、状
況によっては駐車までに何時間もかかることがあります。

Q.トイレはありますか？
A.敷地内の駐車場とございます。

Q.参拝できる時間帯は？　参拝にどのくらいかかる？
A.5:30～ 17:30までとなります。滞在は平均30分前後と
なります（拝観無料）。

Q.カーナビで見つかりません…
A.機種によっては「元乃隅神社」で見つからないものもあり
ます。そんな時は神社すぐそばのお食事処「汐風」

（TEL0837-32-2003）で探してみてください。

Q.バスは出ていますか？
A.2020年 1月現在、神社徒歩圏内に公共交通機関はござい
ません。お車がない場合はJR長門古市駅より「古市タクシー」

さん（TEL0837-37-3194/ 片道 2500円前後）、または

JR人丸駅より「人丸タクシー」さん（TEL0837-32-1126/

片道 2600円前後）をご利用されることをおすすめします。

元乃隅神社よくあるご質問Q&A

元乃隅神社案内マップ

話題の絶景スポットへの道のりをご紹介！
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山口・宇部方面から山口・宇部方面から

津和野・島根方面から津和野・島根方面から

下関市街から下関市街から

下関市

長門市

美祢市

萩市

向津具半島向津具半島
むかつくむかつく

角島角島

青海島青海島
おおみおおみ

秋吉台秋吉台

黄波戸温泉黄波戸温泉

長門湯本温泉長門湯本温泉

湯免温泉湯免温泉

俵山温泉俵山温泉

油谷湾温泉油谷湾温泉

元乃隅神社周辺マップ（裏面）エリア元乃隅神社周辺マップ（裏面）エリア

元乃隅神社
龍宮の潮吹
元乃隅神社
龍宮の潮吹

東後畑棚田東後畑棚田

村田清風記念館村田清風記念館

香月泰男
美術館
香月泰男
美術館

大寧寺大寧寺

一位ヶ岳一位ヶ岳

花尾山花尾山 サファリランドサファリランド

くじら資料館くじら資料館

波の橋立波の橋立

金子みすゞ
記念館
金子みすゞ
記念館
只の浜
海水浴場
只の浜
海水浴場

青海島自然研究路青海島自然研究路
青海島キャンプ村青海島キャンプ村

高山オートキャンプ場高山オートキャンプ場

道の駅センザキッチン道の駅センザキッチン
長門おもちゃ美術館長門おもちゃ美術館
観光案内所YUKUTE観光案内所YUKUTE

青海島観光汽船のりば青海島観光汽船のりば

道の駅
さんさん三見
道の駅
さんさん三見

YYビーチYYビーチ

大浜海水浴場大浜海水浴場

楊貴妃の里楊貴妃の里

川尻岬川尻岬

道の駅ほうほく道の駅ほうほく

角島大橋角島大橋

妙見山
展望公園
妙見山
展望公園

千畳敷千畳敷

二位ノ浜
海水浴場
二位ノ浜
海水浴場

伊上オートキャンプ場伊上オートキャンプ場

長門市周辺マップ

主なスポットから元乃隅神社までの車での移動時間 （神社周辺の渋滞状況によって前後します）

●金子みすゞ記念館・センザキッチンなどから 約 40分
●長門湯本温泉から 約 40分
●俵山温泉から 約 50分
●湯免温泉・香月泰男美術館などから 約 40分

●萩市街から 約 1時間10分
●角島から 約 50分
●新山口駅から 約 1時間40分
●下関市街から 約 1時間50分

長門市の観光情報サイト
「ななび」はコチラ→

問い合わせ：長門市観光案内所「YUKUTE」
TEL：0837-26-0708
制作：村尾悦郎（長門市地域おこし協力隊）

問い合わせ：長門市観光案内所「YUKUTE」
TEL：0837-26-0708
制作：村尾悦郎（長門市地域おこし協力隊）



一方通行エリア
（渋滞多発ゾーン）

このあたりは道が狭く、大型バスも通るため離合が
難しくなっています。渋滞緩和のためにも一方通
行へのご協力をよろしくお願いします。

このあたりは道が狭く、大型バスも通るため離合が
難しくなっています。渋滞緩和のためにも一方通
行へのご協力をよろしくお願いします。

第1駐車場
(バス6台・普通車92台）
第1駐車場
(バス6台・普通車92台）

第2駐車場
（普通車22台）
第2駐車場
（普通車22台）
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行き

帰り帰り

帰り

元乃隅神社元乃隅神社
参拝時間：5:30～ 17:30参拝時間：5:30～ 17:30

カーナビでおこしの方へ
元乃隅神社へ向かう場合は神社そばのお食事処「汐風」
（TEL0837-32-2003）を入力すると便利です

立石観音立石観音

※周辺の道は大型車の通行が困難です※周辺の道は大型車の通行が困難です

※こちらの道は地元の方優先交通をお願いしております※こちらの道は地元の方優先交通をお願いしております

※周辺の道は大型車の通行が困難です※周辺の道は大型車の通行が困難です

営業：9:00～ 18:00（日・月定休）
TEL：0837-37-2195
営業：9:00～ 18:00（日・月定休）
TEL：0837-37-2195

営業：7:00～ 19:00
( 売切れ次第終了、火・金定休 )
営業：7:00～ 19:00
( 売切れ次第終了、火・金定休 )

営業：9:00～17:00
( 年末年始休業 )
営業：9:00～17:00
( 年末年始休業 )営業：10:00～売切れ次第終了 (土・日のみ )営業：10:00～売切れ次第終了 (土・日のみ )

館内にレストラン「あまのゆ」（11:00～ 21:00）
日帰り温泉施設あり（9:00～ 22：00)
TEL：0837-32-1234

館内にレストラン「あまのゆ」（11:00～ 21:00）
日帰り温泉施設あり（9:00～ 22：00)
TEL：0837-32-1234

営業：11:30～ 16:30 （木・日定休）
TEL：083-732-2239
営業：11:30～ 16:30 （木・日定休）
TEL：083-732-2239

営業：11:30～ 14 : 00 /17:30～ 22:00（月定休）
TEL：0837-32-2707
営業：11:30～ 14 : 00 /17:30～ 22:00（月定休）
TEL：0837-32-2707

営業：11:00～ 17:00
（木定休、12月～翌年2月は平日不定休）
TEL：0837-37-3824

営業：11:00～ 17:00
（木定休、12月～翌年2月は平日不定休）
TEL：0837-37-3824

営業：11:30～ 14:00（月曜定休）
TEL：0837-32-2003
営業：11:30～ 14:00（月曜定休）
TEL：0837-32-2003

営業：月木土11:00～16:00営業：月木土11:00～16:00
bliss point（カフェ /ランチ） bliss point（カフェ /ランチ） 

草 （々ランチ）草 （々ランチ）

宇津賀郵便局宇津賀郵便局

東後畑棚田東後畑棚田

かんぱにお（パン）かんぱにお（パン）

YYビーチYYビーチ

伊上オートキャンプ場
ボニーベイシーカヤックセンター
伊上オートキャンプ場
ボニーベイシーカヤックセンター

油谷湾温泉ホテル楊貴館油谷湾温泉ホテル楊貴館

はな家（パン）はな家（パン）

ふるさと工房 風の家
（手作りハム・ベーコン）
ふるさと工房 風の家
（手作りハム・ベーコン）

ソレイネ（カフェ /ランチ）ソレイネ（カフェ /ランチ）

人丸駅人丸駅

伊上駅伊上駅

長門古市駅長門古市駅

黄波戸駅黄波戸駅

千畳敷千畳敷

カントリーキッチン
（カフェ /ランチ）
カントリーキッチン
（カフェ /ランチ）

汐風汐風

妙見山展望公園妙見山展望公園

龍宮の潮吹龍宮の潮吹
りゅうぐうのしおふきりゅうぐうのしおふき

たていしかんのんたていしかんのん

しおかぜしおかぜ

うつか ゆうびんきょくうつか ゆうびんきょく

そうそうそうそう

ひがしうしろばたたなだひがしうしろばたたなだ

みょうけんざんてんぼうこえんみょうけんざんてんぼうこえん

ひとまるひとまる

いがみいがみ

ながとふるいちながとふるいち

セブン
イレブン
セブン
イレブン

セブンイレブンセブンイレブン
味勝手ありさわ（ランチ /ディナー）味勝手ありさわ（ランチ /ディナー）

サンマートサンマート

クスリ岩崎チェーンクスリ岩崎チェーン

ローソンローソン

JA倉庫JA倉庫

き わ どき わ ど

せんじょうじきせんじょうじき

長門市街・萩方面から
下関・角島方面から

元乃隅神社
参拝＆周辺マップ

神社へのおすすめルート神社へのおすすめルート

絶景スポット絶景スポット

そのほかのスポットそのほかのスポット

元乃隅神社への案内看板元乃隅神社への案内看板
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