
 

 

 

 

●ご利用

   

徳之島の北側は、そのまんまの自然が残っています。未開発の海やその景観は、世界自然遺

産候補地になるべくしてなったと言えます。そのような自然の中、

だまりで

むも良し！

 

●料金について

  

☆SUP

  ☆シーカヤック

  ☆シュノーケルセット

  ☆マリンシューズ

   ※

   ※上記料金に含まれるもの・・・

                   

   ※参加者の傷害保険補償内容

       

 

◆利用料金の設定例

  ☆3

      

             

 

  ☆４名でシーカヤックを

      

             

 

☆10

      

      

         

             

 ☆

      

      

ご利用期間： 基本シーズンは、

徳之島の北側は、そのまんまの自然が残っています。未開発の海やその景観は、世界自然遺

産候補地になるべくしてなったと言えます。そのような自然の中、

だまりで浮かんで

むも良し！いろんな出会いが待っています

について  

SUP・・・・・・

シーカヤック

☆シュノーケルセット

☆マリンシューズ

※SUP・カヤックを楽しむ

※上記料金に含まれるもの・・・

                   

※参加者の傷害保険補償内容

       （死亡

利用料金の設定例

3 名で SUP

      

             

☆４名でシーカヤックを

      

             

10 名で、２

      

      

         

             

☆20 名で、２時間

      

      

基本シーズンは、

徳之島の北側は、そのまんまの自然が残っています。未開発の海やその景観は、世界自然遺

産候補地になるべくしてなったと言えます。そのような自然の中、

浮かんでゆったりとした時間

いろんな出会いが待っています

  保有機材≪

・・・ １時間

シーカヤック・・・１時間

☆シュノーケルセット・・・

☆マリンシューズ・・・・・

・カヤックを楽しむ

※上記料金に含まれるもの・・・

                   

※参加者の傷害保険補償内容

（死亡 500 万円、入院

利用料金の設定例 

SUP を 2 時間、

SUP 料金＝

      SUP ガイド料金＝ガイド

             合計＝￥

☆４名でシーカヤックを 2

カヤック料金＝

      カヤックガイド料金＝ガイド

             合計＝￥

２時間 SUP２艇、カヤック

      SUP 料金＝

      カヤック料金＝

         SUP・カヤック

             合計＝

名で、２時間 SUP3

      SUP 料金＝

      カヤック料金＝

基本シーズンは、5 月～

徳之島の北側は、そのまんまの自然が残っています。未開発の海やその景観は、世界自然遺

産候補地になるべくしてなったと言えます。そのような自然の中、

ゆったりとした時間を満喫するも良し！

いろんな出会いが待っています

≪SUP3 艇、シーカヤック

１時間￥500-（１艇）

１時間￥500-（１艇）

・・・ 1 セット￥

・・・・・ 1 組￥100

・カヤックを楽しむために、

※上記料金に含まれるもの・・・ 

                   

※参加者の傷害保険補償内容 

万円、入院 5

時間、利用した場合

料金＝3 艇×￥500

ガイド料金＝ガイド

合計＝￥11,000

2 時間、利用した場合

カヤック料金＝4 艇×￥

カヤックガイド料金＝ガイド

合計＝￥12,000

２艇、カヤック

料金＝2 艇×￥500

カヤック料金＝4 艇×

・カヤックガイド料金＝ガイド

合計＝￥22,000

SUP3 艇、カヤック

料金＝3 艇×￥500

カヤック料金＝5 艇×￥

月～10 月 

徳之島の北側は、そのまんまの自然が残っています。未開発の海やその景観は、世界自然遺

産候補地になるべくしてなったと言えます。そのような自然の中、

を満喫するも良し！

いろんな出会いが待っていますよ～～。

艇、シーカヤック

（１艇）＋ガイド

（１艇）＋ガイド

セット￥100-（数には限りがあります。）

100-（数には限りがあります。）

ために、それぞれにガイド（操作指導・安全指導）が

 SUP、シーカヤック、ライフジャケット

                   保険料、消費税

5 千円/日額、通院

利用した場合 

500×2 時間＝￥

ガイド料金＝ガイド 1 名×￥

,000（÷3 名）

時間、利用した場合 

艇×￥500×2

カヤックガイド料金＝ガイド 1 名×￥

12,000（÷4 名）

２艇、カヤック 4 艇を利用した

500×2 時間

艇×￥500×2

ガイド料金＝ガイド

,000（÷10

艇、カヤック 5 艇を利用した場合。

500×2 時間＝￥

艇×￥500×2

徳之島の北側は、そのまんまの自然が残っています。未開発の海やその景観は、世界自然遺

産候補地になるべくしてなったと言えます。そのような自然の中、

を満喫するも良し！ご自分にあったガイド

。 

艇、シーカヤック（2 人乗り）

＋ガイド 1 名￥

＋ガイド 1 名￥

（数には限りがあります。）

（数には限りがあります。）

ガイド（操作指導・安全指導）が

、シーカヤック、ライフジャケット

消費税 

日額、通院 3 千円

時間＝￥3,000

名×￥4,000×2

名） １人当たり、

 

2 時間＝￥4,000

名×￥4,000

名） １人当たり、

利用した場合。

時間＝￥2,000

2 時間＝￥4,000

ガイド料金＝ガイド 2 名×￥

10 名） １人当たり、

艇を利用した場合。

時間＝￥3,000

2 時間＝￥5,000

徳之島の北側は、そのまんまの自然が残っています。未開発の海やその景観は、世界自然遺

産候補地になるべくしてなったと言えます。そのような自然の中、SUP＆

ご自分にあったガイド

人乗り）５艇≫

名￥4,000（操作指導・安全指導）

名￥4,000（操作指導・安全指導）

（数には限りがあります。）

（数には限りがあります。） 

ガイド（操作指導・安全指導）が

、シーカヤック、ライフジャケット

千円/日額） 

,000- 

2 時間＝￥8

１人当たり、1 時間

4,000- 

4,000×2 時間＝￥

１人当たり、1 時間￥

場合。 

,000- 

,000- 

￥4,000×2

人当たり、1

艇を利用した場合。 

3,000- 

5,000- 

徳之島の北側は、そのまんまの自然が残っています。未開発の海やその景観は、世界自然遺

＆カヤックで

ご自分にあったガイドコース

≫ 

（操作指導・安全指導）

（操作指導・安全指導）

（数には限りがあります。） 

 

ガイド（操作指導・安全指導）が付きます

、シーカヤック、ライフジャケット 

 

8,000- 

時間約￥1,8

時間＝￥8,000- 

時間￥1,500

2 時間＝￥16,000

1 時間￥1,100

徳之島の北側は、そのまんまの自然が残っています。未開発の海やその景観は、世界自然遺

で金見の潮

コースで楽し

（操作指導・安全指導） 

（操作指導・安全指導） 

付きます。 

1,830- 

 

1,500- 

16,000- 

1,100- 



         SUP・カヤックガイド料金＝ガイド 2 名×￥4,000×2 時間＝￥16,000- 

             合計＝￥24,000（÷20 名） １人当たり、1 時間￥600- 

 

●主な注意点など  

 

 【時間・料金】 

・ 集合場所は、「ジビエカフェとうぐら」。（※アクセスは、ホームページでご確認ください。） 

  ・ 貸出し、返却は、9：30～16：30 の間でお願いします。 

    ※上記時間外は、要相談。 

・ 対応数に限りがありますので、ご予約時に貸出し希望のお時間を確認しております。 

・ 利用料金は、前払です。 

・ 申込時に申告した時間よりも、早く止めた場合でも、差額の返金はありません。 

・ 申込時に申告した時間を、15 分超過した場合は、1 時間の超過として、追加料金を徴収

いたします。 

・ 天候（台風、低気圧、潮位、風の向き・強さなど）によっては、直前に中止する場合があ

ります。その場合に、前金を頂いていた場合は、返金いたします。 

 

 【ルール・服装など】 

・ 体験開始前に注意点等の説明をします。耳を傾けましょう。 

・ 酔っている方や、体調不良の方は、お断りする場合があります。 

・ 体験中の飲酒は、固くお断りします。 

・ ガイドの指示に従わない場合は、途中で中止する場合もあります。この場合、途中であっ

ても、差額の返金はありません。 

・ 女性は、上は水着の上にラッシュガードなどの薄手の長袖か、濡れても良い T シャツの上

にラッシュガードなどの薄手の長袖。ボトムはレギンスにサーフパンツなど。 

・ 男性は、上は T シャツなど、ボトムはサーフパンツなど。 

・ 上記服装の上に、男性も女性もこちらが準備したライフジャケットを着用します。 

・ 推奨は、マリンシューズ。クロックスは不可。 

 

【事前に必ず準備して頂くもの】 

・ お着替え 

・ タオル類 

・ お飲み物 

・ 帽子 

 

【当日あると便利なもの】 

・ 日焼け止め 

・ 酔い止め 

・ サングラス（※落下防止のストラップ付推奨） 

・ 防水カメラ（※取扱は、自己責任でお願いします。） 

 

 



●貸出し～返却までの主な流れ 

 

  ①現地集合（貸出し店舗「ジビエカフェとうぐら」） 

        ↓ 

  ②体験システムの説明（約 3 分） 

        ↓ 

  ③申請書類、同意書などの書類の記入・提出（約 5 分） 

        ↓ 

④機材の使用説明、注意事項の説明（約 10 分） 

※機材の準備のお手伝いをお願いいたします。 

        ↓ 

   ～～～～レンタル開始～～～～ 

        ↓ 

  ⑤体験終了（ガイドの指示に従って下さい。） 

※機材の片づけのお手伝いをお願いいたします。 

   ※返却時は、念のため、ご一緒に機材の破損等の有無などの確認を行います。 


