
旧麓の水路
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生見海水浴場

千貫平自然公園

メヒルギ

指宿市

いよいよ僕たち鹿児島ユナイテッドFCの専用練習場“鹿児島ユナイテッドFCトレーニング
センター”がオープンします。
トレーニングセンターは鹿児島県民・市民のみなさん、なかでも喜入地域のみなさんのご理解
とご協力で実現できた施設！「喜び入るまち」をキャッチフレーズに僕たちを歓迎して
くれる喜入ってどんなところなんだろう。

鹿児島市喜入地域はココがスゴい！鹿児島市喜入地域はココがスゴい！
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喜入は瀬々串から生見まで海沿いの長細い地形
で海と山がいっぺんに楽しめそうだよね。

まずは歴史。日本遺産に認定された薩摩武士が生きた町「旧麓地
区」。今給黎城跡や綺麗な水が流れる石垣の街並みと武家屋敷跡。
あの小松帯刀の肝付家歴代の墓地など、歴史好きにはたまらない
地域なんだよね。

ゆ
な

い
くー
オススメPoin

tゆ
な

い
くー
オススメPoin

t

驚くほど透明なエメラルドグリーンの「香梅ケ渕」。吸い込まれそうな美
しい渕はとても神秘的なんだ。

かごしま自然百選「南方神社」のクスノキやムクロジの大木からはパワーを感じられる
よ。映画のロケ地にもなったんだって。

パワースポットがスゴい
！
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喜入は海・山の自然がいっぱい。メヒルギ
（マングローブ）の北限生息地があるよ！

海岸はウミガメの上陸産卵もあるって知ってた？
生見海水浴場でマリンスポーツ、千貫平へのハイキングや
サイクリングも楽しめそう。魚釣りスポットもたくさんある
んだ。まだまだ、魅力いっぱいの喜入。いろいろ散策してみ
たいよね。

自然・アクティビティがス
ゴい！

見どころ満載！

ウミガメの
上陸産卵地



ナイター設備もあってサッカー
以外にも活用できそう。
ナイター設備もあってサッカー
以外にも活用できそう。
ナイター設備もあってサッカー
以外にも活用できそう。

サッカーコート２面分ある広
いグラウンドだよ。おもいっ
きりプレーできそうだよね

サッカーコート２面分ある広
いグラウンドだよ。おもいっ
きりプレーできそうだよね

サッカーコート２面分ある広
いグラウンドだよ。おもいっ
きりプレーできそうだよね

人工芝ピッチ／1面
天然芝ピッチ／２面★★ ★★

トップチームの
練習スケジュールは▶
こちらで公開中！

喜入一倉町5809-97
099-345-3337
4～10月／8:30～18:00、
11～3月／9:00～17:00
12/29～1/1　　200台
http://kankonogyo-park.jp
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●ぐりーんふぁーむ かごしましかんこうのうぎょうこうえん

グリーンファーム 
鹿児島市観光農業公園 A巻末MAP

Web

体づくりの基本は新鮮な野菜！
自然を感じながらのんびり食べよう！
自然豊かで広大な敷地の中、収穫体験や調理体
験などができる施設です。他にも農園レストラン、
キャンプ場、遊歩道、遊具もあり老若男女が楽しめ
ます。近くの山にはマスコットキャラクター「ファム
じい」も住んでいますよ。ぜひお越しください！

喜入町6094-1
099-345-1117
10：00～21：00
第2月曜日　　200台
http://www.michinoeki-kiire.jp/

所
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●まりんぴあきいれ

マリンピア喜入 B巻末MAP

Web

楽しい！美味しい！が盛りだくさん
ワクワクが満載のスポット
　いつでも誰でも気軽に立ち寄れる鹿児島第１号
の道の駅。喜入のシンボルとして、地元の方や市
内外の方に親しまれています。施設内にはサウナ
付きの温泉やウォータースライダーもある室内温
水プール、数々の特産品が揃う物産直売所もあ
り、一日中楽しめます。ユナイテッドのみなさん、
喜入をみなさんの「地元」と呼んで下さい。

みなさんのお越しをお待ちしています！みなさんのお越しをお待ちしています！

この専用練習場で鹿児島ユナイテッドFCの
選手たちは練習に励み、コンディションを整
え、試合に臨むことになります。

練習見学に
ついて

※練習は非公開で行われる場合もありますのでご了承ください。
※見学の際はマナーを守りましょう。

プチトレーニングセンターを    リサーチ！！トレーニングセンターを    リサーチ！！ 最新の施設だよ！
実物をぜひ現地で
確かめてみよう！

鹿児島ユナイテッドFC試合日程
鹿児島ユナイテッドFCをぜひみんなで応援しよう。
試合日程はホームページで確認してね！

試合日程はこちらで
チェック！

鹿児島ユナイテッドFCトレーニングセンターは「プロサッカーチームの練習場」としてだけではなく、
広く一般のみなさんにも活用して頂くことで、地域に開かれた施設を目指します。
今後、利用規定や申込方法等を随時ご紹介いたしますので、ご期待ください！



鹿児島ユナイテッドFCのみなさんを私たちも歓迎します！鹿児島ユナイテッドFCのみなさんを私たちも歓迎します！
丹精込めた郷土菓子で
癒しのひとときを…
　昭和40年創業、伝統の味を守り続けた郷
土菓子を真心込めてお届けします。優しい甘
さの草餅「かからん団子」や風味と弾力が魅
力の「いこ餅」などが特に人気ですよ。当店の
お菓子で選手の皆さんを応援します。新しい
喜入の地での活躍を楽しみにしています。

喜入町91
099-345-0114
9:00～18:00
不定休
10台
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●やまさきかしてん

山﨑菓子店 C巻末MAP

喉越しさっぱりの逸品で
体も心もクールダウン
　上質な国産天草と天然水で仕込んだ最高
級の喜入のところてんは通販サイトでも大人
気です。さしみこんにゃく「おば雪」は、からし
酢みそ付きでちょっとした名物になっていま
すよ。一度食べたらヤミツキになる味ですの
で、ぜひお召し上がりください。

喜入町8160
099-345-0455

所

●きいれこんにゃくや

喜入蒟蒻屋 E巻末MAP

定食・丼もの・一品料理
多様なメニューが満載
　喜入駅から徒歩約12分の場所にある和食
と創作料理のお店です。青のりうどん定食な
ど、数々の名物メニューはボリュームもたっぷ
り。幅広い層のお客様にリピートいただいて
います。J2、J1にのし上っていただけるよう、
スタミナ料理も取り揃えていますよ。

喜入町29-1
099-345-2643
11：00～23：00
不定休
15台
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●わそうしょくどころ きくいち

和創食処 菊市 D巻末MAP

ボリュームたっぷりの定食が豊富
地元民に愛される和食店
　地元喜入で永くお付き合いさせていただ
いている和食のお店です。喜入出身の鹿児
島ユナイテッドFC山田裕也スクールコーチ
も現役時代に来店いただいてます。豚しょう
が焼きとお刺身がオススメです。昇格への新
しい力を得て頑張る選手の方々の姿を心待
ちにしています！

喜入町7021-1
099-345-1754
11:00～14:00
17:30～21:00(OS)
月曜
30台
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●わしょくのひろかつ

和食の広活 F巻末MAP

美味しいだけじゃない！
元気パワーが溢れる珈琲店
　人と人との出会いを大切に、体と環境にや
さしい珈琲をお届けしています。”げん喜・ゆ
う喜・やる喜”が出る「喜入珈琲」、喜入特産の
おくらの種を焙煎した珈琲「おくら珈琲」はこ
こでしか飲めない逸品です。選手の皆さん、
ぜひ飲みにきてください！

喜入中名町719
099-345-0506
10：00～16：00
水曜
6台
https://kouboutetaka.net

所

時
休
P

●こうぼうてたか・こみゅにてぃかふぇきいれ

工房てたか・コミュニティカフェきいれ G巻末MAP

Web

鹿児島の味を堪能できる
自慢の鶏刺しを召し上がれ
　鹿児島の食卓にお馴染みの鶏刺しはぜひ
食していただきたいです。創業45年、当店自
慢の軟らかくてさっぱりした鶏刺しは人気ナ
ンバーワンですよ！他にも焼き鳥やお惣菜も
オススメです。これから鹿児島のサッカーを
盛り上げるために一緒に頑張りましょう！

喜入町92-4
099-345-0236
平日／9:00～19:00
日曜／12:00～17:00
祝日／9:00～17:00
第3日曜日
10台
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●ゆみさしせいにくてん

弓指精肉店 H巻末MAP

唐揚げ南蛮が大人気！
活力を注入できるお弁当屋さん
　昼はお弁当屋、夜は居酒屋として営業中！
今は特にお弁当を主力に頑張っています。一
番のオススメはアツアツジューシーな唐揚げ
南蛮。トレーニングセンターに行く途中にぜ
ひお立ち寄りください。お待たせしない事前
予約も可能です。選手のみなさんをおいしい
唐揚げで待ってます！！

喜入町54
099-345-1746
10:00～14:00
18:00～23:00
月曜
4台
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●ひまわり

ひまわり I巻末MAP

ハマる人続出 !?
リピート必至の唐揚げ＆カレー
　地元食材を活かしたヘルシー＆愛情たっぷ
りの定食や弁当・オードブルをご用意。唐揚
げと牛すじ煮込みカレーが特に人気です。「桜
島どりのからあげ定食」は、唐揚げを中心に
野菜も多くバランスを考えた定食です。ぜひ
食べに来てくださいね。環境のいい練習場で
プレーして、どんどん上を目指してください。

喜入中名町745-17
099-345-3139
11：00～14：00
日曜・第1・3月曜
4台

時
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●きざくら

喜ざくら J巻末MAP

所



喜入ユナイテッドロード喜入ユナイテッドロード

喜入小学校
国道226号八
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弓指精肉店弓指精肉店

田上
応援リーダー

水本
応援副リーダー

谷口
応援副リーダー

JR喜入駅からトレーニングセンターへの道は“喜入ユナ
イテッドロード”！ペイントやのぼり旗そして喜入のみなさ
んがサポーターを盛り上げます。みんな歩いてみてね。

喜入ユナイテッドロードは
約1.2㎞あるよ！

歩くと15分程度だから
ウォーキングにも最適！

道中は気になる
お店もいっぱい！

ちょっと寄り道するのも
楽しいよ！

A グリーンファームグリーンファーム↓

↓↓

至 鹿児島市街地方面至喜入旧市
　 交差点

至 指宿方面
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鹿児島ユナイテッドFC
トレーニングセンター

トレーニングセンター周辺
喜入エリアマップ

喜び入るまちを形にしたい！活気付けたい！一心で、一年前にオリジ
ナルジャンパーを作成、夏にはオリジナルポロシャツを作成、喜入支
所職員の応援意識向上に尽力してまいりました。喜入管内の事業所
においては、快くのぼり旗設置に協力していただき、真に『喜び入る
まち』のコンセプトが地域活性化につながっていると確信していま
す。この好機に鹿児島ユナイテッドＦCの更なる飛躍を信じ、喜入か
ら熱い応援エールが届きますように！

鹿児島市役所 喜入支所一同

県内唯一のプロサッカーチームとして人気
のある、鹿児島ユナイテッドFCの専用練習
場がついに！喜入に完成しました！
私自身、職員として、また、ファンの一員とし
て、完成の日を心待ちにしていました。選手
の皆さんには、ぜひ「喜び入るまち」で、飛躍
していただきたいです。私達も、喜入だから
こそできることを活かし、力になっていけ
たらと思っています。
ぜひ皆さんも一緒に、喜入を、そして鹿児島
ユナイテッドFCを熱い応援で盛り上げてい
きましょう！

喜入商工会 追立さん

喜入の町では現在、こちらの
“のぼり旗”を各所に設置して
います。喜入町の町花ツワブ
キの黄色で映える「喜び入る
まち」というフレーズと、クラ
ブマスコット“ゆないくー”が
目を引きます。

マリンピア喜入マリンピア喜入

工房てたか・
コミュニティカフェきいれ
工房てたか・
コミュニティカフェきいれ

喜ざくら喜ざくら

喜入蒟蒻屋喜入蒟蒻屋
濵﨑係長

発行者 ： 「鹿児島をもっとひとつに。」プロジェクト実行委員会（鹿児島市スポーツ課）

↓

所在地 鹿児島市喜入町40-7
(旧 喜入いきいきふれあい広場)

交 通 JR鹿児島中央駅から指宿枕崎線 JR喜入駅約45分
JR喜入駅から徒歩約12分

JRをご利用の場合
鹿児島交通バス「金生町～山川桟橋」
鹿児島中央駅バス停から約60分
マリンピア喜入バス停下車徒歩約5分

バスをご利用の場合

旧麓地区●

生見海水浴場
　●




