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⼥⽊島    のご紹介
女木島が「鬼ヶ島」とされる由縁は、香川県の桃太郎伝説にあ
ります。
香川県の桃太郎は、吉備津彦命（きびつひこのみこと）の弟「
稚武彦命（わかたけひこのみこと）」がモデルで、吉備の国か
ら讃岐の国に来た時、土地の住民が鬼（海賊）の出没で苦しん
でいるのを知り、イヌ・サル・キジを率いて鬼を征伐しました
。
イヌは備前の犬島（岡山県）、サルは陶の猿王（綾南町）、キ
ジは雉ヶ谷（鬼無町）に住む勇士だったと言われています。鬼
が住んでいたのが女木島で、桃太郎が鬼を退治して鬼がいなく
なったことから「鬼無」という地名になったと言われます。

大正３年に橋本仙太郎⽒が大洞窟を発見したことによって、桃
太郎伝説と女木島が結びつき、以来、女木島は「鬼ヶ島」と呼
ばれています。港（おにの館）から大洞窟までは、船と接続し
てバスが運行しています。

■ ⾶⾏機（航空便）で来られる⽅へ
東京・大阪 ▶ 高松空港 ▶ リムジンバス(30分) ▶ 高松駅 ▶
(徒歩2分) ▶ 高松港 ▶ (船20分) ▶ 女木島

交通アクセス

■ ⾼速バスで来られる⽅へ
大阪・神戸 ▶ 高松駅 ▶ (徒歩2分) ▶ 高松港 ▶ (船20分)
▶ 
女木島
■ JRで来られる⽅へ
大阪・広島 ▶ 岡山駅　▶ (マリンライナー1時間) ▶ 高松駅 ▶
(
徒歩2分) ▶ 高松港 ▶ (船20分) ▶ 女木島

高松中央IC ▶ (車15分) ▶ サンポート地下駐車場(有料) ▶
(徒歩1分) ▶ 高松港 ▶ (船20分) ▶ 女木島

■ ⾃動⾞で来られる⽅へ

【問い合せ先】⻤ヶ島観光協会

往路  復路  
高松発 女木島発 男木島着 男木島発 女木島発 高松着
08:00 08:20 08:40 07:00 07:20 07:40
10:00 10:20 10:40 09:00 09:20 09:40
12:00 12:20 12:40 11:00 11:20 11:40
14:00 14:20 14:40 13:00 13:20 13:40
16:00 16:20 16:40 15:00 15:20 15:40
18:10 18:30 18:50 17:00 17:20 17:40

フェリーのご案内
⼥⽊島へは、⾼松港よりフェリーが運⾏しております

普通旅客運賃（⽚道）
⾼松〜⼥⽊島 ⾼松〜男⽊島 ⼥⽊島〜男⽊島

⼤⼈ 370円 510円 240円

⼦供 190円 260円 120円




(⻤ヶ島)

⾼松港からフェリーで

⼥⽊島

⾼松港

20分！



観る
⻤ヶ島⼤洞窟

桃太郎伝説のある大洞窟は、島の中央、鷲ヶ峰の中腹にあり、
広さ4,0 0 0㎡、奥行き400 m。内部には、鬼の大広間や居間、
鬼番人の控え室などを再現しています。
洞窟の中は夏でもひんやりして、妖しげな雰囲気が漂います。
洞窟のそばにある土産物屋では、きびだんごが食べられます。
港（おにの館）から大洞窟までは、船と接続してバスが
運行しています。

営業時間 08:30  〜 17:0 0

入洞料(税込)

・大人（高校生以上） 600円
・小人（小・中学生） 300円
・障害者手帳をお持ちの方 300円（引率者無料）
・65歳以上 500円
※1.団体割引（15人以上）1割引 
（大人500円、小人250円）
※2.一般幼稚園児は無料 但し(団体15人以上）は
1人あたり150円

営業日 無休

お問い合わせ
鬼ヶ島観光協会
TEL：08 7-8 40-9055
E-mail：onigashima-k@ heart.ocn.ne.jp

お⼟産

ここでしか買えない限定商品！
おにピー　2個 35 0円（税込）
赤鬼君がお願いして、青い空の
自然牧場の朝のしぼりたて牛乳で
作ってもらいました。
海洋深層水の塩を使用しています。

⻤ヶ島⼤洞窟の⾚⻤君オリジナル
「おにのおみやげ」

泊まる

カモメの駐⾞場

フェリーが女木港に近づくと
、防波堤にずらりと並んだ約
300羽のカモメが見えてくる
。本物のカモメと同様、この
オブジェも風が吹くといっせ
いに方向を変える。つまり風
の流れとカモメの群れの習性
を視覚化した作品だ。カモメ
は複数の防波堤に並んでいる
。

20世紀の回想

グランドピアノと、その上
に立つ4本の帆とともにイ
ンスタレーションを構成し
た｡帆は大航海時代を象徴
し、ピアノからは音楽が流
れ､海の波の音と呼応しな
がら旋律を奏でる｡

MEGI HOUSE

M EGI H O U S Eは、愛知県立
芸
術大学の活動拠点であり、
表現と実験の場｡美術·音楽
両学部の教員や学生、卒業
生たちによる、作品発表や
コンサートを実施する。前
回までの常設展示に加え、
今回は倉重光則による光を
用いた作品等が新たに登場
する。

⼥根 -めこん-

島に生息していた大きな椰
子が人工衛星のようにブイ
の上にそびえ立ち、その周
りにはキッチュなタイルの
モザイクやワニのオブジェ
、船材などを配置。休校中
の小学校と植物と作品とが
一体となって響き合う。前
回の芸術祭で登場し、会期
を追うたびに作品要素が増
殖していった。

瀬⼾内国際芸術祭
3年に1回開催される瀬戸内国際芸術祭。
女木島では、芸術祭開催年でなくても一部のアート施設や作品
を鑑賞することができます。

素泊まり　5,0 0 0円（税別）
夕食 1,0 0 0円　　朝食 60 0円
※お持込み頂いても大丈夫です。
TEL.0 9 0 -5 719 -0 6 9 7

1泊2食付　8,0 0 0円（税別）
※素泊まりも可能です。
TEL.0 8 7-8 73-0 8 8 0

ゲストハウス⾥海村

海宿 ⻤旬

1泊2食付 　7,5 0 0円（税別）
1泊朝食付　4,0 0 0円（税別）
TEL.0 8 7-8 73-0 2 0 5

⺠宿 ⿓宮




