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世界遺産

　溶岩に囲ま
れた港に上陸!

霧島錦江湾クルーズ

埋没鳥居
を見学に。

福山町観光
「海コース」

沖瀬沖瀬沖瀬

平瀬平瀬平瀬

牛根大橋牛根大橋

道の駅たるみず道の駅たるみず

牛根大橋

赤水港赤水港

若尊カルデラ若尊カルデラ

ブリ養殖生簀

霧島温泉郷

日当山温泉日当山温泉

仙巌園仙巌園

姶良カルデラの壁姶良カルデラの壁

鹿児島本港区鹿児島本港区鹿児島本港区

塩屋ヶ元港塩屋ヶ元港塩屋ヶ元港

福山港福山港

マリンポート
かごしま
マリンポート
かごしま

隼人新港隼人新港

8

1

2

3

11

12

10

9

4

5

6
7

ブリ養殖生簀

霧島温泉郷

霧島錦江湾国立公園は、霧島や
桜島、指宿、佐多までの広範囲
な火山活動によって生み出さ
れた特長的な地形や美しい風
景などが多く存在し、深海を持
つ日本で唯一の内湾なのです。

ＡコースＢコース

Ｂコース霧島コース

福山町観光コース

旧田中家別邸

くろずレストラン

霧島神宮
温泉郷
霧島神宮
温泉郷

妙見・安楽
温泉郷
妙見・安楽
温泉郷

霧島錦江湾クルーズ

錦江湾の美しい景色と雄大な桜島を海から臨むクルージング！
霧島から冒険の旅に出てみませんか？
錦江湾の美しい景色と雄大な桜島を海から臨むクルージング！
霧島から冒険の旅に出てみませんか？

新島上陸!

霧島観光

マリンポート
桟橋発着！

隼人新港→　隼人三島（神造島：辺田小島・弁天島・沖小島）→　白浜温泉沖（桜島大根畑・桜島
小みかん畑）→　桜島港フェリーターミナル→　溶岩なぎさ遊歩道→　烏島・赤水港沖（大正
溶岩原・赤水展望広場）→　沖小島（立神）→　大正湾（大正溶岩）→開聞岳眺望→　マリンポー
ト寄港 30分（大型クルーズ船寄港地）→　神瀬灯台→　鹿児島本港区・北ふ頭→　磯海岸、仙巌
園（世界遺産）沿岸→　竜ヶ水（姶良カルデラの壁）→隼人新港帰港
【運航時間】
午前 9時 30 分出港（集合：午前 9時 15 分）⇒マリンポート寄港（午前 11時）⇒隼人新港着  午後 0時 30 分
午後 2時出港（集合：午後 1時 45 分）⇒マリンポート寄港（午前 3時 30 分）⇒隼人新港着  午後 5時
＊「マリンポートかごしま」で下船することもできます。

 Ａコース（錦江湾奥桜島東回り）
〈乗船時間1時間50分＋新島（桜島の安永噴火で海底が隆起）上陸40分＋
桜島黒神埋没鳥居30分＝所要時間3時間〉
隼人新港→①隼人三島（神造島：辺田小島・弁天島・沖小島）→②中ノ島・硫黄島→③新島（通称：
燃島）上陸 40 分（トイレ有）→大燃崎（文明溶岩）→④桜島南岳昭和火口・山頂火口→⑤塩屋ヶ
元港（昭和溶岩・天平宝字溶岩）→⑥黒神埋没鳥居見学 30 分：（トイレ有）→長崎鼻→⑦牛根大
橋・牛根麓地区姶良カルデラ壁→⑧ブリ養殖生簀→⑨若尊カルデラ（たぎり：火山性熱水噴気
活動）→⑩若尊鼻（若尊神社）→霧島連山眺望→隼人新港帰港
＊新島（燃島）では 40 分間上陸し、以前は海底であった姶良カルデラ中心部の島を散策します。
＊塩屋ケ元港から黒神埋没鳥居までは片道徒歩約 8分（約 500ｍ）
【運航時間】　
  ※月・火・木・土曜日
午前9時30分出港（集合：午前9時15分）⇒隼人新港着  午後0時30分
午後2時出港（集合：午後1時45分）⇒隼人新港着  午後5時
  ※水・金・日曜日
午前10時出港（集合：午前9時45分）⇒隼人新港着  午後1時
午後1時30分出港（集合：午後1時15分）⇒隼人新港着  午後4時30分

 海コース〈クルーズAコース＋黒酢の町福山町（くろずレストラン・
  くろず情報館）〉・・（霧島市観光協会）
（クルーズＡコース＋黒酢の町福山町（くろずレストラン＆くろず情報館）
〈乗船時間 1時間50 分＋新島上陸40分＋桜島黒神埋没鳥居見学30分＋福山町くろずレ
ストラン・旧田中家別邸見学1時間50分＝所要時間4時間50分〉
　隼人新港→霧島錦江湾クルーズＡコース（①～⑨）→福山港（下船）～福山町（くろずレストラン
昼食＆くろず情報館・旧田中家別邸）110 分～福山港（乗船）→福山町沿岸→クルーズ Aコース
⑩→霧島連山眺望→隼人新港帰港
＊福山港からくろずレストラン・くろず情報館までは片道徒歩約 20分（約 1.3ｋｍ）
＊旧田中家別邸は、福山港からくろずレストランに行く途中にあります。
＊くろずレストラン「壺畑」で食事をされる場合は、席の予約手配をいたします。
　【運航時間】　
  ※月・火・木・土曜日
午前9時30分出港（集合：午前9時15分）⇒福山港着  午前12時 → 
福山港発  午後1時50分 ⇒ 隼人新港着  午後2時20分 
  ※水・金・日曜日
午前10時出港（集合：午前9時45分）⇒福山港着  午後0時30分 → 
福山港発  午後2時20分 ⇒ 隼人新港着  午後2時50分 

  霧島コース（「マリンポートかごしま」浮桟橋発着）
（錦江湾奥クルーズ＋黒酢の町福山町観光（昼食）または霧島市観光（昼食）（霧島市観光協会）
〈乗船時間 3時間＋「黒酢の町」福山町観光・昼食 2時間または霧島観光・昼食・温泉 2時
間＝所要時間5時間〉
　マリンポートかごしま出港→　神瀬灯台→　溶岩なぎさ遊歩道（大正溶岩）→　桜島港フェリー
ターミナル→　白浜温泉沖（桜島大根畑・桜島小みかん畑）→猪ノ子島→②中ノ島・硫黄島→③
新島（上陸無）→大燃﨑→④桜島南岳昭和火口・山頂火口→⑨若尊カルデラ（たぎり：火山性熱水
噴気活動）
〈福山観光〉福山港（下船）→福山町（くろずレストラン昼食・くろず情報館・旧田中家別邸・宮浦宮・
夫婦イチョウ）120 分→福山港（乗船→⑩若尊鼻（若宮神社）→霧島連山眺望→隼人新港（寄港））
〈霧島観光〉福山港 (寄港 )→⑩若尊鼻（若尊神社）→霧島連山眺望→隼人新港（下船）～霧島観光 (昼
食・日帰り温泉・西郷どん村等)120分→隼人新港（乗船）→①隼人三島→　竜ヶ水（姶良カルデラ壁）
→　仙巌園（世界遺産・磯海岸沿岸）→　鹿児島本港区→マリンポートかごしま帰港（浮桟橋着）
 【運航時間】　
午前10時出港（集合：午前9時45分）
〈福山観光〉⇒福山港着  午前11時30分→福山港発　午後1時30分
〈霧島観光〉⇒隼人新港着  午後0時→隼人新港発　午後2時⇒マリンポートかごしま着　午後3時 

　

＊ご予約は前日 13時までにお願いします。当日の予約はできませんので、予めご了承ください。
＊福山町観光（昼食）または霧島観光（昼食）のどちらかを選択していただきます。
＊福山港から「くろずレストラン壺畑」までは片道徒歩約 20 分（約 1.3ｋｍ）
＊福山町「くろずレストラン壺畑」で食事をされる場合は席の予約手配をいたします。
＊旧田中家別邸は、福山港からくろずレストランに行く途中にあります。
＊宮浦宮・夫婦イチョウは、福山港から徒歩約 6分（約 400ｍ）です。
＊霧島観光で隼人新港からタクシーをご利用の場合は予約の手配をいたします。
＊霧島市隼人町「日当山西郷どん村」まで、タクシーで 10 分（約 6ｋｍ）です。
＊日当山西郷どん村（西郷どんの宿、足湯、レストラン、特産品販売所）
　TEL：0995-42-5880（9：00～18：00 年中無休）
＊霧島観光での昼食や日当山温泉日帰り入浴等で予約が必要な場合は、お客様での手配が必要となります。
＊隼人新港で下船することもできます。

 Ｂコース（錦江湾央桜島西回り）
〈乗船時間2時間30分＋マリンポート30分＝所要時間3時間〉

鹿児島市中央港新町大型観光船バース
「マリンポートかごしま」浮桟橋
※鹿児島中央駅から 6.3ｋｍ、車（タクシー）で20分
※産業道路「金属団地」交差点から海側へマリンポート
　大橋を渡って右手の浮桟橋（長さ 32ｍ、幅 14ｍ）
※JR 指宿枕崎線宇宿駅、市電：脇田電停から約 1.2ｋｍ
※駐車場は浮桟橋前の西駐車場（無料）をご利用ください。

〈マリンポートかごしままでのアクセス〉

全コース予約制

【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。●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。●体調のすぐれない
方、泥酔者は乗船をお断りいたします。●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。

〈乗船定員〉
乗船定員は 20 名（1号艇 /定員10名、2号艇 /定員10 名）
最小乗員は 2名様からの運航となります。
乗船人数11名様～ 20名様は、団体専用で2隻での運行（2号艇使用チャーター便）
となりますので、原則 1ヵ月前の予約が必要となります。
大人は12 歳以上（中学生以上）、小児は12歳未満の方です。小児2名で大人1名に換算します。

ご予約は前日13時までにお願いします。
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隼人新港

霧島錦江湾クルーズ
錦江湾遊覧観光協会会員
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霧島錦江湾クルーズ

【ご予約・問い合わせ】

080-3182-3248
（岩村 / 7：00～21：00）

・・・・・・・・・・ の部分がプライベートクルーズ航海範囲です。

キャッシュレス決済がご利用いただけます。
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東九州自動車道｢隼人東 I C ｣
を降りて、海岸に向かって車
で3分〈隼人新港内〉

《停泊地》　鹿児島県霧島市隼人町真孝（隼人新港）
〈FAX〉 0995-42-6303
〈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/

※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

〈隼人新港までのアクセス〉

隼人東IC隼人東IC

霧島錦江湾クルーズ
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（隼人新港）（隼人新港）
霧島錦江湾クルーズ

■半日プラン
・Aコース（桜島東回り）午前便・午後便
・Bコース（桜島西回り）午前便・午後便
■1日プラン
・海コース（Aコース＋黒酢レストラン昼食）
・霧島コース（マリンポート鹿児島発着、
　黒酢の町福山町観光・昼食または霧島観光・昼食・温泉）
■プライベートクルーズ（時間・コース自由設定プラン）
■サンセット・ナイトクルーズ（錦江湾の夕日・鹿児島市街地の夜景）

2 名～ 10 名様 →大人1名につき8,000円×人数（小児は 1名 3,500 円）
11名～20 名様 →大人1名につき6,000円×人数（小児は 1名 3,000 円）
※11名様以上は団体専用（1・2号艇使用）となります。
　

2名～ 10 名様 →大人1名につき8,500円×人数（小児は 1名 3,500 円）
11名～20 名様 →大人1名につき6,500円×人数（小児は 1名 3,000 円）
※11 名様以上は団体専用（1・2号艇使用）となります。
※くろずレストランでの昼食代は含みません。
　

2名～ 10 名様 →大人1名につき12,000円×人数（小児は 1名 6,000 円）
11名～20 名様 →大人1名につき10,000円×人数（小児は 1名 5,000 円）
※11 名様以上は団体専用（1・2号艇使用）となります。
※霧島・福山町での昼食代や温泉入浴料金、観光に関わる費用は含みません。

〈運航料金〉

A・B コース

（消費税込、2019年10月1日改定）

※大人は 12 歳以上（中学生以上）、小児は小学生です。※小学校に就学していない小児は大人1名に
つき1名まで無料です。※飲食物の持ち込みは自由です。（冷蔵庫・電子レンジ・ポット完備）※キャ
ビン内にエアコン・個室トイレを完備しています。※船内放送による観光案内をいたします。※運
行料金は乗船当日に現金またはキャッシュレス決済でお願いします。※療養・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。※７名様～ 10 名様までのご予
約は、プライベートクルーズをご検討ください。

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、最低乗員 2 名様以上で所定の人数分の料
　金となります。

チャーター便・団体の場合・・・・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％、
出港日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 11 名様）

〈キャンセル規定〉

A・B・海・霧島コース共通

海コース

霧島コース

　・1号艇使用 10名様までの貸切で、2週間前までの予約が必要です。
・出港場所は隼人新港で、帰港場所も原則隼人新港となりますが、
　マリンポート（鹿児島市中央港区）からの出港・帰港もご相談ください。
・飲食物の持ち込みも自由です。（冷蔵庫・電子レンジ・ポット完備）
・エアコン・個室トイレ完備。カラオケ設備も完備しています（無料）。
・硫黄島・黒島・竹島（三島村）へのクルーズをご希望の方は、1か月前までに
　ご連絡ください。（行程等のご相談を承ります。）
　【運航時間】・・出港・帰港時間フリー
＊出港時間の 30 分前に隼人新港に集合してください。
＊直行で指宿まで約 2時間、佐多岬まで約 3時間です。
　（ただし天候により所要時間は変動します。）
＊霧島隼人新港→鹿児島→指宿→長崎鼻・開聞岳（別名薩摩富士）→佐多岬→荒平天
　神沖（鹿屋市）→江の島（垂水市）→霧島隼人新港の錦江湾周遊コースで、所要時間
　は約 7時間です。途中、鹿児島、指宿、佐多岬への寄港や下船もご相談を承ります。
＊当日の天候により、所要時間の変動やコースについての変更を余儀なくされるこ
　とがありますのでご了承ください。

プライベートクルーズ〈運航料金〉
　大人 2名様～ 10 名様・・・3時間まで 50,000円
（以降、1時間毎に10,000円を加算）
※大人は 12 歳以上（中学生以上）です。
※乗船人数は小児（12 歳未満）2名で大人 1名に換
　算します。
※運航料金は乗船当日に現金またはキャッシュレス
　決済でお願いします。
※A・B・海・霧島コースのクルーズもできます。
　（7名様以上 10 名様までのご予約の場合はご検討ください。）

サンセットナイトクルーズ（乗船時間＝所要時間2時間）
　＊霧島隼人新港→❶隼人三島→加治木湾→13竜ヶ水→12磯海岸・仙巌園沖→
　11北ふ頭・ベイエリア→1213❶→隼人新港帰港
・1号艇使用、2名様以上～10 名様までです。
・飲食物の持込は自由です。・カラオケ設備も完備（無料）
・ご予約は当日午後 2時まで承ります。（運航期間：8月～ 10 月）
【運航時間】　
隼人新港出港：日の入時刻の30分前を基準とします。
⇒隼人新港帰港：出港から 2時間後
※出港時間につきましては、予約時にご相談させていただきます。

サンセットナイトクルーズ〈運航料金〉
　大人 2名様～ 10 名様・・・2時間まで 20,000円
（1運航につきグループ 1組の貸切となります。）
※大人は 12 歳以上（中学生以上）です。
※乗船人数は小児（12 歳未満）2名で大人 1名に
　換算します。
※運航料金は乗船当日に現金またはキャッシュ
　レス決済でお願いします。

予約制・貸切

プライベートクルーズ

隼人新港内駐車場は駐車禁止場所以外を使用してください。（駐車場無料）

クレジットカード 交通系電子マネー

電子マネー

QR

錦江湾でお客様の行きたい所、見たい場所等を、
お客様ご自身で自由にコース設定していただけます。

※料金は全て消費税込みです。
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