
O-12

体験ダイビング 初心者でも楽しめる体験ダイビングです。 13,000円／人
※水着やタオル等、持ち物は要問合せ。

隠岐の国ダイビング
08512-6-3241

6月～10月

シーカヤック 2人乗りシーカヤックで気ままに港内散策。
1時間30分　3,000円／人
（2名乗り・シャワー／延長1時間毎1,000円）
※水着やタオル等、持ち物は要問合せ。

4月～10月

O-13

シーカヤック
①洞窟ツアー、②夕日ツアー、
③湾内レンタルの3つのコースがあります。
※カヤックツアーは10歳以上から受付

①洞窟ツアー    2時間（9時～／13時～）
 大人 　　　　7,000円
 高校生以下　6,000円
②夕日ツアー    2時間（17時頃～）
 大人 　　　　7,000円
 高校生以下　6,000円
③湾内レンタル    1時間（カヤック、SUP）
 2,500円／人

隠岐ジオパーク
ツアーデスク

（海洋スポーツセンター）
08512-6-2050
okigeopark.com

4月～11月

トレッキング
①大満寺山周辺、②白島海岸、
③高田山の3つのコースがあります。
※コースの詳細はお問合せください。

ガイド料金　20,000円（1～4名）
※1名追加毎に5,000円最大6名まで

7月、 8月
以外

カヤックフィッシング
カヤックで塩の浜の砂浜から出発して、磯
の岩場の周辺で釣りをします。釣れるかど
うかは腕次第！

ガイド料金1名　8,000円
釣竿レンタル　1,000円
早朝　+3,000円
2時間（9:00～17:00の時間帯で要相談）

4月～11月

O-16
ウミホタル鑑賞 夏の思い出に、ミルキーブルーに光る幻想

的なウミホタルを楽しみましょう。
大人　   1,200円　
小学生　600円　
幼児　　　無料
※天候不良等により当日ツアーをキャンセルす
る場合があります。あらかじめご了承ください。

あいらんどパークホテル
08512-6-2715

遊歩道散策 あいらんどパークホテルの周辺を散策します。
海沿いの植物や景色を楽しみましょう。

O-14

カヤックで海のジオ散歩or
アドベンチャーカヤック

小さいお子さんから3世代OK!!  ペットも可。
洞窟、さらに無人浜へ上陸探検、海遊び、
魚突き、シュノーケリング、そして上陸ランチも!
島ならではのパエリア等を味わう。

約1時間半～2時間 大人　6,000円～／人
 小学生以下　5,000円～／人
上陸海賊ランチ付ツアー 3時間　8,000円～／人
カヤックフィッシング 約2時間　6,000円～／人

ジオリゾートシンフォニー
08512-7-4009

・NEAL（自然体験
活動指導者）保持
・L.S.F.A.（ライフサ
ポーティングファー
ストエイダー）保持
・JRCA　日本レクリ
エーショナルカヌー
協会公認インストラ
クター

ジオリゾートシンフォニー

島のかくれ里散策／
森のトレッキング

隠岐で一番深い山々に囲まれたやさしいジ
オの世界、海辺のかくれ里を散策。
研究者も訪れる動植物、そして野鳥達の
楽園を案内。ジオガイドも可。

1時間　3,000円～／人（1ドリンク付）
お弁当付きなどオプション応相談。

ネイチャーアート＆クラフト

シーグラス、流木、宝探しの散歩から。
シーグラスでアクセサリー、キャンドルホル
ダーや、流木アートetc。島の天然素材で
暮らしの雑貨作り。お箸、スプーンetc。
お子さまでもOK!!

約1時間～　3,000円～／人（お茶・おやつ付）

たき火の時間第4章／
海を見ながら

海辺の広場でたき火を愉しむ。何か持ち寄
り焼いて食べたり、乾杯したり、ハンモッ
クでくつろいだり。オプションにてそのまま
キャンプも。（手ぶらでもOK!!）

2時間　3,000円～／人
1ドリンク付（ソフトドリンク）
食材、ビール、ワインなど海辺の森のカフェに
てオーダーも可。

地元釣り／
離島フィッシング

手ぶらでもOK!! 
島人の普段の釣り生活体験を。
さらに離島スペックのマニア向けガイド付きも!!
釣りの色々応相談!!
サビキ、ルアー、ジギング、ラン・ガン～

手ぶら（サビキ釣等）2時間　3,000円～／人
船釣り　 約半日 8,000円～／人　　　
　　　　ほぼ1日 15,000円～／人　　　
ショアガイド付  2時間 5,000円～／人　　　
その他色々応相談。

魚突き／
スピアフィッシング ヤス、手モリ等を使い、島の海で獲物を狙う。 約2時間～　　アテンド料金応相談。

船で隠岐を探索／
フリースタイルクルージング

船上からだけの神秘的景観を独占し穴場の
撮影スポットを巡る。島の生きた証しを直近
で直視。
チャーターにてオーダークルーズ可。船にカ
ヤックを積んで遠征カヤック、上陸プランも。

1時間　3,000円～／人
ランチ、プチディナー　8,000円～／人
チャーター、オーダークルーズ要相談。

トゥデイズリコメンド!!☆彡

極”ジオリゾートシンフォニー専属スタッフ、
本日のおすすめスペシャル裏メニューアクティ
ビティ!!!　
※他の正規アクティビティとの組み合わせ
も可。

1時間～数日　5,000円～／人
内容は応相談。

O-23 隠岐ジオパークを学ぶ ガイドと一緒に「隠岐」や「ジオパーク」
について学びます。

大人 500円
小人 250円

隠岐自然館
08512-2-1583

第2・第4
火曜日 休館

O-24 Sea  Jewelry 隠岐の島町の海岸で拾ったシーグラスで、
オリジナルのアクセサリーを作ります。 1つ　1,500円～2,000円

Fun House Merry
080-2940-1176 通年

O-26 オリジナル缶バッジ作り 絵日記を書く様に隠岐を書いて持ち歩こう。缶
バッジ2つとストラップも作れる体験です。 1,000円

　
番号 体験メニュー 体　験　内　容 料　　　　　金 問合せ（電話） 期　間

　
番号 体験メニュー 体　験　内　容 料　　　　　金 問合せ（電話） 期　間

O-1 ジオバス ガイドの案内にてジオパークをバスでめぐり
ます。

大人　5,000円
小人　3,000円 隠岐旅工舎

08512-2-7100
5月～11月

O-2 ジオタク ジオパークを観光タクシーでめぐります。 1名あたり　8,000円～27,000円 4月～11月

O- 3 かっぱ遊覧船 かっぱの伝説の残る八尾川と漁師町を船で
めぐります。

大人　1,500円
小人　   750円

隠岐の島町観光協会
08512-2-0787 4月～10月

O- 4

岸壁釣り ガイドと一緒に、島の魚を釣ります。
1時間30分　   3,000円（竿・餌つき）
延長30分毎　1,000円
貸竿　　　　 2,000円（餌つき）

隠岐旅工舎
08512-2-7100

ひおうぎ貝の創作体験 ひおうぎ貝でオリジナルグッズを制作。 1,500円／人

ふるさと案内人
08512-2-0787

（隠岐の島町観光協会）

隠岐片麻岩ストラップ
手づくり体験 隠岐片麻岩でオリジナルのストラップ制作。 1,500円／人

山歩きツアー（トレッキング）大満寺山・鷲ヶ峰など島後の山々をガイドと一緒に登ります。
4時間　   8,000円（3名まで）
4時間　12,000円（4～10名まで）

ぐるり（町歩き） 西郷のまちをガイドと一緒に歩きます。

楽ぐる（35分） 　　500円／人
島ぐる（45分） 　　600円／人
北ぐる（70分）　  1,000円／人
神ぐる（140分）    3,000円／人（3名まで）
 4名から1名追加毎　1,000円
ぐるりデラックス（60分）　1,000円

島めぐりツアー 観光バスやレンタカーにガイドが同乗し、
観光案内を行います。

4時間　   8,000円（3名まで）
4時間　10,000円（4～10名まで）

O- 5

4時間（半日  1～10名まで） 10,000円　
8時間（ 1日  1～10名まで） 15,000円　

風待ち海道倶楽部
090-6835-7458

ぶらり散歩 地元の人たちと触れ合いながら西郷の街を
ガイドと一緒に歩きます。

120分 大人      　　　 1,500円　　　　　　
 中学生以下　1,000円　　　　　　

山歩きツアー（トレッキング）島の山野草や生き物たちを観察しながら、ベテランガイドとトレッキング。 4時間（1～10名まで）　15,000円

岩石・鉱物ツアー 隠岐諸島にある、珍しい岩石・鉱物を岩石
マニアのガイドと一緒に見に行くツアーです。

4時間（半日  1～10名まで） 10,000円　
8時間（ 1日  1～10名まで） 15,000円　

O- 6 レンタサイクル 選べるタイプは3タイプ。
お好きなタイプを選んでサイクリング。

普通自転車・折りたたみ自転車 3時間   　700円
電動自転車 3時間 1,400円

隠岐の島町観光協会
08512-2-0787

O-15 e-bike　電動アシスト付スポーツバイク（自転車）
e-bikeは風を切って進む爽快感が持ち味です。
移動しながら島のむきだしの自然に触れ、景色
を味わい、空気を直に感じて旅を楽しみましょう。

3時間　2,600円　（保険料 別途200円）

O-7 観光タクシー グループから個人のお客様まで、タクシー
を貸切って観光します。

普通タクシー  １時間　6,500円　　　　
ジャンボタクシー １時間　8,600円　　　　
※タクシー会社、貸切時間によって料金が
　変わりますので、予約時にご確認下さい。

O- 8 観光牛突き 約800年の歴史を持つ、伝統の隠岐牛突
きを観戦できます。

大人　1,500円
小人　   750円

不定期
開催

O- 9 ローソク島遊覧船 夕刻、人気No.1観光スポットであるローソ
ク島を、遊覧船でめぐります。

大人　3,000円　　小人　1,500円
※出航時間は日没に合わせて変わります。
　海上時化等で欠航となる場合があります。
　あらかじめご了承ください。

3／15
～11月

O-10

遊漁船 隠岐の海で、船から釣りを楽しみます。 ※道具代、エサ代等料金詳細は要問合せ。

貴大丸
090-4898-0648

潮路丸
090-9064-7675

白洋
090-1442-3217
第五潮路丸

090-1188-3386

O-17 嵩洋丸
090-1188-1165

O-18 白島丸
090-5706-8992

O-19 松美丸
090-7504-7373

O-20 幸福丸
080-6349-5290

O-21 日新丸
090-4149-8858

O-11 船釣り（白いか） 夏ごろから旬の白いかを船から釣ります。 3時間30分　8,000円／人 NO10   TSURUMARU
090-8710-1810



　
番号 体験メニュー 体　験　内　容 料　　　　　金 問合せ（電話） 期　間

A-1 レンタサイクル

海岸沿いを潮風浴びながら自転車に乗って
みよう! 体力に自信がある方は島の最東端、
明屋海岸までのコースがおススメ。
坂道をのぼると絶景が待っています。

普通自転車　 3時間　     700円
　　　　　　1日　　1,700円
電動アシスト   3時間　1,200円
（保険料込）

海士町観光協会
050-1807-2689

A-2 e-bike　電動アシスト付スポーツバイク（自転車）

e-bikeは風を切って進む爽快感が持ち味
です。移動しながら島のむきだしの自然に
触れ、景色を味わい、空気を直に感じて
旅を楽しみましょう。

3時間　2,400円 　（保険料 別途200円）

A- 3 海中展望船あまんぼう

海士町の港、菱浦港を出て菱浦港へ戻っ
て来る、約50分間のコースとなります。
展望室からは、透明度の非常に高い海士
の海を存分に堪能いただけます。

大人　2,000円　
小人　1,000円
※事前予約おすすめ。

4月～10月

A- 4 アマリウム～手作りキャンドル作り～

海士の海で見つけた貝殻や、シーグラスを
使ったジェルキャンドル作り体験。とってお
きの旅の思い出を閉じ込めた、世界にひ
とつのキャンドルをお作りいただけます。
※事前予約のみ

約1時間　　1,000円／人
オプション　蓄光砂（150円）

A- 5 しゃもじの絵付け体験
海士町に伝わる民謡【キンニャモニャ踊り】
のしゃもじに、お好きな絵を描くことができ
ます。　　※事前予約のみ

約1時間　　600円／人

A- 6 夜の隠岐神社参り
星空を見上げながら、ゆったりとした海士
の夜をお楽しみください。
※事前予約のみ

①隠岐神社の夜祈願 8,000円～／人
②島ガイドと歩く夜の隠岐神社 4,000円～／人
　※料金は参加人数によって変動します

A-7 島のさんぽみち 島人（しまびと）と一緒に、海士町・中里
地区を散策してみませんか？

約80分　　大人　2,800円
　　　　　  小人　1,400円

隠岐桜風舎
050-1807-2689

4月～10月

A- 8 島のほけんしつ蔵 深く穏やかなリラックスを体験してみてくだ
さい。

マイハーブティーブレンド　1,320円／人
クレイ足浴　 2,200円／人
アロマミスト等クラフトワークショップ
　　　　　　　　   1,320～1,650円／人

島のほけんしつ蔵
080-5333-0813

7月～10月

A- 9 体験ダイビング
初めてダイビングをされる方、ライセンス
をお持ちでない方の為のコースです。透明
度の高い海士の海の世界を冒険しましょう。

体験ダイビング 14,000円／人　　　
体験ボートダイビング 18,000円／人　　　
3時間程度

海士ダイビング
サービス

08514-2-1203
通年

A-10
e-bikeエコツアー e-bikeに乗って、隠岐の見どころをプロ

ガイドがご案内するサイクリングツアーです。
13,200円／人　　2名以上で実施
6時間程度 隠岐しぜんむら

08514-2-1313
4月～6月
9月～10月

パックラフト・ツアー パックラフトに乗って、隠岐の見どころを
プロガイドがご案内するツアーです。

9,900円／人　　2名以上で実施
4時間程度

A-12
海士町産の新鮮なイカを
捌いてみよう ！  一夜干し
（しぃしび）作り体験

隠岐名産のイカを捌いて一夜干し（しぃしび）
を作ろう！海士の海の恵みを味わい尽くす体
験です。加工したものは後日郵送で自宅に！

3,300円／人 
　※3名以上で実施、10日前までの要予約

海士町観光協会
050-1807-2689

通年
A-13 島の成り立ちを実感！断崖絶壁クルージング

菱浦港～三郎岩～明屋海岸～隠岐最大の
無人島「松島」～豊田港の贅沢クルージン
グツアー。海士町が誇るジオパークの絶景
を一度に楽しむことができます！

5,500円～／人 
　※4名以上で実施、最大12人まで。
　　季節、人数により料金変動あり 
　※3日前までの要問い合わせ

A-14 隠岐神社正式参拝
後鳥羽上皇を神様としてお祀りする隠岐
神社で、運命に導かれたような感覚を味
わってみませんか

5,500円～／人  
　※2名以上で実施。
　　季節、人数により料金変動あり 
　※2日前までの要予約

A-15 シーカヤック海岸探検ツーリング 初心者用シーカヤックで3時間程度遊びます！
大人 7,000円
高校生以下 5,000円

Nature Guide 遊び屋
090-7376-3844

7／16～
    8／31

　
番号 体験メニュー 体　験　内　容 料　　　　　金 問合せ（電話） 期　間

N-1 シーカヤックわくわく洞窟探検
ゆったりと洞窟や海岸巡り。
インストラクター付きで初心者も安心です。 大人　6,500円（9：00～・13：00～）

クラブノア隠岐
08514-6-0825

4月～11月

N-2 ファンダイビング（要ライセンス） 日本海の楽園はダイビング天国! 2ボートダイビング　14,000円／人
3ボートダイビング　18,000円／人

6月～11月
N- 3 体験ダイビング ライセンスがない方でもO.K!

西ノ島でダイビングデビューをしよう! 14,000円／人

N- 4 観光タクシー
貸切タクシーで行く西ノ島観光。
個人のお客様からグループでの利用も可能
です。

普通タクシー 1時間　6,500円　　　　
ジャンボタクシー 1時間　8,600円　　　　

鏡谷タクシー
08514-7-8321

原交通
08514-6-0056

N- 5 国賀めぐり定期観光船 スケール感抜群の国賀海岸を船頭さんの名
調子と共にめぐろう!

大人　3,000円
小人　1,500円

隠岐観光
08514-7-8412

3/1~3/17
の土日
・

3/18~10/31
の毎日

N- 6 国賀めぐり定期観光バス ロケーション抜群の国賀海岸など島のみど
ころをめぐろう!

大人　3,000円
小人　1,500円

3/1~3/17
の土日
・

3/18~11/20
の毎日

N-7 国賀めぐり観光チャーター船
オープントップの船で感じる疾走感と大迫
力の国賀海岸めぐりをしよう!

1隻　15,000円／2名まで
1隻　18,000円／6名まで
1名　   3,000円／6名以上　　定員　28名

つる丸汽船観光
08514-6-1111

4月～10月

N- 8 ナイトクルージング ホテル所有のクルーザーで満天の星空を楽し
んだり、夜光虫を見たりすることができます。

大人　 1,500円
小人　　700円（5名より催行） 5月～10月

N- 9 バナナボート体験 夏の定番アクティビティ! 1航海（15分）3,500円／１グループ　
定員5名

7/20～
8月末まで

N-13 レンタサイクル 各種自転車をご用意しております。
島の風を感じながらサイクリング。

電動アシスト　3時間　1,500円～
（保険料 別途200円）

西ノ島町観光協会
050-1807-2689

N-21 e-bike　電動アシスト付スポーツバイク（自転車）

e-bikeは風を切って進む爽快感が持ち味です。
移動しながら島のむきだしの自然に触れ、
景色を味わい、空気を直に感じて旅を楽し
みましょう。

3時間　2,400円
（保険料 別途200円）

N-22 ドローンフライトツアー講習付き空撮プラン ドローンで、西ノ島の絶景をかけめぐろう！ 1名　　  13,000円～
2～4名　 8,000円～／人 4月～10月

N-14 船釣り 隠岐西ノ島の絶景の中で船釣りをしよう!
1時間　7,000円／1～3名（チャーター料）
　　　　　　　  （1名増毎1,000円）
※氷、エサ、レンタルタックルは別途料金

遊漁船  優心
080-1903-2016

N-16

陶芸体験 西ノ島の土を使って陶芸体験をしよう!
電動ろくろ   2時間  5,500円／人
てびねり　 2時間  3,300円／人
（2名より催行） 汚れても良い

服装でお越し
ください。

焼火窯
08514-6-1151

営業時間
9：00～
17：00

定休日
火曜日

土染め体験 用意してある手ぬぐいを染めます。
海水で洗って色止めします。

2時間　3,300円／人
（2名より催行）

N-17 ボートシュノーケリングツアー ベテランインストラクターの秘密の場所へ
行くシュノーケリングツアーです。

初級コース　6,000円～／人
中級コース　7,000円～／人
※レンタル料別途

D-Style
090-7771-9912

7/20～
9/15

N-18 秘境トレッキングマイナスイオンツアー
渓流のぼりや五つの滝巡りなどガイドと
一緒にめぐります。

滝・川・山・海まるごとコース
 7,000円～10,000円／人
滝・川・山ウェットスタイルコース
 6,000円～／人
滝・川・山コース 5,000円～／人

N-19 海中ドローンツアー 西ノ島の海を泳がずに探検できます。 1航海　16,000円～　　定員　1名～7名 5月～11月

N-20 SUPツアー 安全・安心SUPボードで絶景ツアー。
7,000円～10,000円／人
所要時間　2時間～3時間
※料金・所要時間はコースによる

5月～11月

N-23 魚釣り 家族や友達と魚釣りを楽しもう! 1本　500円（貸し竿・エサ付き） さくらや
08514-7-8133 5月～11月

　
番号 体験メニュー 体　験　内　容 料　　　　　金 問合せ（電話） 期　間

C- 1 魚釣り（宿泊者限定） 知夫里島で家族や友達と魚釣りを楽しもう!
1,500円／人
※エサ・貸し竿代含む

旅館  知夫里一休
090-3659-7409

C-2

魚釣り（宿泊者限定）
ぜひ体験してほしい魚釣り。
アジなどは初心者や子どもでも、簡単にた
くさん釣ることができます。

1,100円／人
※エサ代別途料金

民宿  なかはま
08514-8-2268

5月～10月

夏野菜収穫（宿泊者限定）
日本海に浮かぶ隠岐で夏野菜の収穫体験
をしよう!
（収穫したものは購入していただきます）

1,100円／人
※購入代別途料金

7月～9月

お茶・お花（宿泊者限定）
日本海に浮かぶ隠岐の古民家でお茶・お
花体験をしよう!
（お花は山野草を活けて頂きます）

1,100円／人
※お茶、お菓子代別途500円

5月～10月

地元食材で作る料理
 （宿泊者限定）

知夫里島の地元食材を使った料理を一緒
に作りましょう!

1,100円／人
※材料代別途料金

5月～10月

そば打ち（宿泊者限定） 日本海に浮かぶ隠岐で、そば打ちの体験
をしよう!

1,100円／人
※材料代別途料金

5月～10月

C- 3

磯遊び（宿泊者限定） 自然豊かな知夫里島の海岸で磯遊びをし
よう!

2,000円（1組2名）　
3,000円（1組3名）

民宿  つるや
090-7597-8644

魚釣り（宿泊者限定） 自然豊かな知夫里島の海で魚釣りをしよう!
（エサや道具はこちらで用意します）

2,000円（1組2名）　
3,000円（1組3名）

農業体験（宿泊者限定） 近くの畑で野菜の収穫をしよう!
2,000円（1組2名）　
3,000円（1組3名）

島内観光案内
 （宿泊者限定）知夫里島島内の観光名所を案内します。

Aコース　3,000円　　
Bコース　4,000円

グランドゴルフ
 （宿泊者限定）

ふれあい広場で一緒にグランドゴルフをし
よう!

2,000円（1組2名）　
3,000円（1組3名）　

俳句吟行（宿泊者限定） 俳句の達人と一緒に俳句を詠んでみよう!
2,000円（1組2名）　
3,000円（1組3名）

C- 4
魚釣り（宿泊者限定） 自然豊かな知夫里島の海で魚釣りをしよう!

（エサや道具はこちらで用意します）
1,000円／人

古風の宿  孤島
090-7899-3045島内観光案内

 （宿泊者限定）知夫里島島内の観光名所を案内します。
3,000円／3名まで　
6,000円／3名以上

C- 6 貝殻オブジェ製作
イワガキの貝殻に絵を描いたり、ビーチグ
ラスや貝殻、砂を貼り付けてオリジナルの
オブジェを作ろう!

1,500円／人
※材料代を含む

知夫里島観光協会
050-1807-2689

C-7 e-bike　電動アシスト付
スポーツバイク（自転車）

e-bikeは風を切って進む爽快感が持ち味
です。移動しながら島のむきだしの自然に
触れ、景色を味わい、空気を直に感じて
旅を楽しみましょう。

3時間　2,400円　（保険料 別途200円）

C- 8 観光タクシー 観光タクシーで行く知夫村観光。個人でも
グループのお客様でも利用可能です。

要問合せ
ぐるーり知夫里島
 050-1807-2689
090-2677-2211

C-10
厄除け祈願　
ミニ・ジャー巻き（蛇巻き）
作り体験

知夫村の神事、ジャー巻きのミニサイズを
作ります。家内安全無病息災の守り神に
なってくれます。

約3時間　4,500円／人
知夫里島観光協会
050-1807-2689

通年


