
仙巌園は、国の名勝に指定されている薩摩藩主島津
家の別邸。目の前の雄大な桜島を築山に、錦江湾を
池にみたてた大自然の借景庭園は天下の名園として
知られており、園内いたるところに薩摩の歴史を物語
る史跡が残されています。
尚古集成館は、島津家伝来の史料を中心に文書や
書画、工芸品や機械類など約１万点を収蔵していま
す。また、この一帯は、28代島津斉彬による「集成館
事業」が展開された近代日本発祥の地であり、「明治
日本の産業革命遺産」の構成資産として平成27年７
月に世界文化遺産登録されました。

維新ふるさと館は、幕末から明治維新に活躍した西郷隆盛
や大久保利通などの生誕地にあり、“維新のふるさと”とも
言える加治屋町に位置しています。近代日本の原動力と
なった鹿児島の歴史や先人の偉業を、映像・ジオラマ・ロ
ボットなどハイテク技術を使った多彩な展示と演出で、分か
りやすく紹介しています。　また、薩摩藩が幕末、明治維新
の人材を多く輩出した一因となったと言われている当時の教
育システム「郷中（ごじゅう）教育」を体感できるコーナーもあ
ります。（予約すれば、解説員による「御中教育」の講話もあ
ります。）

所在地 鹿児島県鹿児島市吉野町9700－１ 所在地 鹿児島県鹿児島市加治屋町23-１

電話 仙巌園099-247-1551、尚古集成館247-1511 電話 099-239-7700

FAX 仙巌園099-247-9539、尚古集成館248-4676 FAX 099-239-7800

交通アクセス
九州自動車道姶良I.Cから車で25分
鹿児島中央駅から車で20分

交通アクセス
九州自動車道鹿児島ＩＣから車で20分
ＪＲ鹿児島中央駅から徒歩8分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 有料（お尋ねください） 駐車場料金等 無料

開館時間 8:30～17:30 開館時間 9:00～17:00（入館は16:30まで）

見学所要時間 60分以上 見学所要時間 60分～

受入人数 制限無し 受入人数 制限無し

休館日 年中無休 休館日 年中無休

料金
（仙巌園・尚古集成館共通）高校生以上1,000円、小中学生500円
（御殿ガイドツアー付）高校生以上1,600円、小中学生800円
修学旅行は､割引料金有　要相談

料金
高校生以上300円（240円）、小・中学生150円（120円）、（）内は団
体。

予約の必要性 必要 予約の必要性 必要

予約申込方法 電話 予約申込方法 ＨＰより申込書をダウンロードしＦＡＸにて申込

施設アドレス http://www.senganen.jp 施設アドレス http://www.ishinfurusatokan.info

観光ＨＰ紹介 http://www.kagoshima-kankou.com 観光ＨＰ紹介 http://www.kagoshima-kankou.com

施
設

施
設

仙巌園・尚古集成館　　　　　鹿児島①

（写真）

維新ふるさと館　　　　　鹿児島②

（写真）

http://www.senganen.jp/
http://www.ishinfurusatokan.info/
http://www.kagoshima-kankou.com/
http://www.kagoshima-kankou.com/


明治百年(昭和43年)を記念して，昭和58(1983)年に
開館した県立の人文系総合博物館で，鹿児島の歴
史，考古，民俗，美術・工芸を紹介しています。
　また、大河ドラマ「篤姫」で使用された駕籠、衣裳等
も展示されています。
　黎明館の敷地は，鹿児島(鶴丸)城本丸跡で，現在
でも濠，石垣，石橋など由緒あるものが残っており，
これらは鹿児島県指定史跡になっています。

鹿児島市は幕末、明治維新のゆかりの地が中心市街
地とその周辺に点在しており、そのエリアでは路面電
車や周遊バスも利用できることから「班別学習・グ
ループ学習」にも最適な場所です。
主な見所として、維新ふるさと館、かごしま近代文学
館、歴史資料センター黎明館、西郷銅像、石橋記念
公園、尚古集成館などがあります。鹿児島一の繁華
街「天文館」もこのエリアにあり、お土産の購入の他、
鹿児島名物のかき氷「白熊」も堪能できます。

所在地 鹿児島市城山町7-2 所在地 鹿児島県鹿児島市

電話 099-222-5100 電話
099-216-1344
（鹿児島市観光プロモーション課）

FAX 099-222-5143 FAX
099-216-1320
（鹿児島市観光プロモーション課）

交通アクセス
鹿児島中央駅から電車・バスを利用
電車・バス（ 「市役所前」）下車徒歩5分

駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場・駐車場料金等 各施設による

開館時間 9:00～18:00（入館は17:30まで） 開館時間 各施設による

見学所要時間 60分～ 見学所要時間 ルートによる（3時間～）

受入人数 制限無し 受入人数 各施設による

休館日
月曜日（国民の祝日の時は翌日）、毎月25日（土・日曜日
の時は開館）、　12月31日～1月2日 休館日 各施設による

料金
一般310円（230円）、高・大生190円（120円）、小・中
生120円（60円）　（）は団体。

料金 各施設による

予約の必要性 団体の場合は必要 予約の必要性 各施設による

予約申込方法 電話もしくはＦＡＸ 予約申込方法 各施設による

施設アドレス http://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan 施設アドレス 各施設による

観光ＨＰ紹介 http://www.kagoshima-kankou.com 観光ＨＰ紹介 http://www.kagoshima-kankou.com
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設

施
設

歴史資料センター黎明館   鹿児島③ 鹿児島市内班別学習　鹿児島④

交通アクセス

鹿児島中央駅を起点に鹿児島市内の主要観光スポッ
トを巡回する定期路線バス「かごしまシティビュー」（1
日乗車券　600円）や「まち巡りバス」(大人500円）が便
利です。

http://www.pref.kagoshima.jp/reimeikan
http://www.kagoshima-kankou.com/
http://www.kagoshima-kankou.com/


２万数千年前に現在の錦江湾北部の火山活動
によってできた姶良カルデラと錦江湾の南部に
あった阿多カルデラの境目に誕生した桜島火
山。いまもなお毎日噴煙を上げ続ける桜島は、
生きた火の山であり、その地域活動と大自然を
体感し、その中で暮らす人々の営みについて学
ぶことができます。

鹿児島の温暖な気候と微生物の力を借りて、職
人の手で育まれ、じっくり時間をかけて生まれる
「福山町の黒酢」は２１世紀の今日でも昔と変わ
らない製法で造られています。この施設では、ス
タッフの案内付きで黒酢の歴史や製造方法を学
ぶことができます。

所在地 鹿児島県鹿児島市桜島横山町1772-29 所在地 鹿児島県霧島市福山町福山3075

電話 099-293-2443 電話 0995-54-7200

FAX 099-293-2443 FAX 0995-55-2800

交通アクセス 桜島港から車3分、徒歩10分 交通アクセス 東九州自動車道国分ＩＣから車で約15分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

開館時間 9:00～17:00 見学時間 9:00～17:00

見学所要時間 60分 見学所要時間 40分程度

受入人数 80人 受入人数 50人程度

休館日 年中無休 休館日 年中無休

料金 無料 料金 無料

予約の必要性 団体の場合は必要 予約の必要性 団体の場合は必要

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://www.sakurajima.gr.jp/svc 施設アドレス http://www.tsubobatake.jp

観光ＨＰ紹介 http://www.kagoshima-kankou.com 観光ＨＰ紹介 http://www.kagoshima-kankou.com

施
設

桜島火山学習（桜島ビジターセンター）　鹿児島⑤

（写真）

くろず情報館「壺畑」　　鹿児島⑥

（写真）

施
設

http://www.sakurajima.gr.jp/svc
http://www.tsubobatake.jp/
http://www.kagoshima-kankou.com/
http://www.kagoshima-kankou.com/


鹿児島の海の生きものを中心に約500種3万点
の生きものを展示しています。カツオやマグロ、
大型のエイが群泳する黒潮大水槽は圧巻。観客
参加型の「いるかの時間」、ガイドツアー、デンキ
ウナギの放電やアザラシの食事解説など、毎日
のイベントも充実しており、海につながる屋外水
路ではイルカのパフォーマンスを間近で見ること
ができて迫力満点。
年3回、テーマを変えて特別企画展を開催してい
ます。

知覧は、太平洋戦争末期、陸軍の特攻基地が置
かれた町です。知覧特攻平和会館は、その当
時、人類史上類のない爆装した飛行機で敵艦に
体当たりしていった陸軍特別攻撃隊員の遺影、
遺品、記録等貴重な資料を収集・保存・展示して
あります。当時の真情を後世に正しく伝え、世界
恒久の平和に寄与するものです。二度とこの悲
劇が繰り返されぬよう、戦争の悲惨さ、平和・命
の尊さを教えます。

所在地 鹿児島県鹿児島市本港新町3-1 所在地 鹿児島県南九州市知覧町郡17881

電話 099-226-2233 電話 0993-83-2525

FAX 099-223-7692 FAX 0993-83-4859

交通アクセス 鹿児島中央駅から車で10分 交通アクセス 指宿スカイライン知覧ＩＣから車で20分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 有料（詳細はお尋ねください） 駐車場料金等 無料

開館時間 9:30～18:00（入館は17:00まで） 開館時間 9:00～17:00 （入館は16:30まで）

見学所要時間 60～90分 見学所要時間 60分～90分

受入人数 制限無し 受入人数 制限無し

休館日 12月の第1月曜日から4日間は休館 休館日 年中無休

料金
高校生以上1500円（1300円）、 小中学生750円（600円）　（）は団
体。 料金 高校生以上500円（400円）、 小中学生300円（240円）　（）は団体。

予約の必要性 バックヤード見学等は要予約 予約の必要性 講話は要予約

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://ioworld.jp 施設アドレス http://www.chiran-tokkou.jp

観光ＨＰ紹介 http://www.kagoshima-kankou.com 観光ＨＰ紹介 http://www.kagoshima-kankou.com

施
設
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かごしま水族館　鹿児島⑦

（写真）

知覧特攻平和会館　　　　　鹿児島⑧

（写真）

http://ioworld.jp/
http://www.chiran-tokkou.jp/
http://www.kagoshima-kankou.com/
http://www.kagoshima-kankou.com/


指宿温泉は、薩摩半島の南端にあり、南国的な
雰囲気漂う温泉です。ここは、日本唯一の「天然
砂むし温泉」で有名。海岸に湧く温泉を利用した
「天然サウナ」の一種と言えるもので、温泉で温
かくなった砂を体にかけてもらい、砂の中に体を
埋めて１０分ほどすれば、全身から汗が噴き出
し、体も気分もほぐれます。

農山村の豊かな自然や美しい景観、郷土料理に
代表される農村文化を地域の人々と交流しなが
ら体験する「農家体験・農家民泊」が注目を集め
ています。鹿児島ではＮＰＯ法人のコーディネー
トにより、薩摩半島を中心とする県内一円の農
家等で受入を行っており、平成27年は19,000人
を超える修学旅行生がこの民泊を体験しまし
た。

所在地 鹿児島県指宿市 所在地
ＮＰＯ法人エコ・リンク・アソシエーション
（鹿児島県南さつま市加世田本町53-6）

電話
0993-34-0830
指宿大好き体験事務局

0993-53-7270

FAX
0993-34-0848
指宿大好き体験事務局

http://eco-link.jp/

交通アクセス 九州自動車道鹿児島ICから車で70分 所在地
一般社団法人　出水民泊プランニング
（鹿児島県出水市昭和町16-5出水観光ビル2階）

駐車場 有 電話：0996-79-3320　　　FAX：0996-79-3330

駐車場料金等 無料 http://www.izumi-taiken.com/

開館時間
7～9月　　9:00～18:30
10～6月　 9:00～17:00

体験所要時間 120分（砂むし体験は10～15分）

受入人数 4～40人 開館時間 受入メニューによる

休館日 施設毎にお尋ねください。 見学所要時間休館日 受入メニューによる

料金 1,500円 受入人数 受入メニューによる

予約の必要性 必要 休館日 受入メニューによる

予約申込方法 HPより申込書をダウンロードし、FAXにて申込 料金 受入メニューによる

施設アドレス http://youkoso-ibusuki.com. 予約の必要性 必要

観光ＨＰ紹介 http://www.kagoshima-kankou.com 予約申込方法 電話

施
設

交通アクセス
駐車場・駐車場料金等

電話&FAX

施設アドレス

施設アドレス

電話&FAX

指宿温泉　砂むし温泉体験　　　　　鹿児島⑨

（写真）

農家民泊体験　鹿児島⑩

施
設

民泊受入の場所による

http://eco-link.jp/
http://www.izumi-taiken.com/
http://youkoso-ibusuki.com./
http://www.kagoshima-kankou.com/


獲れすぎた魚を保存した漁民の工夫から生ま
れた「さつまあげ」は、全国的にも有名な鹿児島
を代表する食品です。
実際に生の魚を使い、包丁やすりこぎで昔なが
らのさつまあげを作ります。
色々な食材を混ぜたオリジナルのさつまあげに
も挑戦できます。

緑に囲まれたフィールドで、農村地域の魅力あ
る自然と体験プログラムを通じて、食と農への理
解や循環型農業について楽しく学ぶことができ
る施設です。
「育てる・楽しむ・味わう・学ぶ」をキーワードに各
種プログラムを体験することができます。

所在地 鹿児島県指宿市 所在地 鹿児島県鹿児島市喜入一倉町5809-97

電話
0993-34-0830
指宿大好き体験事務局

電話 099-345-3337

FAX
0993-34-0848
指宿大好き体験事務局

FAX 099-345-2822

交通アクセス 体験施設による 交通アクセス 指宿スカイライン谷山ICから車で50分

駐車場 体験施設による 駐車場 有

駐車場料金等 体験施設による 駐車場料金等 無料

開館時間 体験施設による 開館時間
4月～10月　8:30～18:00
11月～3月　9:00～17:00

見学所要時間 2時間30分 見学所要時間 体験メニューにより　60～120分

受入人数 5～40人 受入人数 80人程度（2クラス）まで

休館日 体験施設による 休館日 12月29日～1月1日

料金 2,000円 料金 1人500円程度

予約の必要性 必要 予約の必要性 必要（１ヶ月以上前までに連絡）

予約申込方法 HPより申込書をダウンロードし、FAXにて申込 予約申込方法
研修室等の予約についてはHPより申込書をダ
ウンロードし、TELまたはFAXにて申込

施設アドレス http://youkoso-ibusuki.com. 施設アドレス http://kankonogyo-park.jp

観光ＨＰ紹介 http://www.ibusuki.or.jp 観光ＨＰ紹介 http://www.kagoshima-kankou.com

施
設

施
設

さつまあげづくり体験　　鹿児島⑪

（写真）

グリーンファーム(鹿児島市観光農業公園)　　鹿児島⑫

http://youkoso-ibusuki.com./
http://kankonogyo-park.jp/
http://www.ibusuki.or.jp/
http://www.kagoshima-kankou.com/


霧島は日本で一番早く「国立公園」になった場
所です。ここでは樹氷の美しさで知られる最高
峰の「韓国岳」を中心に、今も活動が続く「新燃
岳」、天孫降臨の神話に彩られた「高千穂峰」な
どの山々が連なり、四季折々の美しさを体感で
きます。
トレッキングには時間や体力、季節に応じていく
つかのコースがあります。
※登山道の一部を利用規制中（Ｈ28.7現在）

海上自衛隊鹿屋航空基地は、大隅半島のほぼ中央
の鹿屋市にあり、基地に隣接して史料館がある。
設立の目的は､昭和１１年鹿屋海軍航空隊が始まっ
てから、多くの戦闘で犠牲になった尊い命を悼み、そ
の歴史を伝えると同時に､旧海軍航空隊の興亡の奇
跡と､戦後の海上自衛隊航空部隊の歩みを伝え､国を
守ることをわかりやすく理解していただくためである。
館内には、海軍航空隊時代から現在の海上自衛隊
航空部隊の歩みに関する資料を展示してある。また、
屋外には、海上自衛隊で使用されていた飛行機もたく
さん展示されている。

所在地 鹿児島県霧島市 所在地 鹿児島県鹿屋市西原3丁目11-2

電話
0995-45-5111
（霧島市観光課内霧島高原自然体験ツーリズム協議会） 電話 0994-42-0233

FAX
0995-64-0958
（霧島市観光課内霧島高原自然体験ツーリズム協議会） FAX 同上

交通アクセス コースによる 交通アクセス
鹿児島市鴨池港より垂水港までフェリーで35分
垂水港から車で35分

駐車場 コースによる 駐車場 有

駐車場料金等 コースによる 駐車場料金等 無料

開館時間 コースによる 見学時間 9:00～17:00 （入館は16:30まで）

見学所要時間 3～6時間 見学所要時間 60分

受入人数 100人まで 受入人数 制限無し

休館日 通年 休館日 12月29日～1月3日

料金 コースによる 料金 無料

予約の必要性 必要 予約の必要性 団体の場合は必要

予約申込方法 電話（0995-45-5111） 予約申込方法 電話

施設アドレス http://www.mct.ne.jp/users/kirishima_tourism 施設アドレス
http://www.mod.go.jp/msdf/kanoya/sryou/msdf
-ks

観光ＨＰ紹介 http://www.mct.ne.jp/users/kirishima_tourism 観光ＨＰ紹介 http://www.kanoyashi-kankokyokai.jp

施
設

霧島トレッキング　　鹿児島⑬

（写真）

海上自衛隊鹿屋航空基地史料館　　　鹿児島⑭

（写真）

施
設

http://www.mct.ne.jp/users/kirishima_tourism
http://www.mod.go.jp/msdf/kanoya/sryou/msdf-ks
http://www.mod.go.jp/msdf/kanoya/sryou/msdf-ks
http://www.mct.ne.jp/users/kirishima_tourism
http://www.kanoyashi-kankokyokai.jp/


国内最古・最大級の集落遺跡である上野原遺跡
の出土品の展示紹介をしています。また、縄文
のむらの復元、縄文時代を体感できるシアター、
火おこしや土器づくり、古代アクセサリーづくり体
験など、縄文時代へのタイムスリップ体験が特
長の施設です。さらに、展望の丘からは桜島や
錦江湾，霧島連山などの鹿児島の風景が眺望
できます。

１５０年前の幕末、薩摩藩の命を受けいちき串
木野市羽島からイギリスに密航した薩摩藩士１
９名は、帰国後さまざまな分野で日本の近代化
に貢献しました。
この施設では彼らの旅路や活躍、そして生きざ
まを物語る貴重な資料の公開や展望デッキ、カ
フェ、ライブラリーもあり、留学生に思いを馳せて
もらい、未来を築くための心の糧にしていただき
たいと思います。

所在地 鹿児島県霧島市国分上野原縄文の森1-1 所在地 鹿児島県いちき串木野市羽島4930

電話 0995-48-5701 電話 0996-35-1865

FAX 0995-48-5704 FAX 0996-35-1105

交通アクセス 東九州自動車道国分ＩＣから車で約15分 交通アクセス 南九州西回り自動車道串木野ICから車で約20分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

開館時間 9:00～17:00　(展示館入館は16:30まで） 開館時間
展示観覧10:00～17:00、カフェ・ライブラリー等季節に
よる

見学所要時間 60分～（制作体験を含む場合は１２０分～） 見学所要時間 約60分

受入人数 制限無し 受入人数 50名

休館日
月曜日（月曜日が休日の場合、翌日）、12/30から1/1、
2/14～2/18（4/29～5/5及び8/13～15は無休） 休館日 毎週火曜日（祝日の場合は翌日） 12月29日から12月31日

料金
大人310円（240円）、高大学生210円（160円）、小中学生150円
（120円）　（）は団体。　体験メニューによっては別料金発生。 料金

大人：300円（250円）、小・中学生：200円（150円）
* (団体料金)は20名以上で適用

予約の必要性 体験内容によっては必要ですので、お問い合わせください。 予約の必要性 館内ガイドを希望の場合は必要。

予約申込方法 HPより団体利用申込書をダウンロードし、FAX 予約申込方法 電話予約

施設アドレス http://www.jomon-no-mori.jp 施設アドレス http://www.ssmuseum.jp

観光ＨＰ紹介 http://www.kagoshima-kankou.com 観光ＨＰ紹介 http://ichiki-kushikino.com

施
設

施
設

上野原縄文の森　　鹿児島⑮

（写真）

薩摩藩英国留学生記念館　　　鹿児島⑯

（写真）

http://www.jomon-no-mori.jp/
http://www.ssmuseum.jp/
http://www.kagoshima-kankou.com/
http://ichiki-kushikino.com/


鹿児島市街から約４０分の近さで，桜島を目の
前に見るロケーションの垂水市海潟漁港では、
カンパチの餌やり体験や、加工、試食などの体
験ができます。カンパチの養殖生産量“日本一”
を誇る鹿児島県ならではの漁業体験です。
　特に，垂水市漁協の「海の桜勘（うみのおうか
ん）」は、「かごしまのさかな」ブランドに認定され
ている高品質のカンパチです。

ＪＡＸＡ種子島宇宙センター内にある宇宙科学技術
館では、宇宙開発に関する様々な分野について実
物大のモデルなどを使って楽しく学べます。国際宇
宙ステーション計画の一翼を担う「きぼう」日本実
験棟実物大模型の内部に入り、実際のスケールを
体験できます。シアターではＨ-ⅡＡロケットの打ち
上げを大画面と大音響で体感できます。
事前に予約するとセンター内の打ち上げ関連施設
をガイドによる解説付きで見学することもできます。

所在地 鹿児島県垂水市海潟643-6（海潟漁港） 所在地 熊毛郡南種子町大字茎永字麻津

電話 0994-32-1165（垂水市漁業協同組合) 電話 0997-26-9244（宇宙科学技術館）

FAX 0994-32-3209（垂水市漁業協同組合） FAX 0997-26-9245（宇宙科学技術館）

交通アクセス 鹿児島市街から桜島フェリー経由で約40分 交通アクセス 種子島「西之表港」から車で90分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

開館時間 通年 開館時間 9:30～17:00（7～8月は9:30～17:30）

見学所要時間 2時間半～3時間 見学所要時間 60分

受入人数 200人(要相談） 受入人数 200人

休館日
11月～3月(業務の都合で対応できないこともありま
す。)

休館日
毎週月曜日（祝日の場合は翌日） 、12月29日から１月１日
8月は原則無休　※ロケットの打ち上げなどで休館の場合あり

料金 3,900円（昼食代は別途1,030円） 料金 無料

予約の必要性 必要 予約の必要性 必要

予約申込方法 電話(0994-32-1165） 予約申込方法 電話（0997-26-9244)

施設アドレス http://www.tarumizugyokyou.com 施設アドレス http://fanfun.jaxa.jp/visit/tanegashima/index.html

観光ＨＰ紹介
https://lolipop-sarugajyo.ssl-
lolipop.jp/index.html

観光ＨＰ紹介 http://tanekan.jp/

施
設

垂水漁業体験　　鹿児島⑰

（写真）

宇宙学習(種子島宇宙センター)　鹿児島⑱

（写真）

施
設

http://www.tarumizugyokyou.com/
http://fanfun.jaxa.jp/visit/tanegashima/index.html
https://lolipop-sarugajyo.ssl-lolipop.jp/index.html
https://lolipop-sarugajyo.ssl-lolipop.jp/index.html
http://tanekan.jp/


屋久島は九州最高峰の宮之浦岳を始め、1000ｍ以
上の高峰が連座し、別名「洋上アルプス」と呼ばれて
います。亜熱帯から冷温帯に至る植生の垂直分布が
見られ、特に樹齢数千年に及ぶ屋久杉をはじめとす
る、世界的にも貴重な自然が残っており、平成5年、
世界遺産条約に基づく自然遺産に登録されました。
映画「もののけ姫」の舞台といわれている白谷雲水峡
では苔や滝、清流など大自然の息吹が感じることが
でき、自然体験を通じて、生命の神秘を感じることが
出来ます。

奄美大島は深く、濃い原生林に原色の花が一
年中咲き乱れ、独自の動植物が生息し、「東洋
のガラパゴス」とも称されます。国の天然記念物
のアマミノクロウサギや、わが国第2位の面積を
有するマングローブ原生林等貴重な動植物の
宝庫であり、世界自然遺産の登録を目指してい
ます。マングローブパークではマングローブをぬ
うカヌーが人気です。

所在地 白谷雲水峡、ヤクスギランド 所在地 マングローブパーク（奄美市住用町石原478）

電話 0997-49-4010（屋久島観光協会) 電話 0997-56-3355（マングローブパーク）

FAX 0997-49-4011（屋久島観光協会) FAX 0997-56-3377（マングローブパーク）

交通アクセス
鹿児島港から高速船で宮之浦港まで最短1時
間45分、宮之浦港からバスで40分

交通アクセス 奄美空港から車で70分

駐車場 有 駐車場 有

駐車場料金等 無料 駐車場料金等 無料

開館時間 － 開館時間 9:30～18:00(入館は17:30まで）

見学所要時間 1～6時間 見学所要時間 60分

受入人数 大人数まで対応(要相談) 受入人数 80人（要相談）

休館日 － 休館日 元旦のみ

料金 協力金1人300円（15人以上は250円）＋ガイド料 料金
カヌー料金1,500円(お一人様)　約１時間　ガイド・損害保険
付き

予約の必要性 ガイドが必要な場合は必要 予約の必要性 必要

予約申込方法 電話 予約申込方法 電話

施設アドレス http://www1.ocn.ne.jp/~yakukan 施設アドレス http://www.mangrovepark.com

観光ＨＰ紹介 http://www1.ocn.ne.jp/~yakukan 観光ＨＰ紹介 http://info-amami.net

施
設

施
設

屋久島自然体験・環境学習　　鹿児島⑲

（写真）

奄美マングローブカヌーツアー　　鹿児島⑳

（写真）

http://www1.ocn.ne.jp/~yakukan
http://www.mangrovepark.com/
http://www1.ocn.ne.jp/~yakukan
http://info-amami.net/

