
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。

SUPコース
STAND UP PADDLEBOARD (SUP) TOUR

SUPとは、ボードの上に立ち、パドルを漕いで水面を進んでいくアクティビティです。
海上を散歩するような感覚で、のんびりと湾内をめぐります。

ボードの上に立った状態で眺める、いつもとは異なる景色をお楽しみください。
湾内のくじらが遊びに寄ってきてくれることがあります。

SUP involves paddling while standing on a f loating board.  It's a relaxing way to explore the bay - l ike taking a
strol l  across the sea.  Standing on the water also provides a unique perspective on the surrounding landscape.

The dolphins in the bay often swim up to play alongside our boards.

SUPコース スケジュール 時間：1時間
料金：おとな（中学生以上）2,200 円

 9：00 ～　（集合時間 8：30）

10：30 ～  （集合時間 10：00）

13：00 ～  （集合時間 12：30）

14：30 ～  （集合時間 14：00）



SUPコース
STAND UP PADDLEBOARD (SUP) TOUR

SUPとは、ボードの上に立ち、パドルを漕いで水面を進んでいくアクティビティです。
海上を散歩するような感覚で、のんびりと湾内をめぐります。

ボードの上に立った状態で眺める、いつもとは異なる景色をお楽しみください。
湾内のくじらが遊びに寄ってきてくれることがあります。

SUP involves paddling while standing on a f loating board.  It's a relaxing way to explore the bay - l ike taking a
strol l  across the sea.  Standing on the water also provides a unique perspective on the surrounding landscape.

The dolphins in the bay often swim up to play alongside our boards.

釣りコース（5 ～ 8月限定）
FISHING TOUR (MAY TO AUGUST)

森浦湾で釣りを楽しむコース。魚のいるポイントに自在にアプローチでき、
釣りの合間にのんびりと波にゆられる楽しみも味わえます。道具の持ち込みもOKです。

A fishing experience within the bay. Freely seek out good spots for f ishing on the water, and then enjoy
the gentle rocking of the waves while you wait for a bite. Feel free to bring your own f ishing gear!

釣りコース スケジュール

時間：4 時間
料金：おとな（中学生以上）6,600 円
　　　子ども（小学生以上）3,300 円

小学生のお子さまは保護者１名の同時参加が必要です。

 8：00 ～　（集合時間 7：30）

12：00 ～  （集合時間 11：30）

オプション：釣り道具セット　1名様　1,650円
釣竿、エサ、クーラーボックス、氷がセットになっています。

ナイトカヤックコース（5 ～ 8月限定）
NIGHT KAYAK TOUR (MAY TO AUGUST)

夕暮れに出発し、徐々に赤く染まる夕空を楽しみます。日が沈んだら、神秘的な
夜の海を楽しみます。「海のホタル」と呼ばれる夜光虫に出会えるかも！

Set out at sunset, as the skyl ine fades to a dark crimson.  After the sun goes down, enjoy the mysteries of the
ocean night.  Perhaps you’l l  experience the “sea f iref l ies” in the bay, which sparkle and glow underwater as you paddle!

ナイトカヤックコース スケジュール

時間： 1 時間
料金：おとな（中学生以上）3,300 円
　　　子ども（小学生以上）1,650 円

小学生のお子さまは保護者１名の同時参加が必要です。

19：00 ～  （集合時間 18：30）

夜光虫



気持ちいい！

釣れるかな？



太地町へのアクセス

▷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）。

JR 太地駅から車で約 5 分、
道の駅たいじから車で約 3 分です。

 くじらの海 シーカヤック （太地フィールドカヤック）

〒 649-5172
和歌山県東牟婁郡太地町森浦 685-27
☎ 0735-59-2200
e-mail：info@taijifk.com
http://www.taijifk.com
営業時間 8：00～17：00

（年始及び悪天候時は休業）
無料駐車場（約30台）あり
 トイレ · シャワー完備

鉄道で

車で

飛行機で

海上遊歩道の
散策ができます  （無料）

カヤック小屋での受付が必要です

Take a strol l out into the middle of the bay
on our f loating walkway!

There is no fee, but a quick registration
at the Kayak Lodge is required.

 くじらの海
 シーカヤックへのアクセス

わー! 飛んだ！

太地フィールドカヤック

Facebook やってます

いいね！ よろしくお願いします


