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変更 県名 住所 洞窟名 形態 規模 備考 ＵＲＬ
洞窟 他

1 厚田郡 義経の涙岩 　　　洞門 http://www.vill.atsuta.hokkaido.jp/main_gui_spo.html

2 奥尻郡 鍋釣岩 　　　洞門 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_1010315_1.htm

1 岩内郡　刀掛岬 不落の洞窟 洞窟 120m 観光船 http://oyu-dokoro.mimo.com/area/A/ae/nis/000127/

2 ‘15・2 余市郡余市町栄町 フゴッペ洞窟 洞窟 観光・縄文遺跡・刻画 http://www.mapple.net/spots/G00101651801.htm

3 ‘15・2 小樽市手宮 手宮洞窟 洞窟 観光・縄文遺跡・刻画 http://www.city.otaru.lg.jp/simin/sisetu/doukutu/dokutsu.html

4 ‘15・2 積丹郡積丹町 積丹青の洞窟 洞窟 観光・シュノーケリング http://www.ocean-days.com/wp/snorkel_doukutu/

5 ‘15・2 古宇郡神恵内村 神恵内観音洞窟 洞窟 遺跡 http://hmuseum.doshisha.ac.jp/html/articles/record/detail.asp?xml=record2
0041012.xml6 ‘15・2 知床半島 ブュニ岬（穴有る処） 洞窟 http://www.kitakaido.com/okhotsk/shari/shari_21.html

7 ‘15・2 知床半島 クネンポール（黒い洞窟） 洞窟 http://www.kitakaido.com/okhotsk/shari/shari_21.html

8 ‘15・2 知床半島 象の鼻洞窟 洞窟 http://www.kitakaido.com/okhotsk/shari/shari_21.html

9 目梨郡 マッカウス洞窟 洞窟 ヒカリ苔 http://domestic.travel.yahoo.co.jp/bin/tifsklist?ken=01&y=21

10 西津軽郡 ガンガラ穴 洞窟 森山崎・渡船 http://hp-ishikoro.web.infoseek.co.jp/meisyo/keisyou-2.htm

3 東津軽郡 松蔭くぐり 　　　洞門 http://yamaiga.com/tunnel/shouin/

11 東津軽郡 立石の洞窟 洞窟 http://routeguide.jp/modules/spot/index.php?lid=7887

4 久慈市宇部町小袖 つりがね洞 　　　洞門 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_3000561_1.htm
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日本の海食洞リスト・ホームページリンク集　　下書き、その８
List of Japanese sea caves. Website link collection of drafts, part ８
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　⇒　地図にプロットしているエリア番号　。　　変更　⇒　追加変更年月日
　⇒　奥行きがある洞窟タイプのもの。  奥行きがない岩陰タイプのもの。  天然橋のような洞門タイプのもの。  海水の圧力により潮を吹き上げる「潮吹き穴」タイプのものとに分けている。

　趣旨

知りうる限りの海食洞をリストアップしてみました。海食洞は変化に富み大規模な洞窟も存在する溶岩洞窟や石灰洞ほどの面白みが少なく、いままであまり洞窟としての報告がなされていません。しかし、海岸線沿
いに開口している海食洞は昔からよく知られていることが多く、その海岸線の美しさと共に観光エリアになっている所が多く見受けられるようです。ここ数年前からイタリアの”青の洞窟”にならって、日本版の”青の洞
窟”としてＰＲしている観光洞が数多く見受けられます。最近ではシーカヤックで海岸を楽しむ人も増えてきており、船でしか近づけない海食洞を楽しむ人たちが多くなって来ているようです。　ますますその報告が多く

私は、日本の海食洞リストを作りたいということは２０年来考えて来ていた事なのですが、その情報収集方法がネックになっておりました。しかし現在の情報化社会において、インターネットという手段を用いればその
情報の収集は可能ではないかという考えに至り、現在インターネット上で裏打ちされた（ＨＰ上で誰かが報告している）情報を収集しリストアップしました。海水面から離れて（離水海食洞）いている洞窟も記載しており
ます。情報の裏づけ調査は行っていませんし、記載ミスもあろうかと思います。最終的にはアナログでの確認（実際の現地確認）を行わなければ情報の信用性は無いと思われますが、これがまず最初の指標となれば
幸いであります。

なお、石灰岩が海に面したところでは石灰洞の海食洞も存在しています。本リストでは母岩が石灰岩でない（と思われる）「非石灰洞」を対象としましたが、一部混在しております。このリストで収集している洞窟は単
に海岸付近（必ずしもな波打ちぎわとは限らない）に存在しているということを重視しており、断層作用による成因も考えられ、空間もその成因が侵食作用であるかどうかということは関係していません。また内陸部に
存在している非石灰洞や、海中洞窟もリストに含んでおりません。

参考にさせていただいたＨＰ発表者の方々には、その内容の転記とリンクの許可依頼は行っておらず、したがって了解は得ていません。最初に洞窟を記録し報告をされた方々にはお礼と共に敬意を表します。また
アドバイスやご協力を頂いた方々にははお礼申し上げます。

　海食洞とは（引用）

洞窟を作る作用を分類の基準とすると、火山洞窟、侵食洞窟、溶食洞窟、その他の洞窟の４つに大別される。 洞窟を作る侵食作用には、海食、河食、風食がある。ただし、侵食と溶食との組み合わさっている場合
もあり区分はかならずしもはっきりとしていないものが多い。

海食洞は、つねに海水面付近で形成される。崖に衝突する海水の物理的な破壊作用、侵食された岩のかけらが研磨剤となって進む削磨作用、海水が狭い割れ目に押し込められたり退いたりどいたりするときの圧
力による岩石のはぎ取りなどが、海食洞を形成するはたらきのおもなものである。堆積岩、火成岩、変成岩の区別にかかわらず海の浸食作用が、断層や節理など割れ目、地層面や岩石の硬軟の差などに選択的に
はたらいて生成される侵食洞窟をさす。
海食洞が崖を突きぬいて両側に入口を持つようになったものは海食洞門であり、地表に通じて海水の圧縮により潮を吹き上げるにいたったものは潮吹き穴である。

引用文献）　：　上野俊一　・　鹿島愛彦　、１９７８　、　洞窟学入門　「暗黒の地下世界をさぐる」　、　ｐｐ２６～３２



5 大船渡市 穴通磯 　　　洞門 洞門３ヶ所・碁石海岸 http://www9.big.or.jp/~akkun/kyouzai/touhoku/rikuchuu.htm

6 宮古市 潮吹穴 　潮吹き穴 国天然記念物 http://www.city.miyako.iwate.jp/kanko/jyoudogahama_siohukiana.html

12 ‘15・2 宮古市　浄土ヶ浜 八戸穴 洞窟 青の洞窟・遊覧船 http://j-marine.com/content/view/36/60/

13 男鹿市 カンカネ洞 洞窟 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_5000665_1.htm

7 http://todaiso.ftw.jp/u4025.html
http://travel.japan-tohoku.com/cgi-bin/detail.cgi?id=070001&country=jp

14 http://www3.ocn.ne.jp/~kmitoh/gensou/nkkojyaku.html
http://akita.cool.ne.jp/itoyuu7/html2/ma012.html

15 男鹿市 蝙蝠の窟 洞窟 同上

16 白竜窟とコウモリ穴
観光・遊覧船
・由良海水浴場の海開きと同じ

8 http://www.k-macs.ne.jp/%7Ek-kanko/frame/fr12.htm
http://www.nipponrentacar.co.jp/freeroad/iwate2.htm

9 ‘15・5 宮古市 潮吹き穴 　潮吹き穴 http://www.nihonnotabi.com/kaigan/

10 ‘15・5 東松島市 嵯峨渓 　　　洞門 東岸宝浜から萱野崎まで http://www.nihonnotabi.com/kaigan/

17 気仙沼市 乙姫窟 洞窟 http://www.thr.mlit.go.jp/kansen/prmag/kansen/023/haku/0000.html

11 ‘15・1 茨城県 北茨城市磯原町 二ツ島 　　　洞門 http://travel.biglobe.ne.jp/tguide/theme/th17.html

18 守谷洞窟 守谷洞窟 洞窟 30m ２つ洞窟あり、 http://www.aco.co.jp/muroyama/play.htm

19 館山市 安房神社洞窟 洞窟 11m 遺跡 http://furusato.awa.jp/modules/dbx/?op=story&storyid=591

20 館山市 鉈切洞窟 洞窟 36m 県指定史跡・信仰対象 http://furusato.awa.jp/modules/dbx/?op=story&storyid=592

21 館山市 布良の海食洞 洞窟 ７つ洞窟あり、県指定天然物 http://furusato.awa.jp/modules/dbx/?op=story&storyid=618

22 新島村式根島 御釜湾洞窟温泉 洞窟 温泉 http://shandiunmasked.at.infoseek.co.jp/shikine/shikine.html

23 大島町 役行者窟 洞窟 玄武岩・現在立入禁止 http://akihirohideo.at.infoseek.co.jp/

12 大島町 潮吹の鼻 　潮吹き穴 天然記念物 同上

13 ‘15・1 小笠原諸島　父島 南島扇池 　　　洞門 http://www.ogasawaramura.com/play/sea/minamijima.html

24 第１岩屋と第２岩屋 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_14001090_1.htm
観光・信仰対象 http://mirabeau.cool.ne.jp/enoshima/maniac/iwaya.html

25 新潟県 両津市 賽の河原 洞窟 信仰対象 http://www41.tok2.com/home/kanihei5/sadosainokawara.html

26 柏崎市 福浦猩々洞 洞窟 80m 遊覧船・自然保護区入洞不可 http://www.rurubu.com/Pref/Detail.asp?CategoryType=4&BookID=A090208
0&ChikuCD=1520506

27 信仰対象・国指定史跡
洞窟住居跡

14 羽咋郡 厳門 　　　洞門 洞門・遊覧船 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_17000696_1.htm

15 輪島市 窓岩 　　　洞門 曽々木海岸 http://shizenjin.net/beautiful_scene/area_002.html

28 ‘15・2 陣ヶ岡地区 A1　弁慶の抜け穴 洞窟 27.6m http://www.flib.u-fukui.ac.jp/kiyo/2002/ito.pdf

29 ‘15・2 A2　観音洞 洞窟 15.3m 福井大学教育地域科学部地学教室・三方中学校　2002

30 ‘15・2 A3　聖の穴洞窟 洞窟 14.4m

31 ‘15・2 A4 洞窟 32.5m

32 ‘15・2 A5 洞窟 8.2m

33 ‘15・2 A6 洞窟 6.5m

34 ‘15・2 和布・鮎川地区 B1 洞窟 35m+

35 ‘15・2 B2 洞窟 15.5m

http://www.city.himi.toyama.jp/kankozyouhou/midokoro/ozakai/ozakai.html

石川県

福井県

洞窟

富山県 氷見市 大境洞窟 洞窟

千葉県

東京都

神奈川県 藤沢市 江の島岩屋

http://www.ques.co.jp/syonai/photoe/ture14.html

宮城県 気仙沼市 潮吹き岩 　潮吹き穴 岩井崎・潮吹岩・石灰岩？

山形県 鶴岡市 八乙女洞窟 洞窟

観光船

男鹿市 孔雀の窟 洞窟

秋田県
男鹿市 大桟橋 　　　洞門

岩手県



36 ‘15・2 B3 洞窟 11.5m

37 ‘15・2 B4 洞窟 10.2m

38 ‘15・2 B5 洞窟 33.7m

39 ‘15・2 B6　鉾島洞窟 洞窟 29.8m

40 ‘15・2 浜北山地区 C1　鯨穴 洞窟 26.5m

41 ‘15・2 越前岬地区 D1　愛染明王洞 洞窟 23.5m 観光

42 ‘15・2 D2 洞窟 33m+

43 ‘15・2 D3　玉川観音洞 洞窟 46.5m 遺跡

44 ‘15・2 D4 洞窟 46.8m

45 ‘15・2 D5 洞窟 国道トンネルにより切断

46 ‘15・2 D6 洞窟 12.7m

47 ‘15・2 D7 洞窟 現在倉庫

48 ‘15・2 D8 洞窟 現在閉鎖

49 ‘15・2 D9 洞窟 17.9m

50 ‘15・2 D10 洞窟 元火葬場

51 ‘15・2 厨・米の地区 E1 洞窟 6m

52 ‘15・2 E2 洞窟 5m

53 ‘15・2 E3 洞窟 17.4m 鍾乳洞化

54 ‘15・2 E4　厨1号洞窟 洞窟 16m+

55 ‘15・2 E5 洞窟 14.2m

56 ‘15・2 河野地区 F1　下長谷1号洞窟 洞窟 25.6m 遺跡

57 ‘15・2 F2　下長谷2号洞窟 洞窟 13.7m 遺跡

16 小浜市 蘇洞門 　　　洞門 洞門・遊覧船 http://www.civilnet.or.jp/culture/chosatai/sotomo.htm
http://wakasa-fishermans.com/contents/kanko.html

58 ‘15・1 若狭湾・御神島 洞窟 http://www.geocities.jp/zztype0/10kanu07.html

59 下田市 二穴洞窟 洞窟 竜宮公園 http://kanko.tabimado.net/kanko/go/resource$id=SHSZ070011

17 賀茂郡 千貫門 　　　洞門 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_22002294_1.htm

60 賀茂郡 天窓洞 洞窟 観光洞・遊覧船・天然記念物 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_22011076_1.htm

18 伊東市 汐吹岩 　潮吹き穴 http://itp.ne.jp/contents/tabionsen/shizuoka/shiz02.html

19 愛知県 渥美郡 日出の石門 　　　洞門 沖の石門と岸の石門の２つ http://www.honokuni.or.jp/irago/spot/sekimon.html

20 三重県 熊野市 鬼ヶ城 　　　岩陰 砂岩 http://www.chubu-hakkenden.com/cgi-bin/ja/search/?id=176&prf=24

61 京都府 竹野郡 穴文殊 洞窟 http://www.pref.kyoto.jp/intro/21cent/kankyo/rdb/geo/db/sur0060.html

★ ‘15・5 滋賀県 長浜市早崎町（竹生島） 湖食洞窟 洞窟 35ｍ 湖食洞窟　他３洞・花崗岩 http://www.sawaisao.com/pdf/bc_6LittoralCave.pdf

62 和歌山県 http://www.o-bay.or.jp/kanko/area_wakayama.html
http://www.wakanoura.ecnet.jp/yuuran/yuuran.htm

63 有田郡 苅藻島の穴 洞窟 洞窟 http://www.town.yuasa.wakayama.jp/kankou/knishiarida.html

21 日高郡 立巌 　　　洞門 洞門・白崎海岸 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_30000429_1.htm

64 西牟婁郡 三段壁洞窟 洞窟 観光 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_30000793_1.htm

22 西牟婁郡 円月島 　　　洞門 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_30000782_1.htm

65 西牟婁郡 市江洞 洞窟 http://www1.odn.ne.jp/kitan/tsuki/tukpick3.html

66 西牟婁郡 志原洞 洞窟 http://www1.odn.ne.jp/kitan/tsuki/tukpick3.html

23 東牟婁郡 めがね岩 　　　洞門 http://www.h2.dion.ne.jp/~y_iwaki/taiji.htm

24 ‘15・2 東牟婁郡那智勝浦町 一の門 　　　洞門 荒船海岸 http://www.town.kushimoto.wakayama.jp/kanko/meisyo.html

67 ‘15・2 東牟婁郡串本町大島須江 地獄の釜 洞窟 25m http://wakayamapr.ikora.tv/e966172.html

68 東牟婁郡 くじらの博物館の穴（仮称） 洞窟 http://www.cavers.x0.com/life/cave.htm

69 東牟婁郡 忘帰洞 洞窟 温泉風呂（ホテル内） http://www.hotelurashima.co.jp/bokido/bokidotop.htm

70 東牟婁郡 玄武洞 洞窟 温泉風呂（ホテル内） http://www21.ocn.ne.jp/~spa-mich/todofuken/wakayama/016_urashima.htm

静岡県

和歌山市 鷹の巣上人窟 洞窟

福井県

観光（休業中）



71 美方郡　浜坂海岸 鍾乳日本洞門 洞窟 82m 石灰皮膜 http://sanin-geo.jp/modules/geopark/index.php/city/index010.html

72 美方郡　浜坂海岸 亀山洞門 洞窟 28m 石灰皮膜 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E6%B4%9E%E9%96%80

73 美方郡　但馬御火浦 通天洞門 洞窟 遊覧船 http://blog.livedoor.jp/mihonoura/archives/cat_921681.html

74 美方郡　但馬御火浦 下荒洞門 洞窟 63m 遊覧船 http://find-travel.jp/article/9101
75 美方郡　但馬御火浦 旭洞門 洞窟 http://www.nnn.co.jp/sp/geopark/?num=5

25 美方郡　但馬御火浦 十字洞門 　　　洞門 http://blog.livedoor.jp/mihonoura/archives/cat_921681.html

76 美方郡新温泉町 諸寄西ノ洞門 洞窟 7m 町指定天然記念物 http://find-travel.jp/article/9101

77 美方郡新温泉町 諸寄東ノ洞門 洞窟 60m 県指定天然記念物 http://find-travel.jp/article/9101

26 美方郡香美町 衣笠洞門 　　　洞門 遊覧船 http://www.nnn.co.jp/sp/geopark/?num=5

27 美方郡香美町 竜宮洞門 　　　洞門 遊覧船 http://www.nnn.co.jp/sp/geopark/?num=5

28 美方郡香美町 くじゃく洞門 　　　洞門 遊覧船 http://www.nnn.co.jp/sp/geopark/?num=5

78 http://www.env.go.jp/earth/esi/hyougo/leis.html
http://nosai-mikata.or.jp/uminagame/photgyarari.htm

29 豊岡市竹野町切浜 はさかり岩 　　　洞門 県天然記念物 http://sanin-geo.jp/modules/webphoto/index.php/photo/44/

79 豊岡市竹野町切浜 淀の洞門 洞窟 40m http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%80%E3%81%AE%E6%B4%9E%E9%96%80

80 徳島県 日和佐町 恵比寿洞 洞窟 40m http://www.town.minami.tokushima.jp/kanko/spots/06ebisu.html

81 ‘08・2 愛媛県 愛南町 えびのうど 洞窟 150m うど＝洞窟 愛媛県宇和島市在住の霜村氏情報による。

82 ‘08・2 愛南町 鹿島のうど 洞窟 120m うど＝洞窟 http://shikoku-net.co.jp/ehime/kankou/minamiuwagun/nishiumikankou.htm
http://www33.ocn.ne.jp/~kotaro_mil/iyosumi/towninfo/nishiumi.htm

83 室戸市室戸岬町 御厨人窟 洞窟 2つの洞窟が並ぶ http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_39000001_1.htm

84 室戸市室戸岬町 神明窟（御蔵洞） 洞窟 信仰対象 http://www.h5.dion.ne.jp/~bangai/mikurodo.htm

30 土佐清水市足摺岬 白山洞門 　　　洞門 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_39000150_1.htm

31 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_31000761_1.htm
http://www.yourun1000.com/

85 ‘15・1 岩美郡岩美町丸山 龍神洞 洞窟 150m 遊歩道 http://blog.zige.jp/san-in-museum/kiji/229875.html
http://www.jalan.net/kankou/spt_31302ab2070007741/

86 ‘15・1 島根県 松江市北部 加賀の潜戸(くけど) 洞窟 200m 潜戸観光遊覧船が運行 http://furusato.sanin.jp/p/area/matsue/01/
信仰対象

87 ‘15・1 松江市北部 旧潜戸 洞窟 信仰対象

88 ‘15・1 松江市島根町多古 多古の七つ穴 洞窟 9洞ある http://furusato.sanin.jp/p/mysterious/matsue/7/

32 隠岐郡 通天橋 　　　洞門 洞門 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E8%B3%80%E6%B5%B7%E5%B2%B8

89 隠岐郡 明暗の岩屋 洞窟 定期観光船 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_32010284_1.htm

90 ‘15・1 大田市静間町魚津 静之窟 洞窟 45m 信仰対象 http://www.visit-ohda.jp/594.html
(しずのいわや） http://www.cave-ens.com/pdf/CENS4_003.pdf

33 油谷町 籠宮の潮吹 　潮吹き穴 http://www.infochugoku.ne.jp/~mlit-cgt/kankou/spot200403.html

91 http://domestic.travel.yahoo.co.jp/bin/tifsklist?ken=35&y=21
http://www.jalan.net/kanko/SPT_135035.html

92 長門市 コーモリ洞 洞窟 遊覧船・青海島 同上

34 長門市 島見門 　　　洞門 遊覧船・青海島 同上

35 長門市 大門 　　　洞門 青海島 http://www.rurubu.com/sight/SightDetail.asp?BookID=A4400820

93 日本三大玄武洞のひとつ http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_40001201_1.htm
観光・遊覧船 http://kyushu.yomiuri.co.jp/pre-spe/sfuruten/sfu9908/fu990805.htm

94 佐賀県 唐津市 七ツ釜 洞窟 ７つの洞窟・遊覧船 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_41000121_1.htm

遊覧船・青海島

福岡県 糸島郡 茶屋大門 洞窟

山口県
長門市 黄金洞 洞窟

高知県

美方郡香美町　但馬御火浦 釣鐘洞門 洞窟 200m 国指定天然記念物

鳥取県 岩美郡 浦富海岸 　 　洞門

兵庫県



95 平戸市 鬼の洞窟 洞窟 度島・荒崎の突端 http://www.pref.nagasaki.jp/sima/html/profile/hirado/profile-hirado-all.html

96 壱岐市 鬼の足跡 洞窟 http://domestic.travel.yahoo.co.jp/bin/tifdetail?no=jtba4601160

36 ‘15・1 熊本県 天草市 天草町下田南 妙見洞門 　　　洞門 妙見浦・小舟が通る http://sites.onmap.jp/l-0/g-1/fp-105435/

37 大島郡 犬の門蓋 　　　洞門 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_46000026_1.htm

97 曽於郡 溝ノ口岩穴 洞窟 文化財・信仰対象 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_46000427_1.htm

38 ‘15・5 指宿市（薩摩半島の最南端） 俣川洲（またごし） 　　　洞門 伏目海岸、竹山の南 http://ibusuki-tabi.com/?page_id=78

98 ‘15・5 中種子町増田 馬立の岩屋 洞窟 http://www.navitime.co.jp/poi?spt=00020.23430580

99 ‘15・2 南種子島町 千座の岩屋 洞窟 http://tanekan.jp/miru.html

39 ‘15・5 和泊町(沖永良部島) フーチャ 　潮吹き穴 石灰岩？ http://www.nihonnotabi.com/kaigan/

100 ‘15・1 沖縄県 仲ノ御神島（西表島の南西） 仲ノ御神島洞窟 洞窟 海中（底）洞窟 http://jun291blog.com/?no=275

40 ‘15・5 恩納村 万座毛 　　　洞門 http://www.nihonnotabi.com/kaigan/

101 ‘15・2 恩納村真栄田岬 クマーヤガマ 洞窟 30m 青の洞窟 http://www.okinawa123.jp/sp_blue_cave/about_02.html

41 ‘15・5 宮古島市 砂山ビーチ 　　　洞門 石灰岩？ http://www.nihonnotabi.com/kaigan/

(番外)
巨釜・半造 http://travel.nifty.com/cs/catalog/travel_595/catalog_4001413_1.htm
・トンネル岩 http://www.karakuwa-kanko.jp/see/see_1.html

日高郡 白崎の海食洞 洞窟 石灰岩
日高郡 赤磐の穴 洞窟 石灰岩

大理石

和歌山県

長崎県

鹿児島県

宮城県 本吉郡 洞窟


