錦江湾の美しい景色と雄大な 桜 島 を
海から望むクルージングです ︒
普段見ることの出来ない冒険 の 旅 へ
出かけませんか︒

長島町
伊佐市
出水市
阿久根市
さつま町

湧水町
霧島市

鹿児島空港

薩摩
川内市

姶良市

隼人東IC

加治木JCT

いちき串木野市
鹿児島市

末吉財部IC

日置市

鹿児島市

鹿児島中央駅

志布志市

垂水市
鹿屋市

大崎町
東串良町

南さつま市
南九州市
枕崎市

肝付町
錦江町

指宿市

南大隅町

〈 運航料金〉 各コース共通
（消費税込）

TRIAL
ケーズデンキ霧島店

霧島錦江湾クルーズ

道

（隼人新港）

東九州自動車道｢隼人東 I C｣から海岸に向かって車で 3 分
〈隼人新港までのアクセス〉

※鹿児島空港より車で 30 分
※JR 隼人駅より車（タクシー）で 10 分
※志布志港フェリーターミナルより車で 60 分（東九州自動車道経由）
※霧島温泉郷（丸尾）より車で 50 分
海

乗船場所

灯台

駐車禁止

集合場所

隼人港︵漁港︶↓

隼人新港
出入り口

風向風速や波高により所要時間は変動します。
波が高い場合等、状況によりコースを変更し帰港します。
大人（12 歳以上）
2 名様以上で予約可
12 歳以上の小学生は小児と換算します。
小児 2 名で大人 1 名と換算します。
妊娠中の方、
1 歳未満の小児、小児だけでの乗船はできません。
使用船舶は電動トイレ装備船ですが、
乗船前に必ずトイレは済ませてください。
大人とは 12 歳以上、小児とは 12 歳未満
運行料金は、
乗船当日に現金でお支払いください（カード使用不可）
療育・障害者手帳をお持ちの方は、割引制度がありますので、ご提示の上ご相談ください。
（ご本人様について 1,000 円 割引いたします）
他のお客様との予約の関係上、
申込コースの変更はできません。

10

州自
動車

電灯ポール

チャーター便の場合・・・・出港予定日から 1 週間以内の全部キャン
セルは予定料金の 50％、
出港当日のキャンセルは予定料金の 100％
※悪天候等で欠航の場合、この規定は適用しません。
※人数の減少については、この規定は適用しません。
（ただし最低乗船人数 9 名様）

隼人東IC
東九

〈 キャンセル規定〉
出港当日のキャンセル・・・・予定料金の 50％
※悪天候等で欠航の場合、この規定は適用しません。
※人数の減少については、この規定は適用しません。
ただし最低乗船人数 2 名様以上で所定の人数分の料金となります。

毎日運航
（年末年始、船舶整備時は運休）・・・ 予約制

国立公園を海から〜

※Ｂコースにオプションを追加
する場合は、Ｂコース運行料金
に大人 1 名様 1,000 円（小児
500 円）が加算となります。

〈運航日程〉

至 国分

※小児 1 名につき 2,000 円（小児
2 名で大人 1 名に換算します）
※小学校に就学していない小児
は大人1名につき1名まで無料
※団体割引・・・7 名様以上 10％
13 名様以上 20％
※くろずレストランでの昼食代
は含みません。

至 鹿児島空港

223

霧島錦江湾

（大人 1 名につき 7,000 円）
2 名様 → 14,000 円
（大人 1 名につき 6,000 円）
3 名様 → 18,000 円
（大人 1 名につき 5,500 円）
4 名様 → 22,000 円
5 名様 〜 20 名様
→ 大人1 名につき 5,000 円 × 乗船人数

至 加治木

隼人新港乗船場

【ご予約・問い合わせ】

080-3182-3248

（岩村 / 7：00 〜21：00）
《停泊地》鹿児島県霧島市隼人町真孝
（隼人新港）
〈FAX 〉0995-57-4556
〈E-mail 〉info@kk-cruise.com
〈URL 〉http://kk-cruise .com/

霧島市観光協会〈URL〉http: //kirishimakankou.com/
錦江湾遊覧観光協会〈URL〉http://kinkouwan.net/

〈2018.5 改定〉

霧島市観光協会加盟
錦江湾遊覧観光協会会員

霧島錦江湾クルーズ

ご予約は前日13時までにお願いいたします。当日予約の場合はご希望にお応えで
きない場合がございますので、ご了承ください。
天候によっては安全第一のため、やむを得ず欠航する場合がありますので、予めご了
承ください。
運休日については、ホームページにて適宜ご連絡します。
ご予約はお電話またはホームページから E- ma i l でお願いします。

〈旅客定員〉
旅客定員は大人 20 名
（小学生以下の小児は 2 名で大人 1 名となります）
最小乗員は大人 2 名様からの運航となります。
1 号艇定員 8 名、2 号艇定員 12 名での運航となります。
乗船人数 9 名様〜 20 名様の場合はチャーター便（2 号艇）使用と
なりますので、原則 1ヵ月前の予約が必要となります。

〈乗降船場所〉
隼人新港：霧島市隼人町真孝 / 隼人新港出入口から 2 番目の電灯ポー
ル下へ出港 15 分前までに集合してください。
隼人新港の場所は東九州自動車道｢隼人東 I C｣出口を左折、海岸に向
かって進み（ケーズデンキ様を右手に見て）、突きあたりT 字路を右折し
た先左手です。
（隼人東 I C から車で 3 分）

【乗船に関する注意事項】
集合時間は厳守してください。また、帰港後の予定には十分な余裕
をお願いします。
トイレは乗船前に必ず済ませてください。船内にも電動トイレを
装備しています。
服は陸上より 1 枚多く着用、靴は動きやすく滑りにくい物でお願
いします。
体調のすぐれない方、泥酔者は乗船をお断りいたします。
隼人新港内駐車場は駐車禁止場所以外を使用し、他車の出入りに
ご配慮ください。駐車場無料

安心

クルーズ船
（1号艇）紹介

快適

●全長 30ft（8.89ｍ）全幅（2.49ｍ）
●最大速力28ノット
（時速 52ｋｍ/ｈ）
●冷暖房完備
●小型冷蔵庫完備
●電動トイレ完備
●簡易雨
（波）
よけシート
●観光案内用スピーカー

