
古地図を片手に ぶらり萩あるき 
 

 

 

萩は今でも古地図が使えるくらい 

古い町並みが息づくまち。 

萩まちじゅう博物館では、 

古地図を片手にまち歩きを楽しむ 

ガイドツアーコースを８つご用意。 

一度、二度と萩を訪れ、もっと萩を知りたい、 

もっとゆっくり歩きたい、という方に、 

ぜひ楽しんでいただきたい、 

まち歩きガイドツアーです。 
 
 

  

 
世界遺産に登録された江戸時代の町並みを歩く 

萩城城下町コース 
 

萩城城下町は、江戸屋横町・伊勢屋横町・菊屋横町など、

江戸時代の町割と、武士や豪商の屋敷がよく保存され、

国の史跡に指定されています。古地図を片手に、世界遺

産に登録された町並みを地元ガイドさんと一緒にまち歩

き。幕末の風雲児・高杉晋作や、維新の三傑・木戸孝允

ゆかりの地などを巡ります。 

コース／ 中央公園駐車場→萩城城下町（江戸屋横

町、円政寺、木戸孝允旧宅、御成道、菊屋横町、高杉

晋作誕生地､高杉晋作立志像など）→中央公園駐車場

（約１km／約１時間３０分）  

開催時期／毎日 集合場所／中央公園駐車場 〒

758-0041 山口県萩市江向５９３ 開始時間／９時～

15 時の間で応相談 定員／無し 予約／１週間前まで

に要予約 料金／ガイド１人あたり 2,000 円（文化財施

設に入る場合、別途観覧料）問合せ先／ＮＰＯ萩観光

ガイド協会 TEL：0838-25-3527 受付時間／9：00～

17：00 

 

    

 
港で栄えた商家の町並みをめぐる 

浜崎伝建地区コース 
 

萩城下の港町として栄えてきた浜崎。日本海に面するこ

とから、物資の流通や販売、水産業などに携わる人々で

賑わい、古くから萩の経済を支えてきました。 
江戸時代から昭和初期までの昔ながらの町並みを巡りま

す。また、普段見ることができない国指定史跡旧萩藩御

船倉内部を特別公開します。 

コース／ 旧山村家住宅→旧山中家住宅→旧萩藩御

船倉→旧小池家土蔵→柏村家住宅→中村船具店→

旧山村家住宅（約１km／約１時間）  

開催時期／毎日 集合場所／旧山村家住宅 〒

758-0022 山口県萩市浜崎 77 番地 開始時間／

14:00～（その他応相談） 定員／20 名まで（団体の場

合は事前相談）予約／１週間前までに要予約 料金／

１名1,000円、２名以上500 円（お一人あたり） 問合せ

先／浜崎しっちょる会 TEL：0838-22-0133 受付時

間／9：00～17：00（水曜定休） 

 

    

 
萩藩永代家老益田家の本領地をめぐる 

須佐武家町コース 
 

萩藩を幕末まで支えた永代家老益田家の本領地であった

須佐。碁盤の目状の町割に、益田館や郷校育英館跡など

の史跡が残る武家町です。石州街道や日本海航路の要衝

でもあった須佐の町を巡ります。 
 

コース／ 歴史民俗資料館→笠松神社→育英館跡→

松崎八幡宮→大薀寺庭園→法隆寺→益田家墓所→

歴史民俗資料館（約３km／約２時間）  

開催時期／毎日 集合場所／須佐歴史民俗資料館

「みこと館」 〒759-3411 山口県萩市須佐 4441-10 

開始時間／10:00～（その他応相談） 定員／20 名ま

で（団体の場合は事前相談） 予約／１週間前までに要

予約、２名以上で催行 料金／500 円（お一人あたり） 

問合せ先／須佐公民館 TEL：08387-6-2310 受付

時間／9：00～17：00 

 

    

 
土塀と夏みかんの謎解きウォーク！ 

萩城 三の丸・堀内伝建地区コース 
 

萩城・三の丸にあたる堀内伝建地区は、萩藩主毛利一門

や永代家老などの上級武士が居住した広大な武家屋敷跡

で、「明治日本の産業革命遺産」として世界遺産に登録さ

れました。古地図を片手に「土塀と夏みかん」が代名詞

の町並みがなぜ残ったのか、ガイドと一緒に謎解きしな

がら歩きます。ゴール後は夏みかんスイーツもお楽しみ

ください。 

コース／ Ａ）萩博物館→堀内伝建地区（本町・御成

道、問田益田旧宅土塀、口羽家住宅、堀内鍵曲、旧児

玉家長屋など）→萩博物館（約２km／約２時間）  

Ｂ）萩博物館→堀内伝建地区（問田益田旧宅土塀、周

布家長屋門、繁沢家長屋門、北の総門、外堀など）→

萩博物館（約２km／約２時間）  

開催時期／土曜・日曜・祝日 集合場所／萩博物館正

面玄関 〒758-0057 山口県萩市堀内 355 開始時間

／10:00、13:00（その他応相談） 料金／１名 1,500 円

２名以上 1,000 円（お一人あたり） 問合せ先／ＮＰＯ萩

まちじゅう博物館 TEL：0838-25-3177 受付時間／

9：00～17：00 
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約 1.5 時間 

 

約１時間 
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（チラシ有効期間 2019 年 1 月～6 月） 

 



  

 
萩城の歴史を感じる２時間！ 

萩城 本丸・二の丸コース  
 
毛利輝元が萩三角州の西端・日本海に突き出た指月山に築

いた萩城。藩の政庁や藩主の住まいとなった「本丸」と 12
棟もの矢倉と中堀をめぐらした「二の丸」の跡をめぐり、

天守台や矢倉の石垣に見られる工夫や特徴を解説します。

萩焼ギャラリーショップで、お土産選びもできます。 

コース／ 萩城二の丸入口（指月第一駐車場付

近）→萩城跡（萩城の本丸・二の丸内にある史跡

や石垣など）→萩焼ギャラリーショップ→二の丸入

口（約２km／約２時間） 

開催時期／土曜・日曜・祝日 集合場所／指月

第一駐車場 〒758-0057 山口県萩市堀内

83-25 開始時間／10:00、13:00（その他応相

談） 料金／1名1,700 円、２名以上1,200円（お

一人あたり） 問合せ先／ＮＰＯ萩まちじゅう博物館

TEL：0838-25-3177 受付時間／9：00～17：00 

 

  

 
萩のシンボル！萩城のほぼ全てをめぐるフルコース 

萩城 本丸・二の丸・三の丸コース 
 
毛利輝元が築城した萩城は、指月山頂の要害、藩の政庁と

藩主の住まいがあった本丸・二の丸、重臣たちの屋敷があ

る三の丸で構成されていました。古地図を片手に、藩主が

通った御成道から、天守閣跡が残る本丸へ。当時の屋敷の

広大さを伝える「土塀と夏みかん」の町並みと、天守台や

矢倉の石垣に見られる工夫や特徴を解説します。 

コース／萩博物館→堀内伝建地区（御成道、問田益

田氏旧宅土塀、天樹院など）→萩城跡（本丸・二の

丸内の史跡や石垣など）→萩焼ギャラリーショップ→

展望台→堀内伝建地区（約３㎞／約３時間） 

開催時期／土曜・日曜・祝日 集合場所／萩博物館 

〒758-0057 山口県萩市堀内 355 番地開始時間

／10:00、13:00（その他応相談） 料金／１名 2,500

円、2名以上2,000円（お一人あたり） 問合せ先／Ｎ

ＰＯ萩まちじゅう博物館 TEL：0838-25-3177 受付

時間／9：00～17：00 

 

  

 
日本の宝と江戸時代の萩に触れる旅！ 

豪商熊谷家コース 
 
江戸時代の萩を体感できる町並みを散策して、萩藩御用達

として栄えた豪商・熊谷家のお屋敷に立ち寄り、代々伝わ

る宝物を展示した熊谷美術館を見学。地元ガイドによる解

説を聞きながら、萩城の外堀なども見られます。江戸時代

に思いを馳せ、ノスタルジックな萩を楽しむ２時間です。 

コース／萩博物館→北の総門、外堀見学→熊谷家

住宅（熊谷美術館）見学→萩城三の丸の町並み→

萩博物館（約２km／約２時間） 

開催時期／土曜・日曜・祝日 集合場所／萩博物館 

〒758-0057 山口県萩市堀内 355 番地 

開始時間／10:00、13:00（その他応相談） 料金／

1 名 1,700 円、２名以上 1,200 円（お一人あたり） 

問 合 せ 先 ／ Ｎ Ｐ Ｏ 萩 ま ち じ ゅ う 博 物 館 TEL ：

0838-25-3177 受付時間／9：00～17：00 

 

 

  

 
歴史ある商店街で食べ歩き！ 

御成道・札場（田町商店街）コース 
 
江戸時代、お殿様が参勤交代のために通った御成道（おな

りみち）。その道沿いにできた商店街には、江戸時代や明

治・大正時代から続く建物を見ることができます。萩野菜

のお店や駄菓子屋、創業 130 年の蔵元、蒲鉾屋などに立ち

寄り、歴史を感じながら、食べ歩きも楽しめる大満足の２

時間です。 

コース／萩・明倫センター駐車場→かつての御成道

にある田町商店街で散策＆食べ歩き（駄菓子屋、酒

造、蒲鉾店など）→唐樋札場跡（約２km／約２時間）

※当日の状況によって流れが変更となる場合があり

ますので、あらかじめご了承ください。 

開催時期／土曜・日曜・祝日 集合場所／萩・明倫

センター駐車場 〒758-0057 山口県萩市江向開

始時間／13:00（午後以降であればその他応相談） 

料金／1 名 1,700 円、２名以上 1,200 円（お一人

あたり） 問合せ先／ＮＰＯ萩まちじゅう博物館 TEL：

0838-25-3177 受付時間／9：00～17：00 

 

 

萩城城下町 

浜崎伝健地区 

萩城下町絵図 （萩博物館蔵） 

萩城三の丸 
（堀内伝建地区） 

萩市街までのアクセス 

● 車 ：中国自動車道美祢東ＪＣＴ経由 

     「小郡萩道路（無料）」絵堂 IC から約 20 分 

●飛行機：山口宇部空港から乗合いタクシーで約 75 分（要予約） 

     萩・石見空港から乗合いタクシーで約 70 分（要予約） 

     ※問合せ：萩近鉄タクシー(株) 電話 0838-22-0924 

●新幹線：JR 新山口駅から「スーパーはぎ号」で約 60 分 
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萩城下町（城跡） 

萩城下町（旧上級武家地） 
 

萩城下町（旧町人地） 
 

：世界遺産「明治日本の産業革命遺産」 
の構成資産 

萩城 本丸・二の丸 
（萩城跡） 

 

御成道・札場 
（田町商店街） 

熊谷家住宅 
（熊谷美術館） 

 

約２時間 

 

約３時間 

 

約２時間 

 

約２時間 

萩市街から須佐へのアクセス 

●車：萩市街から国道 191 号 

   を益田方面へ約４0 分 

● JR 山陰本線：東萩駅から 

     益田方面へ約 40 分 

     須佐駅下車 

（チラシ有効期間 2019 年 1 月～6 月） 

 

詳しい情報は･･･ 

◎萩観光 HP「ぶらり萩あるき」http://hagishi.com 

 

↓至山口市 

←至長門市 

至益田市→ 
須佐武家町 


