
おだやかな海を
全身で楽しむシーカヤック。

くじらとふれあいながら、
太地町の自然を満喫しよう！

太地町  森浦湾

TAIJI TOWN - MORIURA BAY
KAYAK IN A SEA OF DOLPHINS

▷新大阪駅からJR紀勢本線（きのくに線）にてJR太地駅下車（特急くろしおで約 3 時間 50 分）。
▷名古屋駅からJR 紀勢本線にて紀伊勝浦駅下車（特急ワイドビュー南紀で約 3 時間 50 分）。 
　普通列車に乗り換えJR太地駅へ。

▷京阪方面から……松原JCT（大阪）から阪和自動車道経由で約130kmで、紀勢自動車道すさみ南IC。
　国道42号を南下、太地町へ（すさみ南 IC から 60 分）。
▷名古屋方面から……東名阪・伊勢自動車道、熊野尾鷲道路、
　熊野大泊 IC から国道 42 号を南下、太地町へ（熊野大泊 IC から 60 分）。

▷東京（羽田空港）からJAL南紀白浜便で南紀白浜空港へ（約１時間／１日３便）。
　南紀白浜空港から……バスまたはタクシーでJR白浜駅へ。JR白浜駅からJR太地駅へ。
　　　　　　　　　　　リムジンバスにて太地町へ（約１時間 45 分／ 1日 1 便）。



シーカヤックは、海を全身で感じるアクティビティ。
老若男女を問わず、初心者でも気軽に楽しめます。

カヤックをゆったりと漕ぎながら、くじらの海で森浦湾の自然に身をまかせましょう。
くじらとふれあうひとときは、日常生活では味わえない、特別な体験になることでしょう。

TAIJI TOWN - MORIURA BAY
KAYAK IN A SEA OF DOLPHINS

さあ、漕ぎ出そう！
くじらの海で感動体験！

GRAB YOUR PADDLES!
EXPERIENCE THE SEA OF DOLPHINS!

こんなに近くで
くじらに会えるなんて！



インフォメーション INFORMATION

レギュラー、SUP、釣り、ナイトカヤックの、4 種類の体験コースを提供しています。
カヤックは基本的に 1～2人乗りなので、家族や友達と一緒に乗ることもできます。
全コースにインストラクターが同行しますので、初心者でも安心してお楽しみいただけます。

ご予約について

服装・持ち物について

参加料金について

中止について

当日は、まずカヤック小屋へ！

全コース完全予約制です。
予約は随時受け付けています。予約状況によっては当日予約も受け付けます。
お申し込みは、ご希望のコースと日時、人数をお電話またはメールにてご連絡ください。
各コース2名からご参加ください。1名での参加をご希望の方は、事前にご相談ください。

水にぬれてもよい服装をご準備ください。
靴は、マリンシューズ、軽めのスニーカー、かかとを固定できるサンダルなど（ビーチサンダル不可）。
その他　帽子、タオル、お飲み物などもご持参ください。

各コースの参加料金には、カヤックとライフジャケットのレンタル料金・保険料・ガイド料が
　含まれています（消費税込）。
キャンセル料については、事前にご連絡いただいた場合は不要です。
当日のキャンセルは利用料金の100％をお支払い頂きます。

荒天の場合、中止させて頂くことがございます。予めご容赦ください。
天候など主催者の判断による中止の場合は、参加料金を全額お返しします。

無料駐車場（約30台）があります。
集合時間になったら、カヤック小屋で受付を行い、
　カヤックの基礎について、地上で体を動かしながら習得します。

A ful l  two-hour tour across the Sea of Dolphins.  Enjoy the scenery from sea level,
offering a whole new perspective.  We often meet the dolphins swimming freely in the bay.
If you’d l ike, park your kayak on the far shore and explore the t ide pools and rocky coast.

We offer four basic tours: Standard Kayak, Stand Up Paddleboard (SUP), Fishing, and Night Kayak.
One or two people can ride in each kayak, so you can ride with your friends or family.
A qualified instructor rides along on all tours, so even beginners can relax and enjoy their time at sea.

Reservations   All tours require a reservation.   Reservations can be made at any time. Same-day 
reservations are accepted, depending on availability.   To make a reservation, please contact us via phone or 
email and provide the type of tour you wish to join, the date and time, and the number of participants.
 Tours require a minimum of two participants. If you wish to join as a single participant, please contact us prior 
to your desired tour date.

Clothes and Items to Bring Along   Please bring clothes that can get wet.   Footwear should be marine 
shoes, light sneakers, or sandals with heel straps (flip-flop beach sandals are not allowed).

Fees   Fees for all tours include rental of a kayak and life jacket, insurance, and guide fees (tax included).  
 For customer cancellations, no fee is required as long as you contact us before your tour.
 Same-day customer cancellations require full payment.

Cancellations   Tours may be canceled due to bad weather or other conditions. We thank you for your 
understanding.   A full refund will be provided if we determine that a tour must be canceled.

Check in for your tour at our Kayak Lodge   Free parking for up to 30 cars 
is available.   After checking in for your tour, you’ll be given a quick course on 
land covering the basics of kayaking, including some paddle practice!

tel: 0735-59-2200     e-mail: info@taijifk.com web予約



レギュラーコース
STANDARD KAYAK TOUR

たっぷり２時間かけて、くじらの海を周遊します。
水面近い高さから見上げる壮大な景色をお楽しみください。

湾内を泳ぐくじらと出会えることがあります。
カヤックで対岸に上陸し、磯遊びなどをしながら自然を満喫していただきます。

A ful l  two-hour tour across the Sea of Dolphins.  Enjoy the scenery from sea level,
offering a whole new perspective.  We often meet the dolphins swimming freely in the bay.
If you’d l ike, park your kayak on the far shore and explore the t ide pools and rocky coast.

レギュラーコース スケジュール 時間： 2 時間
料金：おとな（中学生以上）4,400 円
　　　子ども（ 3 歳～小学生）2,200 円

小学生未満のお子さまは保護者２名の同時参加が、
小学生のお子さまは保護者１名の同時参加が必要です。

 9：00 ～　（集合時間 8：30）

10：00 ～  （集合時間 9：30）

13：00 ～  （集合時間 12：30）

14：00 ～  （集合時間 13：30）


