
令和２年11⽉時点

市町村 名称 所在地

⿅児島市 平川ヨットハーバー マリンスポーツ等（貸しヨット） ヨット教室 ⿅児島市平川町6247

⿅児島市 上村乗馬苑 乗馬 乗馬体験（予約制） ⿅児島市⼩松原1-57-30

⿅児島市 リトルファーム・久保 乗馬 乗馬体験（予約制） ⿅児島市吉野町2902-73

⿅児島市
松元平野岡運動場（ﾌｧﾐﾘｰｽ
ﾎﾟｰﾂ）

グラススキー場 傾斜⾓30度，70ｍ， ⿅児島市上⾕⼝町3400

⿅屋市 国⽴⼤隅少年⾃然の家 マリンスポーツ等（貸しヨット） シーカヌー，ボート他 ⿅屋市花⾥町⾚崩

⿅屋市 ⿅屋海洋スポーツクラブ マリンスポーツ等（貸しヨット） ヨット，カヌー等 ⿅屋市今坂町12403-41-414

枕崎市 枕崎ダイビングサービス マリンスポーツ等（貸しヨット）
ダイビングスクール，ファンダイビング，体験ダイビン
グ

枕崎市汐⾒町79

枕崎市 高速船あらいそ マリンスポーツ等（貸しヨット）
ダイビングツア－，イルカウォッチング，ルア－フィッ
シング

枕崎市折⼝町120

枕崎市 高速船⿊潮丸 マリンスポーツ等（貸しヨット）
ダイビングツア－，イルカウォッチング，ルア－フィッ
シング料⾦要問い合わせ

枕崎市汐⾒町250

阿久根市
阿久根市Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター

マリンスポーツ等（貸しヨット） ＯＰヨット，カヌー，カッター等 阿久根市波留6186-44

阿久根市 阿久根⼤島 マリンスポーツ等（貸しヨット） ロ－ボ－ト 阿久根市波留6656

阿久根市 脇本海水浴場 マリンスポーツ等（貸しヨット） サ－フィン，ボ－ドセ－リング，ジェットスキ－ 阿久根市脇本地区

指宿市 Ｂ＆Ｇ山川海洋センター マリンスポーツ等（貸しヨット）
ヨット，カヌー，ボート，水上バイク（料⾦要問い合わ
せ）

指宿市山川福元50

指宿市
レイクグリーンパーク
（えぷろんはうす池田）

マリンスポーツ等
シーカヤック，SUP，スワンボート（料⾦要問い合わ
せ）

指宿市池田3537

指宿市
池田湖マリーナWARNA
（ワルナ）

マリンスポーツ等
ウエイクボード，ウエイクサーフィン，水上バイク（料
⾦要問い合わせ）

指宿市池田5123-4

⻄之表市 住吉海岸（種子島） マリンスポーツ等（貸しヨット） スキューバダイビング ⻄之表市住吉

⻄之表市 鉄浜海岸（種子島） マリンスポーツ等（貸しヨット） サーフィン ⻄之表市安城平山

⻄之表市 種子島沿岸 マリンスポーツ等（貸しヨット） スキューバダイビング 島内一円

⻄之表市 天⼥ケ倉農村公園 スカイスポーツ等 ハンググライダー ⻄之表市安納

垂水市
猿ヶ城渓⾕ 森の駅たるみ
ず

キャニオニング 沢下り 垂水市新御堂1344-1

薩摩川内市 観光遊覧船「かのこ」 マリンスポーツ等（貸しヨット） 観光遊覧⼤人2,000円⼩人1,000円 薩摩川内市上甑町中甑港

薩摩川内市 愛宕ビスタパーク スカイスポーツ等 パラグライダー 薩摩川内市入来町浦之名

日置市 江⼝浜海岸 マリンスポーツ等（貸しヨット） サ－フィン，ウインドサ－フィン 日置市東市来町江⼝浜

霧島市 霧島高原乗馬クラブ 乗馬 乗馬（室内馬場有） 霧島市牧園町高千穂3311-3

霧島市 上床公園 グラススキー場 距離50ｍ，幅８ｍ，最⼤傾斜18度、ソリ各⾃持込 霧島市溝辺町麓3391-102

いちき串⽊野市
いちき串⽊野市Ｂ＆Ｇ海洋
ｾﾝﾀｰ

マリンスポーツ等（貸しヨット） ＯＰヨット，カヌー，カッター等 いちき串⽊野市20957-1

南さつま市 ⼤当海岸 マリンスポーツ等（貸しヨット） スキューバダイビング 南さつま市笠沙町⼤当海岸

南さつま市 笠沙恵⽐寿 マリンスポーツ等（貸しヨット） シーカヤック(1時間1,800円) 南さつま市笠沙町⽚浦14847-1

南さつま市 坊津町Ｂ＆Ｇ海洋ｾﾝﾀｰ マリンスポーツ等 ＳＵＰ，カヌー，ローボート 南さつま市坊津町久志807-1

○ スポーツ体験

内容



市町村 名称 所在地内容

南さつま市 ⻲ケ丘 スカイスポーツ等 パラグライダー 南さつま市⼤浦町本山

志布志市 宮田山 スカイスポーツ等 パラグライダー 志布志市松山町泰野1204

奄美市 ビッグフィッシング マリンスポーツ等 フィッシング全般・宿泊・ﾚｽﾄﾗﾝ 奄美市名瀬⻑浜町27-1

奄美市 奄美市住用町各海岸 マリンスポーツ等（貸しヨット） スキューバダイビング，フィッシング全般 奄美市住用町内一円

奄美市 奄美市住用町和瀬・城海岸 マリンスポーツ等（貸しヨット） ボ－ドセ－リング,サーフィン 奄美市住用町和瀬／城

奄美市 笠利町各海岸(奄美⼤島) マリンスポーツ等（貸しヨット）
ダイビング，ボードセーリング，水上バイク，ジェット
スキー等

奄美市笠利町一円

南九州市 かわなべ馬事公苑 乗馬 観光乗馬（インストラクター付き）www.uma-f.com/ 南九州市川辺町野崎8152

⻑島町 ⻑島町B＆G海洋センター マリンスポーツ等（貸しヨット） ヨット，カヌー，カッター１時間200円 出水郡⻑島町蔵之元

⻑島町
⻑島海中公園（グラスボー
ト）

マリンスポーツ等（貸しヨット）
グラスボートによる⻑島海峡海底探訪（サンゴ，亜熱帯
魚）

出水郡⻑島町蔵之元港沖合

湧水町
魚野，上床，⽊原パラグラ
イダーフライトエリア

スカイスポーツ等
パラグライダー，ハングライダーテイクオフ場及びス
クール

姶良郡湧水町川⻄，川添

湧水町 栗野岳周辺 乗馬等 乗馬入門、トレッキング体験、曳き馬 姶良郡湧水町⽊場 栗野岳レクレーション村周辺

湧水町 轟の瀬 カヌー カヌー（ワイルドウォーター）等 姶良郡湧水町恒次1683-6 川内川

⼤崎町
くにの松原キャンプ場、芝
生広場

陸上 クロスカントリー ⼤崎町益丸226-1

南⼤隅町
半潜水型水中展望船SATA-
DAYGO(さたでい号)

マリンスポーツ等（貸しヨット） 特殊グラスボート⼤人2,000円，⼩人1,000円 肝属郡南⼤隅町佐多田尻

南⼤隅町 佐多Ｂ＆Ｇ海洋センター マリンスポーツ等（貸しヨット） ヨット，カヌー，ボ－ト 肝属郡南⼤隅町佐多⼤泊

中種子町 中山海岸（種子島） マリンスポーツ等（貸しヨット） サーフィン 中種子町野間中山

中種子町 竹屋野海岸（種子島） マリンスポーツ等（貸しヨット） サーフィン 中種子町野間竹屋野

中種子町 ⻑浜海岸（種子島） マリンスポーツ等（貸しヨット） サーフィン 竹之川付近から阿高磯付近までの⻄海岸(約10km)

中種子町 犬城海岸（種子島） マリンスポーツ等（貸しヨット） スキューバダイビング 中種子町増田犬城

南種子町 じゃらそら種子島 マリンスポーツ等（貸しヨット） ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ､ｻｰﾌｨﾝｼｰｶﾔｯｸ､ｼｭﾉｰｹﾘﾝｸﾞ 熊毛郡南種子町各海岸

南種子町 ブルーピース マリンスポーツ等（貸しヨット） ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ､ｻｰﾌｨﾝｼｰｶﾔｯｸ､ｼｭﾉｰｹﾘﾝｸﾞ 熊毛郡南種子町各海岸

屋久島町 リバー・シーカヤック マリンスポーツ等（貸しヨット） その名のとおりカヤックに乗って遊ぶスポーツ 屋久島観光協会

屋久島町
ダイビング・シュノーケリ
ング

マリンスポーツ等（貸しヨット） 透明度の高い屋久島の海を楽しめる 屋久島観光協会

屋久島町 サップ マリンスポーツ等（貸しヨット）
安定性の高いボードに乗ってカヌーのようにオールを用
いて進む

屋久島観光協会

屋久島町 ウィンドサーフィン マリンスポーツ等（貸しヨット） ヨットでもなくサーフィンでもない⼩型帆船 屋久島観光協会

瀬⼾内町 半潜水式水中観光船(せと) マリンスポーツ等（貸しヨット） 半潜水船によるサンゴ礁⾒学 ⼤島郡瀬⼾内町一円

瀬⼾内町 海底観光船(りゅうぐう) マリンスポーツ等（貸しヨット） グラスボートによるサンゴ⾒学 ⼤島郡瀬⼾内町一円

瀬⼾内町 瀬⼾内町各海岸(奄美⼤島) マリンスポーツ等（貸しヨット）
スキューバダイビング，ジェットスキー，ボードセイリ
ング，マリンジェット，シ－カヤック

⼤島郡瀬⼾内町一円

⿓郷町 ⿓郷町各海岸 マリンスポーツ等（貸しヨット）
スキュ－バダイビング，ジェットスキ－，水上スキ－，
ヨット，ﾎﾞｰﾄﾞｾｲﾘﾝｸﾞ，カヌ－等のﾏﾘﾝｽﾎﾟｰﾂ

町内一円

⿓郷町 ⿓郷町各海岸 マリンスポーツ等（貸しヨット） サーフィン他



市町村 名称 所在地内容

喜界町 喜界町各海岸(喜界島) マリンスポーツ等 スキューバダイビング ⼤島郡喜界町一円

喜界町 百之台公園 スカイスポーツ等 パラグライダー ⼤島郡喜界町嘉鈍

徳之島町 徳之島町各海岸 マリンスポーツ等（貸しヨット） 体験ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｺｰｽ，ｽｷｭｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｺｰｽ，ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｽｸｰﾙ ⼤島郡徳之島町一円

天城町
天城町B&G海洋センター
艇庫

マリンスポーツ等（貸しヨット）
カヤック，スタンドアップパドル，バナナボート（要予
約），ウェイクボード（要予約），他幼児向け遊具

天城町与名間（ヨナマビーチ内）

天城町 神田マリンサ－ビス マリンスポーツ等（貸しヨット） スキュ－バダイビング（10,000円〜15,000円） ⼤島郡天城町平土野

和泊町 GTダイバーズ マリンスポーツ等 スキューバダイビング，体験ダイビング，タンク貸出 ⼤島郡和泊町和泊471-3

知名町 マリ－ンショップアミーゴ マリンスポーツ等（貸しヨット） スキューバダイビング，マリ－ンスポ－ツ ⼤島郡知名町知名

知名町 沖えらぶダイブセンタ－ マリンスポーツ等（貸しヨット） スキューバダイビング ⼤島郡知名町新城

知名町 ケイビング 洞窟体験
沖永良部島の地下に広がる鍾乳洞群を地元ガイドとめぐ
る

沖永良部島ケイビングガイド連盟

与論町
⼤⾦久海岸ｻﾝｾｯﾄビｰﾁ(与論
島)

マリンスポーツ等（貸しヨット） マリンスポーツ全般 ⼤島郡与論町

与論町
ダイブセンターマリンライ
フ

マリンスポーツ等（貸しヨット） ダイビング，体験ダイビング，ライセンス取得 ⼤島郡与論町茶花2314-5

与論町 Diver'ｓHouse竹内潜水堂 マリンスポーツ等（貸しヨット） ダイビング，体験ダイビング ⼤島郡与論町茶花2153-1

与論町 ﾐﾃｨﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞﾘｿﾞｰﾄ マリンスポーツ等（貸しヨット） ダイビング，体験ダイビング ⼤島郡与論町茶花1582

与論町 ﾖﾛﾝﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞｻｰﾋﾞｽ マリンスポーツ等（貸しヨット） ダイビング，体験ダイビング，ライセンス取得 ⼤島郡与論町東区1680-6

与論町 ﾌﾞｸﾌﾞｸﾀﾞｲﾊﾞｰｽﾞ マリンスポーツ等（貸しヨット） ダイビング，体験ダイビング，フィッシング ⼤島郡与論町⽴⻑42

与論町 ﾌﾟﾘｼｱﾘｿﾞｰﾄﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ マリンスポーツ等（貸しヨット） ダイビング，体験ダイビング，ライセンス取得 ⼤島郡与論町⽴⻑358-1

与論町 与論町Ｂ＆Ｇ海洋センター マリンスポーツ等（貸しヨット） マリンスポーツ全般 ⼤島郡与論町茶花


