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太平洋に浮かぶ11の島

あふれんばかりの自然の恵み

特色ある文化や名産品

そのどれもが島の魅力です。

東京の
島に
行こう！

どこまでも続く青い海にイルカが泳ぎ、豊かな自然には珍しい動植物が見られ、
夜空にはプラネタリウムのような満天の星が広がる…東京の島しょエリアで
は、都心では見られないそんな風景を見ることができます。
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出典：�「東京島しょ地域魅力紹介ハンドブック」（公益財団法人�東京市町村
自治調査会、平成26年3月発行）P.7を加工して作成

※�記載している時間・出入港
は、天候や時期により変更と
なる場合があります。
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地球の活動の跡を体感できる自然公園にあ
る、日本で唯一「砂漠」と記されている場所で
す。黒い火山噴出物で覆われ、まるで月面の
ように荒涼とした地表を体験できます。

標高758m、大島の中央にある火山で、今も
なお火口から煙が立ち上ります。火口を周遊
する遊歩道が整備され、火山の迫力を目の当
たりにすることができます。

●三原山
火山専門の博物館で、約1.2〜1.5万年前の地
層の剥離標本が展示されています。三原山大
噴火の迫力ある映像なども見られます。

●伊豆大島火山博物館 ●裏砂漠

「今日摘んでも明日には
葉が伸びる」といわれる
ほど元気な植物です。
苦味が少なく、特有の
甘味があるのが大島産
の特徴です。

明日葉べっこう寿司
伊豆諸島の郷土料理
の一つで、島唐辛子醤
油に漬けた旬の魚の
切り身がべっこうの様
な色になることから、
そう呼ばれます。

大　島　町
都心エリアから高速船で約1時間45分と一番近い大島。活火山島のため温泉も豊富で、光沢のある深緑の葉に赤や白の花が
映えるツバキは大島の冬の名物です。

大島観光協会 
04992-2-2177

東京諸島観光連携推進協議会
公式ホームページ
東京アイランドドットコム

東京諸島観光情報

https://www.tokyo-islands.com/
http://www.izu-oshima.or.jp/
http://www.izu-oshima.or.jp/work/look/kazan.html


コーガ石を原料にガラス作品を作っています。
隣接する「ガラスアートミュージア
ム」では、様々な作品を展示し
ています。
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島で採掘したコーガ石によるピラミッドが目
印の展望台です。眼下には無人島の地内島の
ほかに式根島や神津島も一望できます。

島内随一のビューポイントで、天気の良い日
には、新島から神津島、三宅島、御蔵島まで一
望できます。

式根島に湧く温泉の一つで、岩山を鉈で割っ
たような地形にある絶景温泉です。神経痛や
冷え症に効果があることから、別名「内科の
湯」と呼ばれています。

●富士見峠展望台 【新島】 ●地
じ

鉈
な た

温泉 【式根島】

●南ヶ山園地

●新島ガラスアートセンター＆
ガラスミュージアム 【新島】

ヤブツバキを中心に様々な植物や野鳥が生息
する宮塚山（標高507m）は、島のシンボルで
す。頂上付近の展望台からは、伊豆半島や富
士山まで望むことができます。

「利島の暮らし」をテーマとした郷土資料館で
す。縄文時代から現代までの産業の
軌跡や生活道具などを展示し、村の
歴史を伝えています。

●宮塚山展望台●利島村郷土資料館

「たたき」とは島の周辺で獲
れた青ムロアジなどのすり
身に調味料を加えて練った
ものです。油で揚げたり、
汁物の具として食されます。

髪・肌ケア以外に食用と
しても人気の椿油。江戸
時代から椿油を作り続け
ている利島は生産量日本
一を誇ります。

たたき揚げ・
たたき汁

椿油

くさや

利島特産の魚介類

独特の風味を持
つ干物で、新島
を中心とした伊
豆諸島の特産品
です。

荒波に囲まれた利島近海
は魚介類が豊富です。高
級魚介類の伊勢エビ、特
大サイズのサザエは利島
の特産です。

利　島　村
円すい形の周囲8kmの小さな島全体を、20万本の椿が覆っています。近年、利島港周辺にミナミバンドウイルカ
が棲みついたことから、イルカウォッチングやイルカと一緒に泳ぐドルフィンスイムも楽しめます。

利島村役場
04992-9-0011

新　島　村
世界的にも珍しいコーガ石の真っ白な砂浜に打ち寄せるパワフルな波が国内外のサーファーたちに人気の新島と、良質な
温泉が数多く湧き、シュノーケリングやダイビングなども盛んな式根島の2つの島があります。

式根島観光協会
04992-7-0170

新島観光協会
04992-5-0001

http://www.toshimamura.org/tourism/watch/sea
https://www.gotokyo.org/jp/spot/654/index.html
https://niijima-info.jp/
https://shikinejima.tokyo/
https://www.niijimaglass.org/
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1983年に発生した噴火で溶岩が流れ込んだ
阿古小・中学校跡を噴火当時のまま残してい
ます。遊歩道から当時の溶岩流の様子を体感
できます。

島の星空は、どこで見ても息をのむ美しさで
す。2020年12月に国際ダークスカイ協会星空
保護区ダークスカイアイランドに認定されま
した。

島を代表するトレッキングスポットです。天上山は
昔から島の神聖な場所とされ、今は国立公園の
特別保護区に指定されています。毎年5月下旬こ
ろにはオオシマツツジの花が見ごろを迎えます。

釣りやダイビングの人気スポットです。黒潮
と合流する浜の海底には、伊豆諸島で一番美
しいともいわれるテーブルサンゴの群生が広
がっています。

三宅島は野鳥が多いことで知られ
る“鳥の楽園”です。アカコッコ館で
は、天然記念物のアカコッコをはじ
めとした野鳥を観察することがで
きます。

自然の岩場を利用した日本有数の大露天風呂
が特徴の温泉です。小露天風呂から
は大海が見渡せます。

●火山体験遊歩道

●星空

●富賀浜 ●三宅島自然ふれあいセンター
アカコッコ館

●神津島温泉保養センター●天上山

「三宅の焼き塩」を使ったア
イスは、塩が甘さを引き立
て、さっぱりとした味わい
です。明日葉を贅沢に使っ
たアイスはほのかに甘苦
く、クセになる味です。

樫樽で貯蔵・熟成させた原
酒と天上山からの天然水
が溶け合った本格麦焼酎で
す。

塩アイスと明日葉アイス

麦焼酎「盛若」

三宅島のあしたばカレー

赤イカ入り塩辛

三宅島で育った明日葉がたっぷり入り、
コクの中にも明日葉が香るちょっぴりス

パイシーな味わいのレトル
トカレーです。手軽に三宅
島の味が楽しめるのでお
土産にも大人気です。

スルメイカ、赤イカ、島唐辛
子が入った赤イカ入り塩辛は、
ご飯にのせて食べたり、その
ままお酒の友としてもおすす
めです。

三　宅　村 三宅島観光協会
04994-5-1144

火山噴火で形成された複雑な地形が壮観な景色を作り出している地球の活動を全身で感じられる火山島です。
磯釣り、ダイビング、バードウォッチングなどアクティブなレジャーを楽しめます。

神津島村 神津島観光協会 
04992-8-0321

伊豆諸島のほぼ真ん中に位置し、白い砂と青い松を持つ入江と起伏に富んだ山野、高い透明度を誇る海と温暖な気候に恵ま
れ、マリンスポーツだけでなく、トレッキングやハイキング、星空観察なども楽しめます。

©三宅島観光協会©三宅島観光協会 ©三宅島観光協会©三宅島観光協会

https://kozushima.com/
https://vill.kouzushima.tokyo.jp/travel/onsen.html
https://www.miyakejima.gr.jp/
http://park10.wakwak.com/~miyakejima/index.html
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島の東南端にある天然温泉で、絶景の露天風
呂からは、太平洋の大海原と満天の
星を見ることができます。

島の約7割が森林という御蔵島には、スダジ
イが群生する森が点在します。南郷地区の「御
蔵島の大ジイ」は、幹周り約14mで日本有数
のスダジイです。

ニオイエビネの株を集めて、自然の中で咲く
様子を再現しています。また季節に
はセッコクやナゴラン、マメヅタラ
ンなどの希少な植物も見られます。

伊豆諸島最高峰・標高854mの山で、火山活
動が止まった休火山です。直径400mの火口
を見渡しながらお鉢巡りができます。

3月末から11月中旬まで、野生のミナミバンド
ウイルカの船上ウォッチングやドルフィンスイ
ムが楽しめます。

遊歩道がこの滝の内側を通っているため、裏
側から滝を眺められます。近くには露天風呂
「裏見ヶ滝温泉」があります。

●末吉温泉「みはらしの湯」

●御蔵島の大ジイ ●えびね公園

●裏見ヶ滝●八丈富士

●御蔵島イルカウォッチング＆
ドルフィンスイム

古くから八丈島に伝わ
る草木染めの、手織
りによる絹織物で、着
物はもちろんお財布や
ポーチなどの小物にも
使われています。

無農薬栽培した明日葉をたっ
ぷり使ったカレーです。明日
葉を粉にして練り込んだうど
ん（乾麺）もあります。

黄八丈

御蔵島あしたば
カレー・うどん

島寿司

御蔵特産
ツゲ・クワの加工品

伊豆諸島を代表する郷
土料理で、地魚を薄く
切って醤油漬けにし、
甘めの酢飯にカラシを
つけて握るお寿司で
す。

堅くて木目も細かい御蔵島産のツゲ
は、将棋の駒や印鑑の材料として使
われます。また、島クワは柔らかく水
気に強いので、箸や調理用ヘラなど
に向いています。

御蔵島村 御蔵島観光協会
04994-8-2022

島全体が森林に覆われ、世界有数のミナミバンドウイルカの生息地である御蔵島は、イルカウォッチングだけでな
くイルカと一緒に泳ぐドルフィンスイムが楽しめます。

八　丈　町 八丈島観光協会
04996-2-1377

羽田空港から直行便で1時間足らずで行ける、“南国の島”です。伊豆諸島最高峰の八丈富士、島伝統の絹織物「黄八丈」、温泉
など、魅力も見所も満載です。3月下旬〜4月上旬には色とりどりのフリージアが見られます。

https://mikura-isle.com/
http://www.mikurasima.jp/section/jumin/shisetsu.html
https://www.hachijo.gr.jp/
http://www.town.hachijo.tokyo.jp/onsen/miharashi.html
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父島南西沖に浮かぶ小さな無人島で、沈水カ
ルスト地形という特殊な地形が見られます。
海鳥やウミガメの産卵地でもあり、上陸には
ガイドの同行が必要です。

ひんぎゃの地熱を利用した天然サウナです。
サツマイモなどを蒸す釜も置いて
あり、普段から島民に親しまれてい
ます。

父島の南端、円縁湾に面した海抜250m超の
断崖絶壁です。海側から赤い岩肌がハート形
に見えることから、「ハートロック」とも呼ば
れています。

1785年の大噴火で隆起した大小2つの旧火
口を持つ内輪山です。遊歩道で一周すること
ができます。

母島固有の動植物が残る深い森で、原生的な
状態で自然が残されています。森林生態系保
護地域に指定され、入林にはガイドの同行が必
要です。
※入林できる時期は3月〜9月（3月
は尾根道のみ）。

外輪山の北側、標高400mに位置する展望台
で、複式火山の絶景と果てしなく広がる太平
洋を見渡せます。

●南島 【父島】

●青ヶ島村ふれあいサウナ

●石門 【母島】

●尾山展望公園

●千尋岩 【父島】

●丸山

特産品のラ
ム酒を海底
で約1年間
熟成させて
います。

小笠原の固有種「タコ
ノキ」の葉を使った編
物細工はとても丈夫
で、小物入れアクセサ
リーなど、土産物とし
て人気があります。

黒潮の本流から汲み上げた海水
を、ひんぎゃの地熱だけでじっ
くり煮詰めて作った「ひんぎゃの
塩」は、まろやかな甘みが特徴で
す。

海底熟成ラム
Mother

タコノ葉細工

ひんぎゃの塩

南国フルーツ

青酎・あおちゅう

島内では、パッションフルーツ、島レ
モン、マンゴー、パパイヤなど、様々
なフルーツが採れ、これらを使った

ジャムなど
の加工品が
人気です。

青ヶ島で昔から親しまれている焼
酎です。製造する杜氏により味が
異なり、ほとんどが手作業で作ら
れるため生産量が少なく幻の焼酎
といわれています。

【父島】小笠原村観光協会
 　 04998-2-2587

都心から約1,000km離れ、手つかずの自然が残る小笠原諸島は、2011年に世界自然遺産に登録されました。独自の生態系
をもつ自然環境のほか、周辺の海では珊瑚礁やウミガメ、イルカ、クジラなどが観察できます。

小笠原村

青ヶ島村
島そのものが外輪山で、その中に内輪山を持つ世界でも珍しい二重式の火山島です。日本一人口の少ない村で作られる 

「青酎」や、“ひんぎゃ”と呼ばれる噴出地熱で作られる「ひんぎゃの塩」などの特産品があります。

 青ヶ島村役場
04996-9-0111

【母島】小笠原母島観光協会 
　 04998-3-2300

http://www.vill.aogashima.tokyo.jp/tourism/
http://www.vill.aogashima.tokyo.jp/life/facilities.html
https://www.ogasawaramura.com/
https://hahajima.com/
https://hahajima.com/sights/site/?postid=240



