☜詳しくはＱＲコードを読み取り下さい。

設定期間︓令和 4 年 9 ⽉ 9 ⽇〜令和 4 年 10 ⽉ 14 ⽇
AcrossMarinClub

特別企画!! 平⽇限定プラン（⾷事付）■プライベートクルーズ＆新島上陸ツアー
ご利⽤⽇

平⽇限定（⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇は除く）マリンポートかごしま発着便
事前予約で⼤⼈ 5 名様から出発可能（最⼤１０名・12 歳未満は 2 名で⼤⼈ 1 名換算）

ご利⽤時間 ☐出発︓8︓00 発（10 分前集合）15︓00 帰港（無⼈島まで約 60 分）滞在時間約 5 時間
■新島 9︓00 着（下船後ビーチまで徒歩 5 分・荷物は各⾃で運搬設置となります）
■追加オプションの船釣希望者は新島 10︓00 出発→11︓30 帰港（90 分）
■帰港準備 13︓30 頃・新島 14︓00 出発→マリンポートかごしま 15︓00 着
※現地での状況、天候の状況により船⻑の判断で時間が前後する場合があります。
☐ 新島・・・周囲 2.3km、⾯積 0.13km2 のこの島は、桜島の安永噴⽕（1779〜82 年）で海底が隆起してできた。
この時真っ⾚なマグマが燃えるように島を囲んでいた事から地元の⼈たちからは「燃島（もえじま）」とも呼ばれる。
設備・・・公衆トイレ・⽔道有、釣り OK、砂浜で海⽔浴、天空のブランコ、⽇よけテント・パラソル、チェアー有
⾷事・・・BBQ、アルコール、ソフトドリンク付、別途飲み物・⾷材持ち込み OK
※現地上陸後、希望者は追加オプションで船釣りも可能です。但し、釣りを設定しない場合もあります。
料⾦・・・⼤⼈ 10,000 円 ⼤学⽣・⾼校⽣ 8,000 中学⽣ 6,000 円 ⼩学⽣ 5,000 円 未就学児無料
特典① 船釣・釣具込（90 分）通常 1 ⼈ 3,500 円→1,500 円/⼈
特典② かき氷無料サービス
特典③ マリンジェット・バナナボートスキーチューブ貸切（60 分）通常 13,000 円→半額 6,500 円
その他・・遊歩での現地ガイドもご利⽤可（６０分程度・参加費 500 円※事前申し込みが必要）

上陸後の内容
＃BBQ ＃⿂釣り
＃海⽔浴 ＃⾮⽇常
＃リゾート感満載
＃潮⼲狩り ＃パーティー
＃ビールが旨い︕
＃昼寝 ＃読書

☜バナナボートスキーチューブはこれ❕
桜島の北東約１.5km に浮かぶ新島へは、マリンポートかごしまから約 60 分。桜島の安永噴⽕に伴う海底隆起で⽣まれ、燃
島（もえじま）とも呼ばれている。1951 年には 250 名ほどが暮らしていたが、⼈⼝が減少、2013 年には無⼈島に。それを聞
いた元島⺠たちは埋もれた道の整備に通い続け、荒れ果てた神社も再建。2019 年には夫婦 2 ⼈が移住し、再び有⼈島とな
った。市街地から約 1 時間、奇跡の島へショートトリップしませんか。

アクロスマリンクラブ予約専⽤︓０８０－８３８０－８６８６

☜詳しくはＱＲコードを読み取り下さい。

設定期間︓令和 4 年 9 ⽉ 9 ⽇〜令和 4 年 10 ⽉ 14 ⽇
AcrossMarinClub

特別企画!! まだ遊べる︕マリンスポーツ＆海⽔浴プラン in 新島
ご利⽤⽇

⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇ マリンポートかごしま発着便
事前予約で⼤⼈ 5 名様から出発可能（最⼤１０名・12 歳未満は 2 名で⼤⼈ 1 名換算）

ご利⽤時間 ☐出発︓8︓00 発（10 分前集合）15︓00 帰港（無⼈島まで約 60 分）滞在時間約 5 時間
■新島 9︓00 着（下船後ビーチまで徒歩 5 分・荷物は各⾃で運搬設置となります）
■追加オプションの船釣希望者は新島 10︓00 出発→11︓30 帰港（90 分）
■帰港準備 13︓30 頃・新島 14︓00 出発→マリンポートかごしま 15︓00 着
※現地での状況、天候の状況により船⻑の判断で時間が前後する場合があります。
☐ 新島・・・周囲 2.3km、⾯積 0.13km2 のこの島は、桜島の安永噴⽕（1779〜82 年）で海底が隆起してできた。
この時真っ⾚なマグマが燃えるように島を囲んでいた事から地元の⼈たちからは「燃島（もえじま）」とも呼ばれる。
設備・・・公衆トイレ・⽔道有、釣り OK、砂浜で海⽔浴、天空のブランコ、⽇よけテント・パラソル、チェアー有
⾷事・・・各⾃でご準備ください
※現地上陸後、希望者は追加オプションで船釣りも可能です。但し、釣りを設定しない場合もあります。
料⾦・・・⼤⼈ 10,000 円 ⼤学⽣・⾼校⽣ 8,000 中学⽣ 6,000 円 ⼩学⽣ 5,000 円 未就学児無料
特典① 船釣・釣具込（90 分）通常 1 ⼈ 3,500 円→料⾦に込み
特典② かき氷無料サービス
特典③ マリンジェット・バナナボートスキーチューブ貸切（120 分）通常 26,000 円→料⾦に込み
その他・・遊歩での現地ガイドもご利⽤可（６０分程度・参加費 500 円※事前申し込みが必要）

上陸後の内容
＃BBQ ＃⿂釣り
＃海⽔浴 ＃⾮⽇常
＃リゾート感満載
＃潮⼲狩り ＃パーティー
＃ビールが旨い︕
＃昼寝 ＃読書

☜バナナボートスキーチューブはこれ❕
桜島の北東約１.5km に浮かぶ新島へは、マリンポートかごしまから約 60 分。桜島の安永噴⽕に伴う海底隆起で⽣まれ、燃
島（もえじま）とも呼ばれている。1951 年には 250 名ほどが暮らしていたが、⼈⼝が減少、2013 年には無⼈島に。それを聞
いた元島⺠たちは埋もれた道の整備に通い続け、荒れ果てた神社も再建。2019 年には夫婦 2 ⼈が移住し、再び有⼈島とな
った。市街地から約 1 時間、奇跡の島へショートトリップしませんか。

アクロスマリンクラブ予約専⽤︓０８０－８３８０－８６８６

☜詳しくはＱＲコードを読み取り下さい。

設定期間︓令和 4 年 9 ⽉ 9 ⽇〜令和 4 年 10 ⽉ 14 ⽇
AcrossMarinClub

特別企画!! 平⽇限定プラン（⾷事付）■プライベートクルーズ＆神瀬上陸ツアー
無⼈島まで約 15 分!! 桜島が⽬の前!!
ご利⽤⽇

平⽇限定（⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇は除く）マリンポートかごしま発着便
事前予約で⼤⼈ 5 名様から出発可能（最⼤１０名・12 歳未満は 2 名で⼤⼈ 1 名換算）

ご利⽤時間 ☐午前出発︓ 8︔00 発（10 分前集合）12︓30 帰港（無⼈島まで最短 15 分）滞在時間約 3 時間
☐午後出発︓13︔00 発（10 分前集合）16︓30 帰港（無⼈島まで最短 10 分）滞在時間約 3 時間
■神瀬着（下船後ビーチで⾃由⾏動・スノーケリング、マリンジェット・バナナボートスキーチューブなど有）
■追加オプションの船釣希望者は新島出発→120 分程度
※現地での状況、天候の状況により船⻑の判断で時間が前後する場合があります。
☐ 神瀬・・・桜島と⿅児島港の間にあり、錦港湾を往来する多くの船に瀬の位置を知らせ、安全を⾒守る神瀬灯台。陸地と
は繋がっていないため 360 度を海に囲まれた瀬では、⼲潮時など穏やかに澄んだ潮溜まりを⾒ることができます。
設備・・・トイレは船内⼜はテントタイプ簡易トイレ、釣り OK、砂浜で海⽔浴やシュノーケリング
ダイビングインストラクターとの調整次第でダイビングも可能。（事前予約必須）
⽇よけテント・パラソル・チェアー有
※現地上陸後、希望者は追加オプションで船釣りも可能です。但し、釣りを設定しない場合もあります。
⾷事・・・焼き⿃ or 鉄板焼き、アルコール、ソフトドリンク付、別途飲み物・⾷材持ち込み OK
料⾦・・・⼤⼈ 6,000 円 ⼤学⽣・⾼校⽣ 5,000 中学⽣ 4,000 円 ⼩学⽣ 3,000 円 未就学児無料
特典① 船釣・釣具込（60 分）通常 1 ⼈ 3,000 円→半額 1,500 円/⼈
特典② かき氷無料サービス
特典③ マリンジェット・バナナボートスキーチューブ貸切（60 分）通常 13,000 円→半額 6,500 円
その他・・幼児も⽔遊びできる⽔溜まりあります。上陸する際に海⽔に浸かりますので⽔着を着⽤してください。

アクロスマリンクラブ予約専⽤︓０８０－８３８０－８６８６

上陸後の内容 ＃焼き⿃ ＃⿂釣り ＃海⽔浴 ＃⾮⽇常
＃リゾート感満載 ＃潮⼲狩り ＃パーティー
＃ビールが旨い︕ ＃昼寝 ＃読書
＃マリンジェット
バナナボートスキーチューブ

☜詳しくはＱＲコードを読み取り下さい。

設定期間︓令和 4 年 9 ⽉ 9 ⽇〜令和 4 年 10 ⽉ 14 ⽇
AcrossMarinClub

特別企画!! まだ遊べる︕マリンスポーツ＆海⽔浴プラン in 神瀬
無⼈島まで約 15 分!! 桜島が⽬の前!!
ご利⽤⽇

⼟曜⽇・⽇曜⽇・祝⽇ マリンポートかごしま発着便
事前予約で⼤⼈ 5 名様から出発可能（最⼤１０名・12 歳未満は 2 名で⼤⼈ 1 名換算））

ご利⽤時間 ☐午前出発︓ 8︔00 発（10 分前集合）12︓30 帰港（無⼈島まで最短 15 分）滞在時間約 3 時間
☐午後出発︓13︔00 発（10 分前集合）16︓30 帰港（無⼈島まで最短 10 分）滞在時間約 3 時間
■神瀬着（下船後ビーチで⾃由⾏動・スノーケリング、マリンジェット・バナナボートスキーチューブなど有）
■追加オプションの船釣希望者は新島出発→120 分程度
※現地での状況、天候の状況により船⻑の判断で時間が前後する場合があります。
☐ 神瀬・・・桜島と⿅児島港の間にあり、錦港湾を往来する多くの船に瀬の位置を知らせ、安全を⾒守る神瀬灯台。陸地と
は繋がっていないため 360 度を海に囲まれた瀬では、⼲潮時など穏やかに澄んだ潮溜まりを⾒ることができます。
設備・・・トイレは船内⼜はテントタイプ簡易トイレ、釣り OK、砂浜で海⽔浴やシュノーケリング
ダイビングインストラクターとの調整次第でダイビングも可能。（事前予約必須）
⽇よけテント・パラソル・チェアー有
※現地上陸後、希望者は追加オプションで船釣りも可能です。但し、釣りを設定しない場合もあります。
⾷事・・・各⾃でご準備ください。
料⾦・・・⼤⼈ 6,000 円 ⼤学⽣・⾼校⽣ 5,000 中学⽣ 4,000 円 ⼩学⽣ 3,000 円 未就学児無料
特典① 船釣・釣具込（60 分）通常 1 ⼈ 3,000 円→料⾦に込み
特典② かき氷無料サービス
特典③ マリンジェット・バナナボートスキーチューブ貸切（120 分）通常 26,000 円→料⾦に込み
その他・・幼児も⽔遊びできる⽔溜まりあります。上陸する際に海⽔に浸かりますので⽔着を着⽤してください。

アクロスマリンクラブ予約専⽤︓０８０－８３８０－８６８６

上陸後の内容 ＃焼き⿃ ＃⿂釣り ＃海⽔浴 ＃⾮⽇常
＃リゾート感満載 ＃潮⼲狩り ＃パーティー
＃ビールが旨い︕ ＃昼寝 ＃読書
＃マリンジェット
バナナボートスキーチューブ

