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行ってみようよ！
高知県東洋町

ノスタルジックな海辺の町高知·東洋町案内
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国道 55 号線から細い道を曲がり、ポ

ンカン畑が広がる山道を走ると、す

っと風が抜ける場所に辿り着きます。そこに

車を停めて振り向いてみると、こんな絶景

が広がっています。手の届きそうなところに

オレンジ色のポンカンがたわわに実り、眼下

には真っ青な海。サーファーたちが豆粒のよ

うに波の上を走っています。あたりには物音

ひとつしません。携帯カメラにこの景色をお

さめるのもいいですが、まずは飽きるまで眺

めてからがオススメです。

海辺の町のこと1

高知県の東端の静かな海辺の町
東洋町を知っていますか？

　あなたは高知県の東の端にある東
洋町という町をご存知ですか？ 高知
と徳島の県境。いい波の立つサーフ
スポットがあって、甘いポンカンをは
じめとする柑橘類が穫れる、海辺の
静かな町です。コンビニなど便利な
ものはありませんが、そのぶん美味
しいものが揃っていて、温かい人た
ちがいます。
　これは町の噂なのですが、この町
にはポンカンの妖精が住んでいます。
その妖精は恥ずかしがりやで、この
町を急いで通り過ぎる人にはなかな
か姿を見せないと言います。あなた
がこの町でゆっくり過ごしていると、
どこかで姿を見せてくれるかもしれま
せん。
　あ、でも今日は彼女が特別に町を
案内してくれるそうですよ。ついてい
ってみましょう。

至高知／室戸

至 奈半利

○ポンカン山
○ 生見サーフィンビーチ
○ポンカンロード
○ 土佐備長炭生産者組合
○ 野根川
○ 野根キッチン

○ 甲浦の町並み
○ 東洋町役場
○ 海の駅東洋町
○ 白浜キャンプ場
○いせや食堂
○ 旬鮮魚菜ふくちゃん
○グリルJOIN
○サウスショア
○みちしお
○アントダイナ
○のきした豆腐カフェ

至徳島

TOYOCHO
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ポンカン、デコポンなどの
柑橘類3

毎年冬が近づくと、東洋町がにわかに

活気づいてきます。ポンカンの収穫

の季節です。ポンカンロードと呼ばれる直売

所が並ぶメインストリートはオレンジ一色に

染まり、お店のおばちゃんたちはいつ行って

も笑顔で味見をさせてくれます。楽しく話し

ていると、おまけまでしてくれるから、なん

だか心までほっとオレンジ色になったような

気がします。配送もしてくれるので、太陽み

たいなポンカンを大切な人に送れば、きっと

すごく喜んでくれますよ。

東洋町と言っていちばん反応するのは、

もしかしたらサーファーたちかもしれ

ません。生見は西日本有数のサーフポイント

として知られ、いくつも大きな大会が開かれ

ているんです。ポイントの前はサーフショップ

が並び、そこだけ海外のサーフタウンのよう。

もちろん未体験の方も手ぶらで体験できるよ

うに、ボードやウエットスーツのレンタルも

やっています。海の上から見る東洋町が、実

はいちばん東洋町らしいかもしれませんね。

サーフィンの町2
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野根川の清流を上っていくと、高知県

独特の景色である沈下橋や、風情あ

るいくつかの集落に出会います。流れの穏

やかなところは子どもたちや地元の人の格好

の水浴び場。ウォーターズ•リバイタルプロジ

ェクトの御処野さんは、この清流に魅せら

れて埼玉県から移住してきました。御処野さ

んが案内役を務める「野根川リバーウォーク」

に参加すれば、四季折々の野根川の魅力を

味わうことができます。内緒のスポットも教

えてもらえるかもしれません。

野根川リバーウォーク
主催／ウォーターズ•リバイタ
ルプロジェクト
要予約（５日前まで）
http://wrp-npo.com/index.
html

9:00 に海の駅に集合。バスで野
根川の上流まで移動し、ゆっくり
川沿いを歩いて、15:00に海の駅
に戻るコースが一般的。圧倒的な
自然の力に癒される

野根川の清流5
高 知県の全面積の84％は森林で、こ

れは全国比率でも1位の数字だそう。

高知県は森の県なのです。そして東洋町は

良質な備長炭の生産でも知られています。

大きな窯で炭を焼いているところを訪ねると、

職人さんがこう話してくれました。「木をきち

んとていねいに使うことで、森を無駄にしな

いことにもなる」。この町で焼かれた備長炭

を買って、夏はBBQがオススメです。炭は

海の駅で販売しています。

良質な備長炭4
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東洋町には「こけら寿司」というお寿司

があります。野根地区は野根川沿い

の清流に田んぼが並ぶ米どころ。ねばりの

ある野根のコシヒカリに、焼いたサバの身と

柚子酢を混ぜた酢にごしで味付け。酢飯を

すし桶（木枠）にいれ、にんじん、シイタケ

を彩りよくのせ、幾層にも重ねた上に重石を

してしばらくおくと、味がなじんでおいしくな

ります。伝統的な家庭料理ですが、いまは

野根キッチンで土曜日にいただけます。

こけら寿司6
野根キッチン
東洋町野根丙846
営業時間／7:30～12:00
営業日／土のみ

前日の深夜から仕込みをはじめる
という「こけら寿司」のモーニン
グはお昼まで。600円でこのボリ
ュームがいただけます。ほとんど
の野菜や味噌まで自家製。滋味深
い料理に最高の週末がはじめられ
そう。たとえば東京からでも飛行
機の始発なら空港から車を走らせ
て12時に間にあいます

甲浦の町並み7
甲浦の海は豊かで静かなこの町の宝。

観光振興協会の会長の福井さんはダ

イビングでこの海に潜ると、その豊かさに驚

かされると教えてくれました。漁師町として栄

えたかつてほどの賑わいは今はありませんが、

このノスタルジックな風景の中を歩くだけでも、

気持ちが鎮まるようです。細い路地の奥はま

るで昭和の世界。そして町はずれには甲浦

駅が。駅舎も郷愁を誘います。どこを歩いて

も、この町の風景は映画のセットのようです。
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TOYOCHO INFO
東洋町に着いたらまずは海の駅で情報収集がオススメです。
レストランもありますのでひとやすみにもぴったりです。

「海の駅 東洋町」 町に着いたらまずは海の駅へ！

白浜キャンプ場 夏はキャンプも楽しいよ！

℡0887-23-9955
東洋町大字白浜 88-1
営業時間／9:00～17:00
定休日／元日

℡0887-29-3395　（東洋町役場 産業建設課）
予約受付時間／8:00～17:00（平日のみ）
設備／トイレ　炊事場 風呂（有料）　簡易シャワー（有料）
サイト使用料／１日１サイト620円（1泊2日1240円）
１サイトは４人用テントが２つ張れます
備品／クッションマット150円
炊事器具の貸し出しはありません
シャワー／冷水100円（３分）温水100円（２分）

　町に着いたらまず目指したいのが「道の駅」なら
ぬ「海の駅」です。港や畑から直送される新鮮な
お魚や野菜が並びます。柵になったお刺身を100

円で調理してもらい、ごはんとお味噌汁（各100円）
をつければ、なんとも贅沢な昼ごはんの完成です。
デザートはポンカンソフトで決まり。

　夏のシーズンはなんといっても海の駅に併設され
たキャンプサイトでのテント泊がおすすめです。白
浜ビーチは目の前、シャワーも完備しているし、併
設の施設にお風呂（GW、7～8月のみ）もあります。
食材は海の駅で新鮮なものが買えるから、とても
贅沢な気持ちでキャンプが楽しめます。観 光資源がこの町より恵まれている場所

はたくさんあるし、むしろこの町には

なにもないと言ってもいいのかもしれません。

でも間違いなく言えることは、この町はほん

とうに温かい人たちがたくさんいます。都会

の暮らしの中では忘れ去られがちな、たわい

のない会話や、ゆっくり歩くこと。そんなシ

ンプルなことの大切さを、この町は思い出さ

せてくれます。急いで通り過ぎないで、すれ

違った人と挨拶をして、会話をしてみてください。

9

東洋町の人たち8
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東洋町で見つけた

のいいもの

made in 
TOYOCHO

東洋町の海岸に落ちていたビーチグラスはおみやげ
にぴったり。長い時間海の中で旅をして削られた
瓶のカケラを透明な瓶に詰めて持ち帰り。離れた
場所でも東洋町の海が近くに感じられるはずです

東洋町でレストランと言えば、
というくらいみんなに大人気
のお店「アントダイナ」。こち
らのいちばん人気と言えば、
町の誰もが「波 乗りポーク」
と答えます。この甘いタレで
豚肉を炒めるだけで、家庭で
もあの味が楽しめます。ほか
にもいろいろアレンジして使え
そうですね

和歌山、宮崎と並んで日本の備長炭の三大産
地のひとつに数えられる高知。東洋町でも良
質なウバメガシから生まれる備長炭が名物です。
炭を買って帰るのは難しいけど、こんな箸置
きやマドラーはいかがでしょうか？

ポンカンの砂糖漬けをチョコレートに浸した
お菓子は海の駅きってのスタイリッシュおみやげ。
価格も手ごろだからまとめて買っておみやげに
配るのもいいですね。手軽に持ち帰れる東洋
町のおみやげの定番になりそうな予感です

ポンカンとゴマは実はとって
も好相性。ゴマドレッシン
グのコクに、ポンカンのほ
のかな甘さが予想外のベス
トマッチです。サラダには
もちろん。豚肉にかけても
合いそうです

空港の売店でも販売している、
東洋町きっての知名度おみや
げといえば野根まんじゅう。
しっとりとした薄皮とたっぷり
のこし餡。シンプルなだけに
素材の旨さが際立ちます。食
べやすい一口でサイズもおみ
やげにぴったりです

ビーチグラス

東洋町の名物、ポンカンの
おみやげといったらこちら。
ポンカンの甘みが口いっぱ
いに広がります。ダンボー
ルを模したかわいいパッケー
ジにも注目です

ポンカン飴

波乗りのタレ

備長炭グッズ

ポンカンのお菓子

サーフワックス

冷凍こけら寿司

実生ゆず果汁

ポンカンドレッシング

野根まんじゅう

小さな町だけど、この町には
ここならではの

「いいもの」がたくさんあります。
ぜひ旅の思い出に、

そして大切な人におみやげにして、
この町のことを教えて

あげてください。そして次はぜひ
一緒にこの町にきてください。

ポンカンのピールはそのまま
食べてもいいですが、紅茶に
入れてみたり、刻んで料理の
隠し味に使ったり、いろいろ
試してみてください。苦味の
中にある大人の甘さがクセに
なる、海の駅でも大人気の商
品です

サーフィンの町らしく、サーフ
ワックスなんておみやげもオ
ツかもしれません。優しいバ
ニラの香りが海の思い出を閉
じ込めてくれます。デザインも
かわいくて、買いやすい価格
も◯

東洋町名物のこけら寿司は、
毎週土曜の野根キッチンや、
ときどきは海の駅で常温品
が買えますが、さらに冷凍
でいつでも買えるようにな
りました。これは嬉しい新
商品。有料で保冷剤も

実生ゆずとは、継木をしてい
ない自然のままのゆずの木か
ら採れる果実だけを絞ったゆ
ず果汁です。一般的に実生の
ものは継木よりも圧倒的に数
が少なく、香りが高いと言わ
れています。お鍋に、冷や奴に、
納豆に少し入れても美味しい
ですよ

ポンカンピール

海の駅で
買えるからね〜

ポンカンのマーマレードは甘
さだけでなく、ポンカンピー
ルの苦味が絶妙。パンにはも
ちろんですが、鶏肉や豚肉な
どの料理にもよく合います

ポンカンマーマレード
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東洋町に住む妖精。ポンカンちゃん。
なかなか会えませんが、会ったら会ったでナイスキャラのようです。

◦続くか続かないかはあなた次第です。

東洋町の妖精
ポンカンちゃん
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℡0887-29-3211
東洋町大字生見12-10
営業時間／8:00～14:00 頃
定休日／不定休

℡0887-29-2080
東洋町大字河内24-107
営業時間／9:00～15:00  17:30～21:00
定休日／火

℡0887-23-9225
東洋町白浜 85-5
営業時間／11:00～14:00　17:30～21:00
水•金は夜のみ　定休日／木

℡0887-29-2245　東洋町大字河内24-52
営業時間／10:00～14:00
17:00～22:00（21:30LO）
定休日／木

℡0887-29-3471　東洋町大字生見575-17
営業時間／8:00～20:00（夏期のみ）
11:00～15:00（夏期以外）　定休日／不定休

（冬期は金•生見海岸クローズ日は休み）

℡090-5912-3096
東洋町河内1005－3
営業時間／11:00～13:00（売り切れ次第終了）
営業日／土曜のみ（１•８月は休み）

　いちばん人気は上質な肩ロースに生ニンニクを挟
んで揚げた、にんにくとんかつ定食（1300円）。し
ょう油ベースのタレが柔らかなとんかつとベストマ
ッチ。夜は土佐の地酒や柚子酒などでゆっくりとし
た時間が過ごせます。夏場の特大の岩ガキも、楽
しみにしている人の多い人気メニューなんだとか。

　東洋町で50年以上続く老舗の食堂。人気は牛焼
肉定食（1100円）。甘いタレに焼肉を浸してごはんに
載せて食べるのは至福。豚（800円）、鳥（600円）と
好みで選べるのも嬉しいポイントです。飲んだあとに食
べたくなる、とんこつ風のスープが意外なほどあっさり
の中華そば（550円）も秘かな人気メニューなのでぜひ。

　サーファーだけでなく地元の人にも人気なのが鳥
のからあげ定食（980円）。驚くほど深い味わいの
秘密は、特製のタレに鶏肉を１日じっくりつけ込ん
でから揚げているからだそうです。ナシゴレン（800
円）も看板メニュー。朝11時までいただける朝定食
やドリンク付きのモーニングも。

　土曜日の11時から13 時だけオープンしている老
舗豆腐店のカフェは、いまやクチコミで大人気。豆
腐に使う大豆は九州の国産大粒一等豆というこだわ
り。のきした豆腐セット（1000円）は、揚げたての厚
揚げや豆腐ハンバーグ、冷や奴丼と、ここでしかいた
だけない美味しさと健康を両立させたメニューです。

℡0887-23-9003
東洋町大字河内1117-13
営業時間／18:00～22:00　
定休日／日•月

　東洋町で鮮魚なら迷わずここ。その日穫れた新
鮮な魚介は刺身盛り（1500円～）でいただけます。
いたずり煮（400円）などの郷土料理から、ふくち
ゃんのポテトサラダ（480円）、阿波尾鶏の手羽先

（550円）などの定番メニューまで、すべてのメニュー
が大満足です。

■ 旬鮮魚菜 ふくちゃん

東洋町は
おいしいものが
いっぱい！

　オーナーの金沢さんは大阪からこの町の魅力に
魅せられて移住してきたサーファー。海の目の前の
こちらはお腹をすかせたサーファーに大人気のお店
です。カレー味の唐揚げにサンバルソースが最高の
からあげ定食（850円）は想像以上の大ボリュームで、
お腹も心も大満足。夏は屋外でバーベキューも。

■ サウスショア
　東洋町の洋食レストランといえばこちら。和歌山
県の湯浅角長の手づくりしょう油をはじめ、世界各
国の調味料を駆使して作るオリジナルのメニューはど
れも絶品。代名詞とも言える波乗りポーク（1100円）
は200gの豚肉に大盛のキャベツがインパクト大です。
キャベツとポークをたっぷりタレに絡めていただきます。

■ アントダイナ

■ グリルJOIN■ いせや食堂 ■ みちしお ■ のきした豆腐カフェ

多くのサーファーが訪れる東洋町は、
お腹をすかせたサーファーを
満足させ続けてきたおいしい名店が
いっぱいです。コンビニは
１軒もない町ですが、その分、
食の意識は高く、いいお店が
揃っているのです。

1 3 5 7

2 4 6

12

13 15 17

14 16
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TOYOCHO EXPERIENCE
東洋町では、ここでしかできない体験プログラムも多数用意しています。
１日目は自由に楽しみ、２日目はぜひ新しい体験にチャレンジしてみてください

TOYOCHO STAY
せっかく東洋町まで来たのですから、ぜひ１泊して楽しんでください。
旅行サイトにはこの町のほとんどの宿は掲載されていません

料金／5500円（1人）　開催期間／通年　定員／
２名～　予約／１日前まで　所要時間／２時間　
準備するもの／水着•サンダル•バスタオル　対
象／小学生以上

料金／3000 円（1人）　開催
期 間／7～8月　定員／5 名
～　予約／21日前まで　所
用時間／3 時間

料金／13000 円（1人）　開 催 期
間／通年　定員／6名～　予約／1
日前まで　所要時間／3 時間　準
備するもの／水着•サンダル•バスタ
オル•着替え　対象／小学生以上

料金／3000 円（1人）　開催
期間／通年　定員／2名～　
予 約 ／1 日前まで　所 要 時
間／2時間

料金／390 0円（1人）　開
催期間／通年　定員／2～
18名　予約／1日前まで　
所要時間／2時間

料金／3000 円（1人）　開
催期間／通年　定員／6～
30名　予約／7日前まで　
所要時間／3時間30分

料金／2000 円（1人）　開
催期間／12月のみ　定員／
2名～　予約／要相談　所
要時間／3時間

ハッピーサーフィンスクール
℡090-3460-9688
東洋町大字生見12-10
10:00～15:00　無休

東洋町観光振興協会
℡0887-29-3111
東洋町大字生見758-3
8:30～17:15　土•日• 祝休

オランクダイバーズ
℡0887-29-3566
東洋町大字甲浦
708-25
10:00～15:00  不定休

東洋町観光振興協会
℡0887-29-3111
東洋町大字生見758-3
13:00～15:00　不定休

東洋町観光振興協会
℡0887-29-3111
東洋町大字生見758-3
9:00～12:00　不定休

東洋町ジオ•サップ協会
℡0887-29-3566
東洋町大字甲浦 708-18
10:00～18:00　不定休

こけら寿司体験教室
℡0887-29-3566
東洋町大字甲浦 708-18
10:00～13:00　土曜のみ営業

　サーフィンについてなにも知らないという方でも大歓迎のサーフィンスクール。
はじめて波に乗ったときの快感はほかでは味わえません

　野根川下流域で川エビ（テナガエビ）
取り体験が楽しめます。エビ取りは
捕獲箱を作りから始まり、それを川
に仕掛けてエビを捕獲します

　東洋町の海は黒潮の恩恵を受け、水温の低い海域と高い
海域の魚の両方が見られる世界でも珍しい豊かな海。ぜひ
体感してみてください。

　高知といえばカツオのたたき。体
験できるのはもちろんですが、焼きた
ての香ばしいカツオをいただけるの
も嬉しいですね。

　SUPは海の上の散歩とも呼ばれ、
優雅に海上からの景色を楽しむこと
ができます。シュノーケリングとセッ
トにするのもオススメですよ

　大きなすし桶（木枠）に何段も寿
司飯と具材を重ねて作る寿司づくり
体験。郷土の伝統を体感しよう。

生見ホワイト
ビーチホテル

℡0887-29-3018
東洋町大字生見
575-10
宿泊料金／3889円～

（素泊まり）

生見サーフィンビーチま
で徒歩 20 歩の、ビー
チまでいちばん近いホ
テル

民宿
サーフポイント

℡0887-29-3529
東洋町大字生見 593-3
宿泊料金（税込）／
3500 円（素泊まり）
5500 円（2 食付き）

生見サーフィンビーチ
へ直行できる便利な立
地が魅力。スタッフも
いい人ばかり

民宿 谷口

℡0887-29-3417
東洋町大字生見9-4
宿泊料金／3700円

（素泊まり）※小学生
3000円、幼児2000円
5800円（2 食付き）

生見出身元プロサーフ
ァー谷口絵里菜プロの
祖母が経営。サーファー
に愛される宿

民宿 中尾

℡0887-29-2758
東洋町生見 541-1
宿泊料金（税込）／
3800 円（素泊まりのみ）

屋外の「憩いの場」は
家族連れや団体客にも
人気。商店も併設され
ていて便利

民宿 南風

℡0887-29-3638
東洋町生見 575-37
宿泊料金（税込）／
3700 円（素泊まり）
6300 円（2 食付き）

ビーチまで10秒の立地
が魅力。海から上がっ
てすぐに温水シャワー
が浴びられる

白浜キャンプ場

海の駅に併設された
キャンプ施設。シャ
ワーも完備されてい
て便利

民宿 みちしお

℡0887-29-3471
東洋町大字生見 575-1
宿泊料金／3500 円

（素泊まり）5500 円
（2 食付き）
※繁忙期は＋500 円

食事付き宿泊がオスス
メ。ご飯、味噌汁とも
におかわり自由。軽食
販売スペースも

東洋白浜リゾートホテル

℡0889-29-3344
東洋町大字白浜 88-8
宿泊料金（税込）／
5400円～（朝食付き）

海の駅が目の前にあり、観光の拠点
にぴったり。窓からの眺めも最高で、
部屋も広く、快適なホテル

サウスショア

℡0887-29-3211
東洋町大字生見12-10
宿泊料金／3800 円

（素泊まり）
5800 円（2 食付き）

全室冷暖房、テレビ完
備で快 適。滞 在中は
洗濯機もプールもすべ
て利用可能

民宿 いくみ

℡0887-24-3838
東洋町大字生見7-1
宿泊料金（税込）／
3500 円～（素泊まり）
5900 円～（2 食付き）
※繁忙期は＋300 円

素泊まり3500円～と価
格も魅力。全部屋内で
Wi-Fiの接続が可能な
のもうれしい

　東洋町の特産品であるポンカンを
ポンカン園に出向いて収穫します。
採れたての甘いポンカンがおみやげ
に持って帰ることもできます。

■ サーフィン体験1

■ 川エビ漁体験

■ ダイビング体験

■ カツオ藁焼き体験

■ SUP（スタンドアップパドル）体験

■ こけら寿司づくり体験

■ ポンカン狩り体験

2

4

6

3

5

7

サーフィンのメッカの町。ぜひ波乗りにチャレンジを！

東洋町は川遊びも楽しい
何匹釣れるかチャレンジ

世界に誇る東洋町
独特の生態系の海に潜る

高知の名物といえばこれ
豪快に焼いていただきます

海の上から眺める
東洋町は絶景です

東洋町の郷土料理
こけら寿司を作ろう

12月だけの限定です
町の象徴ポンカンを狩ろう

℡0887-29-3395（東洋町役場 産業建設課）
予約受付時間／8:00～17:00（平日のみ）
設備／トイレ　炊事場 風呂（有料）  簡易シャワー（有料）
サイト使用料／１日１サイト620円（1泊2日1240円）
１サイトは４人用テントが２つ張れます
備品／クッションマット150円　炊事器具の貸し出しはありません
シャワー／冷水100円（３分）　温水100円（２分）
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TOYOCHO ACCESS

TOYOCHO APP

TOTAL INFORMATION

東洋町観光がコンパクトな情報にまとめられたアプリが登場。ぜひダウンロードを

東洋町中山間地域活性化協議会　〒 781-7414 高知県安芸郡東洋町大字生見 758-3　℡ 0887-29-3111

東洋町観光ナビアプリ「TOYOナビ」をダウンロードしよう

東洋町の観光情報はこちら　www.toyo-kochi.jp

KOCHI

TOKUSHIMA

EHIME

KAGAWA

「Android」端末ご利用の方の
ダウンロードは Googleplay にて

ダウンロード無料

アプリについてのお問い合わせ
東洋町役場 産業建設課  ℡ 0887-29-3395

「iPhone」端末ご利用の方の
ダウンロードは App Store にて

Illustration: sekiyumi   Photo: Takashi Nishizawa   Art Direction & Design: Daisuke Komiyama   Planning: FLAT

決して交通の便が良い場所ではありませんが、そのぶん日常からはなれた体験が待っています

高知

高知龍馬空港

福岡

福岡

大阪
名古屋

東京

東京

後免

甲浦

東洋町

徳島

高松

坂出

岡山

多度津

阿波池田

奈半利

海部

至広島

至大阪

高知市内から約 2 時間20分（高知空港から約 2
時間）
徳島市内から約 2 時間（徳島空港から約 2 時間）

車………… 電車………

路線バス…
高速バス…

徳島駅から JR 牟岐線で約 2 時間、海部駅から
JR 阿佐海岸鉄道で甲浦駅まで約10分
高知駅から JR 土讃線＋土佐くろしお鉄道で奈
半利駅まで１時間 30分。奈半利駅からは高知
東部交通バスで約１時間 50分

高知市内からバスで約３時間
奈半利駅から高知東部交通バスで約1時間50分 大阪なんばから東洋町役場まで高速バスで

約５時間


