徳之島

奄美大島

与論島
沖永良部島

Oshima Area

美しい自然と希少な生物が息づく島。
暖かな黒潮は多彩な魚介類をはぐくみ、島の人々の暮らしを豊
かにする。透明度の高い海ではスキューバダイビングを、日本第
2位の広さを誇るマングローブ原生林ではカヌー体験が可能で、
大自然を肌で感じることができる。

ブルー・ツーリズム

Kagoshima Blue Tourism

南の島々は個性いろいろ
海・人・食がきらきらと輝く地域

Blue Tourism

漁業体験

マリン体験

南薩エリア

喜界島

大島エリア

AMAMIOSHIMA

鹿児島・姶良エリア

奄美大島

Oshima-Area

北薩エリア

❹奄美海族塾
マリンスポーツ・釣り

大隅エリア

小鳥のさえずりで目覚め、自然を体
感しながらマリンスポーツを満喫。
自ら釣った魚でバーベキュー。満天
の星空を眺めながら眠りにつく。最
高の時間を最高の場所で。
●場所：奄美市笠利町大字手花部2991‑7
●期間：通年 ●人数：8名
●お問合せ：TEL090‑9577‑4175

❶奄美大島産 南洋真珠の取り出し見学・体験
●場所：大島郡瀬戸内町三浦平勝386
三浦養殖場（加計呂麻島） ●期間：通年
●人数：1名〜10名（3営業日前までに予約。
天候、作業等により受け入れ中止の場合あり。）
●お問合せ：奄美サウスシー＆マベパール株式会社
TEL0997‑72‑4061

生簀に蓄養したカツオ・シビの釣り体
験や、釣った魚のさばき方、試食体験
が可能。

須子茂海岸

鹿児島市から南へ約380ｋｍ、
エメラルドの 海 の 上 に 飛 び
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石のように連なる奄美群島。
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ヤカナヤという理 想 郷 が あ
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奄美空港

P25-⑥

湾港

P24-⑦

喜界空港

ると信じられてきた。奄美に
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は今 で も 海にまつ わる様 々
な風習が残っている。

P25-③
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の島々では、海の彼方にネリ
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P24-⑤

79

P25-①

P24-⑥

●場所：住用川、役勝川 ●期日：通年
●住所：奄美市名瀬幸町19‑5
●お問合せ：観光ネットワーク奄美
TEL0997‑54‑4991

マリンレジャー

❻奄美シーカヤック
マラソン

❸とびうお漁ツアー

P24-④

名瀬港

P24-②

亜 熱 帯 植 物 が広 がるこの 南

●場所：奄美市名瀬大熊町577-4
●期間：通年 ●人数：指定なし
●お問合せ：宝勢丸鰹漁業生産組合
TEL 0997‑52‑1418

住用川と役勝川が合流するデルタ
地帯に広がるマングローブ原生林
をカヌーで探 検 。初 心 者 から年 配
の方まで楽しめる。

大島エリア

❷カツオ・シビ釣り、
さばき加工体験

628

P25-④

大島海峡を舞台に繰り広げられ
るマリーンスポーツの 祭 典 。毎
年、全国からおよそ300艇が参
加する国内最大規模の大会。

トビウオは奄美大島の夏の味覚。アゴ
出汁や一夜干しが有名だが、獲れたて
のトビウオの刺身は病みつきになるほ
ど の 旨 さ 。数 百メートル の 網と脅し
ロープを使って網に追い込む。

●場所：大島海峡 ●期日：毎年7月
●お問合せ：瀬戸内町役場商工観光課
TEL0997‑72‑1115

●場所：奄美漁協大和支所
●期間：4月〜9月 ●人数：12名
●お問合せ：特定非営利活動法人TAMASU
TEL 0997‑57‑2828

買

熊毛エリア

国内では奄美大島の自社のみで養
殖されている虹色に輝くマベパー
ルと、ゴールドに輝く白蝶真珠の貝
を剥き、真 珠 が 生まれる瞬 間を見
学、体験できる。

❺マングローブ原生林
カヌー体験

買

食

食

P24-⑧
P26-④

沖永良部空港

P26-①,②,③
620
84

加計呂麻島

P26-⑤

P24-①

和泊港

P26-⑥

❼うけん市場
宇 検 村 が 運 営する市 場は、新 鮮な魚 介 類や
島野菜、加工品などが並ぶ物産館。
P25-⑦

629

徳之島子宝空港
平土野港

母間港

P26-⑧,⑨
与論空港
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与論町役場
631

617

大金久海岸

P26-⑩

P26-⑦
与論港
赤崎海水浴場

80

P25-⑨
鹿浦港

P25-⑧
亀徳港

ポット
体験ス
Blue Tourism Spot

Kagoshima

ごち網漁体験

イルカウォッチング

地引き網漁体験

グラスボート

タコ壺漁体験

シーカヤック体験

漁家等民泊体験

スキューバダイビング

その他漁業体験

サーフィン

※各地域により、上記以外の体験もあります。
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●住所：大島郡宇検村湯湾2926‑4
●お問合せ：TEL0997‑67‑2919

か い

りき

❽海力（瀬戸内漁協直販店）

❾奄美小町

●住所：大島郡瀬戸内町古仁屋大湊26‑14
●お問合せ：TEL0997‑72‑1596

●住所：鹿児島県奄美市名瀬入舟町26
●お問合せ：TEL0997‑52‑5321

新鮮なお刺身や地場産の鮮魚や加工品等を
低 価 格で販 売 。飲 食スペースでは海 鮮 丼 等
楽しめる。

名瀬漁協のすぐ傍にあり、その朝とれた新鮮
な魚を漁師の奥さんがさばいた、本場の漁師
飯が食べられる。

イチ押しポイント

家、田
奄美 に生 きた 孤高 の画
燃やし
中一 村。創作 に情 熱を
る。奄
た住 まい が残 され てい
つ田中
美 パ ーク の 一 角 に 建
奄美 の
一村 記念 美術 館で は、
自然 や歴 史、文化を紹 介。
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喜界島

KIKAIJIMA

Oshima-Area

現在も隆起し続けるサンゴの島。

❶定置網漁体験

❸シーカヤック＆SUP体験

❷船釣り体験
喜界島の色鮮やかな魚を船上から釣り上げ
る体験。
その場で釣った魚をさばいて試食。

体

●場所：早町漁港 ●期間：通年
●人数：大人10名まで（要予約）
●お問合せ：ヨネモリダイビングサービス
TEL0997‑66‑1166

夜光貝を磨いてオリジナルアクセサ
リーを作る体験。初心者でも約1時間
で作れる。

●場所：㈱ミネックス
●期間：8〜9月を除く期間
●住所：大島郡喜界町早町123
●お問合せ：㈱ミネックス
TEL0997‑66 ‑1114

●場所：夜光貝工房KIKAI
●期間：通年
●住所：喜界町塩道1523
●お問合せ：夜光貝工房KIKAI
TEL090‑4141‑9952

Oshima-Area

徳之島

TOKUNOSHIMA

工房体験

透明度の高い海で、色鮮やかな
魚たちと一緒に泳げる。運が良
ければウミガメの姿を見ること
ができるかも。

泊

体

❾民宿 幸ちゃん家
明るい家族と芝のある素敵な宿で島
暮らしを体感。ご主人の船で大物釣り
体験が可能。
また、
夕方からは、
夕日や
星空クルージングを体験できる。
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❽夜光貝加工体験
夜光貝の殻を使ってストラップやペンダ
ントなどのオリジナルアクセサリーを作
る体験が可能。

イチ押しポイント

に、美智 子様とお 訪ね
天皇 陛下 が皇 太子 時代
ーチの名で呼 ばれて
になり、以後 畦プリンスビ
た海 が広 大に広がる。
いる。青い 空と透き通っ

●住所：大島郡伊仙町阿権1766
●期間：通年
●人数：5名まで（要予約）
●お問合せ：民宿幸ちゃん家
TEL0997‑86‑3435

買

❺海人まつり

❻しまんちゅプラザ

毎年 7 月に開催される港まつりで、
マグロの解体ショーや魚汁の無料配
布、
魚のつかみ取りなどが行われる。

島の漁師や家族や仲間たちがアイデア
を出し合い、島の特産品の加工品開発
に取り組むプロジェクト。

与論島
ブルー・ツーリズム

マリンレジャー

❼グラスボート

ケイビングとは、手つかずの自
然のままの洞窟を、ヘルメットや
ヘッドライトを付けて探検するス
ポーツ。沖永良部島の洞窟は、長
さもトップレベルで、水も豊富で
綺麗なため、自然の絶景が体験
出来る。
●お問合せ：沖永良部ケイビング
ガイド連盟 TEL0997‑92‑0211
おきのえらぶ島観光協会
TEL0997‑92‑0211

●お問合せ：しまんちゅプラザ
TEL080‑3186‑2529

YORON

Blue Tourism

360度エメラルドグリーンの海。
奄美群島の南端にある与論島は、奄美群島最大規模のサンゴ礁
に囲まれた美しい島。ダイビングを楽しみ人々をカラフルな魚た
ちが歓迎してくれる。干潮の時に姿を現す真っ白な砂浜「百合ヶ
浜」、
グラスボートで渡ると神秘の世界を体験できる。

漁業体験

島全体がサンゴ礁に囲まれてい
るため、グラスボートで渡ると透
明度の高い海の底まで見ること
が 出 来る。干 潮 の 際 に 現 れる
真っ白な砂浜 ｢百合ヶ浜｣ まで
渡ると360度エメラルドグリー
ンの神秘の世界を体験出来る。

●場所：工房海彩、夜光貝工房ブルーシェル
●期間：通年
●住所：
工房海彩／大島郡徳之島町 母間８１５７
夜光貝工房ブルーシェル／大島郡徳之島町亀津813
●お問合せ：徳之島観光連盟
TEL0997‑81‑2010

●場所：プリンスビーチ・千間海岸など
●期間：通年 ●人数：体験ダイビング
2名まで、シュノーケリング5名まで
●住所：大島郡徳之島町山2197‑1
●お問合せ：アルファアイランド徳之島
TEL0997‑84‑9991

祭

Oshima-Area

Blue Tourism

サンゴでできた島、それだけでもワクワクする。当然海の透明度
は高く、穴場のダイビングスポットが点在する人気の島。ウミガ
メの産卵地でもあるため、海中を泳ぐ姿を見ることができる。

❼ダイビング
シュノーケリング

イチ押しポイント

を
供たちを見守るように枝葉
国頭小学校の傍らに子
、
卒業生によって植えられた
広げたガジュマル。第1回
然記念物。
定天
町指
和泊
。
一つ
新日本名木百選の

●お問合せ：沖永良部島漁協
TEL0997‑92‑3427

周囲90ｋｍの隆起サンゴの島。

ブルー・ツーリズム

マリン体験

❻夜光貝磨き体験

銀座のお寿司屋さんやグルメの間で
評判の喜界島産の高級食材クルマエ
ビ。養殖、販売等がされている。

15ｃ
るとはダ
ここには各市
広げ
羽を
ミーです。
文章
この
色に光るサナ
、黄金
ばれが入
と呼情報
人」
ります。
貴婦
蝶の
「
ラ。
ント
ポイ
押し
イチ
諸島に分 布。
南西
南の
島以
喜界
。
ギも綺麗

❹ケイビング体験

大島エリア

世界最大のハマサンゴの上でダイビ
ング。民宿・機材レンタル有り。漁師の
オーナー が 獲った新 鮮 な 魚 介 類を
使ったバーベキューは最高。

❺クルマエビ

●場所：ワンジョ海岸
●住所：和泊町玉城1759‑1
●お問合せ：おきのえらぶ島観光協会
TEL0997‑92‑0211

●期間：7月〜10月の日曜
●お問合せ：おきのえらぶ島観光協会
TEL0997‑92‑0211

ント
イチ押しポイ
マダ
ｍほ どにもなるオオゴ 町村 の

❹ダイビング

❷追込み網漁体験

❸ういじくさび体験
昔ながらの遊びとして行われて
いた｢泳ぎ釣り｣で、｢ういじくさ
び｣とは泳ぎながらベラを釣るこ
とを意味する。誰でも出来る手
軽な漁業体験である。

熊毛エリア

買

●場所：喜美留海岸
●期間：5月5日（要確認）
●お問合せ：おきのえらぶ島観光協会
TEL0997‑92‑0211

漁師たちが協力し、魚の大群を予め
設置した網に追い込む漁を海面から
シュノーケリングで見学する。大きな
魚群が漁師に追われ網に入っていく
様子は迫力満点。引き上げた魚は船上
でさばいて刺身として味わうことが出来る。

●場所：早町漁港又は荒木漁港 ●期間：要相談
●人数：大人6名まで（要予約）
●お問合せ：喜界島観光物産協会
TEL0997‑65‑1202

マリンレジャー

自然体験

沖永良部の伝統漁で、漁師が沖からイソ
マグロを海岸のリーフに追い込み、
フック
を使って豪快に水揚げする様子を見学す
ることが出来る。マハダグムイは方言で
イソマグロ漁のことを指す。獲れたイソマ
グロはその場で刺身にして振舞われる。

大隅エリア

●場所：スギラビーチ
●期間：通年
●人数：若干名（要予約）
●お問合せ：喜界アイランドサービス
TEL090‑7456‑1316

徳之島と同じく年月をかけて隆起したサンゴの島。春にはエラ
ブユリやテッポウユリなどの花が咲き乱れ、
「 花の島」と呼ばれ
る。地下には約300の鍾乳洞があり、自然の造形美を間近で見ら
れる全国有数のケイビング（洞窟探検）スポットとなっている。

❶マハダグムイ見学

透明度の高い喜界島の海でプカ
プカと浮かんで2時間ほど贅沢
な時間を過ごせる。初心者でも
安心して遊べる人気のレジャー。

●場所：荒木漁港 ●期間：3月〜4月
●人数：6名以下（要予約）
●お問合せ：喜界町観光物産協会
TEL0997‑65‑1202

サンゴ礁に囲まれたリゾート地。

ブルー・ツーリズム

漁業体験

Blue Tourism

北薩エリア

船上から網を引き上げる定置網漁の網
上げ体験。ムロアジやタカサゴなどが獲
れ、帰港後に浜売り体験や、魚を自分で
さばいて試食ができる。

マリン体験

沖永良部島

OKINOERABU

南薩エリア

今でも年に2ｃｍずつ隆起している美しい島。ガジュマルの巨木
や、喜界島が北限生息地とされる国内最大級の蝶「オオゴマダ
ラ」が飛び交う自然豊かな小さな島。集落に見られるサンゴで造
られた石垣が心を癒してくれる。

ブルー・ツーリズム

漁業体験

Blue Tourism

鹿児島・姶良エリア

Oshima-Area

❽トビウオロープ引き体験
与論発祥の伝統漁法で、
２隻で網なりを
正 常に保ちながら網を引く。両 船とも
ロープを絞っていき、最後に網を袋状に
絞りトビウオを漁獲する。
●場所：茶花漁港 ●期間：3月〜10月
●人数：2名〜5名
●お問合せ：与論町漁協
TEL0997‑97‑2221

●場所：与論島大金久海岸入口
●人数：要問い合せ
●お問合せ：百合ヶ浜グラスボート事業組合
TEL0997‑97‑5057

イチ押しポイント

にある、離れ小島。干潮時に
ミナタ離れとは、皆田海岸
シーカヤックのなどの 遊覧
は歩いて渡ることができ、
心をくすぐられる小島だ。
コースにもなっている。冒険

食

❿もずくそば

与論島特産で栄養たっぷりの「もず
く」を 麺に練りこんだ ｢もずくそば｣。
●住所：大島郡与論町大字立長637‑1
●お問合せ：もずくそばレストラン
｢蒼い珊瑚礁｣TEL0997‑97‑3599

❾くさび釣り体験
透明な海での熱帯魚釣りの体験。 ●場所：茶花漁港 ●期間：5月〜10月
●人数：1名〜10名
子供たちや女性にも手軽に楽し
●お問合せ：与論町漁協
める。
TEL0997‑97‑2221
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