
備考

所属事業者名 名称 内容 実施期間 実施場所 所要時間 定員
最少催行

人員
大人 子ども 大人 子ども 電話 メール FAX HP

1 西真弘 フィールドワーク 奄美の生き物ナイトツアー 夜の森の生き物探し

令和2年

12月2９日

～令和3年

2月28日

奄美市内 3～4時間 ４名 1名 8,000 8,000 0 0

ツアーの時間はお客様の希

望に合わせて短くも長くも

できます。ご希望があれば

夜の森や沢歩きも出来ま

す。その場合はこちらで準

備した長靴を履いて頂きま

す。

090-9739-3494 habuhunt@yahoo.co.jp

金作原鳥蝶植歩ガイド
奄美を代表する原生林で散策

の基本を案内

令和2年

12月29日～

令和3年

2月28日

奄美市金作原

原生林
3～4時間 8名 1名 4,000

2,000

（6~18

歳）

0 0

夜の黒うさぎガイド ナイトツアー

令和2年

12月29日～

令和3年

2月28日

奄美市住用町 2~3時間 3名 1名 9,000

2,000

（6~18

歳）

1,000 0

体験ダイビング（ボート

コース）
ボートに乗って行くコース 2時間30分 10名 1名 14,850 ー 6,850 ー

水着、タオル、サンダル、

飲み物をご持参ください。

体験ダイビング（ビーチ

コース）
ビーチから歩いて行くコース 2時間30分 10名 1名 13,200 ー 5,200 ー

水着、タオル、サンダル、

飲み物をご持参ください。

ボートシュノーケリング
ボートに乗って行くシュノー

ケリングコース
2時間30分 10名 2名 7,700 6,050 0 0

水着、タオル、サンダル、

飲み物をご持参ください。

ビーチシュノーケリング ビーチから歩いて行くコース 2時間30分 10名 2名 6,050 4,400 0 0
水着、タオル、サンダル、

飲み物をご持参ください。

2ボートダイビング
ライセンス持ちのダイビング

コース
3時間30分 6名 1名 14,850 ー 6,850 ー

水着、タオル、サンダル、

飲み物をご持参ください。

レンタル機材は別途料金

ホエールウォッチング1日 約6時間のツアー 6時間 12名 1名 13,200 ー 5,200 ー

要予約・電話・メールでお

願いします。お申し込みは

メールでお願いします。悪

天候の場合、島めぐりツ

アーになるか中止となりま

す。

体験ダイビング 大島海峡でダイビング 3時間 1名 16,500 ー 8,500 ー

要予約・電話・メールでお

願いします。お申し込みは

メールでお願いします。悪

天候の場合、島めぐりツ

アーになるか中止となりま

す。

ホエールウォッチ・スイム

ツアー
ザトウクジラの観察 6時間 6名 1名 22,000 ー 14,000 ー

要予約・電話・メールでお

願いします。お申し込みは

メールでお願いします。悪

天候の場合、島めぐりツ

アーになるか中止となりま

す。

ホエールウォッチング ザトウクジラ船上観察

3時間（9

～12時・

13時～16

時）

25名 4名 6,000
3000（小

学生）
0 0

ホエールスイム ザトウクジラ水中観察

3時間（9

～12時・

13時～16

時）

12名 3名 13,200 ー 5,200 ー

奄美北部ホエールウォッチ

ングツアー半日

ザトウクジラを船で見に行く

ツアー
3時間 8名 3名 7,000 5,000 0 0

奄美北部ホエールウォッチ

ングツアー1日

ザトウクジラをスノーケルで

スイムしながら見るツアー
6時間 5名 2名 25,000 ー 17,000 ー

ダイビングライセンス保持

者。ドルフィンスイムなど

の経験者

奄美大島の自然と歴史を巡

る半日ツアー

奄美大島の国立公園や歴史あ

る文化遺跡等の散策案内や体

験

奄美大島本島

内
5時間 15名 1名 10,000 6,000 2,000 0

料金には保険料、昼食代が

含まれています。時間帯や

コースは応相談です。

奄美大島の自然と歴史を巡

る1日ツアー

奄美大島の国立公園や歴史あ

る文化遺跡等の散策案内や体

験

奄美大島本島

内
8時間 15名 1名 15,000 8,000 7,000 0

料金には保険料、昼食代が

含まれています。時間帯や

コースは応相談です。

加計呂麻島を巡る1日ツ

アー

加計呂麻島の自然や歴史ある

文化遺跡等の散策案内や体験
加計呂麻島内 8時間 6名 1名 18,000 8,000 10,000 0

料金には保険料、昼食代が

含まれています。時間帯や

コースは応相談です。

大島海峡を巡るマリンク

ルージング半日ツアー

国立公園である大島海峡から

島々や夕日等の景色を眺める

クルージングツアー

大島海峡周辺 4時間 10名 3名 15,000 ー 7,000 ー

料金には保険料、昼食代が

含まれています。時間帯や

コースは応相談です。子ど

も参加は大人料金と同じで

すが、応相談となります。

大島海峡を巡るマリンク

ルージング1日ツアー

国立公園である大島海峡から

島々や夕日等の景色を眺める

クルージングツアー

大島海峡周辺 7時間 10名 3名 20,000 ー 12,000 ー

料金には保険料、昼食代が

含まれています。時間帯や

コースは応相談です。子ど

も参加は大人料金と同じで

すが、応相談となります。

コニアールプレゼンツ！ス

ペシャルモニターツアー

この時期にしか味わえない1組

様限定プライベートツアー

奄美大島及び

加計呂麻島
5時間 15名 3名 8,000 ー 0 ー

料金には保険料、昼食代が

含まれています。時間帯や

コースは応相談です。子ど

も参加は大人料金と同じで

すが、応相談となります。

このツアーでは別紙で専用

のアンケート記入が必要と

なります。

ファンダイビング（2ボー

ト）

ボートを利用して2回のダイビ

ングを楽しむコース（ライセ

ンス保持者対象）

3時間30分 8名 1名 14,300 ー 6,300 ー ライセンス保持者対象

体験ダイビング

浅く穏やかな海でダイビング

の楽しさを体験していただく

コース

3時間 4名 1名 13,200 ー 5,200 ー
ライセンスをお持ちでない

方が対象

ボートシュノーケル
ボートを利用してシュノーケ

リングを楽しむコース
3時間 10名 2名 7,700 ー 0 ー

ファンダイビング（2ボー

ト）

ボートを利用して2回のダイビ

ングを楽しむコース（ライセ

ンス保持者対象）

3時間30分 8名 1名 14,300 ー 6,300 ー ライセンス保持者対象

体験ダイビング

浅く穏やかな海でダイビング

の楽しさを体験していただく

コース

3時間 4名 1名 13,200 ー 5,200 ー
ライセンスをお持ちでない

方が対象

ボートシュノーケル
ボートを利用してシュノーケ

リングを楽しむコース
3時間 10名 2名 7,700 ー 0 ー

ナイトツアー 夜の野生生物観察コース 2時間 7名 2名 7,000 4,000 0 0

ナイトカヌー
星空を見ながらカヌーツーリ

ング
2時間 10名 2名 7,000 4,000 0 0

0997-53-1245 info@msamami.com

diver@amamico.jp

http://ww

w.msama

mi.com/

http://ww

w.amamic

o.jp/

6 吉川雅博 あまみこダイバー

R3年1月24

日～R3年2

月28日

奄美北部の海 090-8655-0050

5 才秀樹 マリンスポーツ奄美

R3年1月4

日～R3年2

月28日

小港港発・名

瀬長浜港発

4 太田健二郎 アクアダイブコホロ

R3年1月3

日～R3年2

月28日

瀬戸内町 0997-72-4969 info@kohollo.jp
https://ko

hollo.jp/

（適用後）料金 予約・お問い合わせ等

No.

認定ガイド氏名 エコツアー概要 定員/最少催行人員 （参考）料金（円）

ダイビングショップ

ルプラ
丸野農3

令和2年

12月2９日

～令和3年

2月28日

https://w

ww.amam

i-

diving.jp/

070-7640-6770 4821@s500.jp

http://ma

nkaryoran

.com/

奄美大嶋観光ガイド基武雄2

龍郷町 0997-62-5880 lupura@amami-diving.jp

R2年12月

29日～R3

年2月28日

R2年12月

29日～R3

年2月28日

龍郷町、奄美

市

龍郷町、奄美

市

0997-62-4746

0997-62-4746

R2年12月

29日～R3

年2月28日

080-6453-5865

8

9

辻本純子

前田聡

リラックスダイビン

グサービス

リラックスダイビン

グサービス

7 供利義也 コニアールツアー

rilax@po2.synapse.ne.jp

rilax@po2.synapse.ne.jp

http://am

ami-

diving-

relax.com

/

http://am

ami-

diving-

relax.com

/

konir.gp@gmail.com

https://w

ww.konir2

015.com/

0997-69-2189 mangrove@minos.ocn.ne.jp

https://m

angrovea

mami.com

10 保園美 マングローブ茶屋

R2年12月

29日～R3

年2月28日

奄美市住用町

奄美群島の自然・魅力再発見事業（奄美大島）事業対象エコツアー　一覧表
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加計呂麻島3時間コース

生間港発着。移動はガイドの

車。美しい集落や公園を散策

しながら、そこに伝わる歴

史・物語・芸能などを楽しく

お伝えします

3時間 4名 1名 4,000 1,000 0 0

お客様のご興味・観光の

ペース・道路状況によって

は、実施場所全てを回りき

れない場合があります。最

初にご相談します。

加計呂麻島3時間ロング

コース

生間港発着。移動はガイドの

車。美しい集落や公園を散策

しながら、そこに伝わる歴

史・物語・芸能などを楽しく

お伝えします

3時間 4名 1名 4,500 1,000 0 0

お客様のご興味・観光の

ペース・道路状況によって

は、実施場所全てを回りき

れない場合があります。最

初にご相談します。

加計呂麻島6時間コース

生間港発着。移動はガイドの

車。美しい集落や公園を散策

しながら、そこに伝わる歴

史・物語・芸能などを楽しく

お伝えします

6時間 4名 1名 7,000 2,000 0 0

お客様のご興味・観光の

ペース・道路状況によって

は、実施場所全てを回りき

れない場合があります。最

初にご相談します。

加計呂麻西側フリーコース

生間港発着。移動はガイドの

車。美しい集落やビューポイ

ント巡り、そこに伝わる歴

史・物語・芸能などを楽しく

お伝えします

3～6時間 4名 1名 8,000 2,000 0 0

お客様のご興味・観光の

ペース・道路状況によって

は、実施場所全てを回りき

れない場合があります。最

初にご相談します。

星降る夜のアマミノクロウ

サギ探検ナイトツアー

奄美大島にはここにしかいな

い野生生物がいっぱい！ナイ

トツアーはそんな夜行性の希

少動物に出会える大チャン

ス！

奄美市住用町 2時間 6名 2名 8,000 6,000 0 0

名瀬・龍郷町・笠利町の一

部は、近隣の指定集合場所

まで無料送迎いたします。

子供料金4歳～12歳

マングローブカヌーと秘境

の滝＆金作原原生林ウォー

キング

奄美を代表する手つかずの大

自然を1日でまるごと満喫！原

始と野生が共振する奄美深奥

へ

奄美市名瀬、

住用町
7時間 7名 2名 12,000 9,000 4,000 1,000

名瀬・龍郷町・笠利町の一

部は、近隣の指定集合場所

まで無料送迎いたします。

子供料金4歳～12歳

太陽の滝と奄美最高峰絶景

～湯湾岳・マテリヤの滝・

マングローブカヌー～

海だけじゃない！何本もの壮

麗な滝、大絶景、カヌー体験

など奄美中部、南部のパワー

スポットをめぐる贅沢な旅

奄美中部、南

部
7時間 7名 2名 13,800 9,800 5,800 1,800

名瀬・龍郷町・笠利町の一

部は、近隣の指定集合場所

まで無料送迎いたします。

子供料金4歳～12歳

金作原散策ツアー
金作原原生林の貴重な植物な

どをのんびり散策でご案内

奄美市金作原

原生林
3時間 6名 1名 7,150 6,050 0 0

マングローブカヌーと森と

滝のツアー

マングローブをカヌーで探検

して、近くの森と滝もご案内
奄美市住用町 3時間 6名 1名 7,150 6,050 0 0

マングローブカヌーと金作

原散策ツアー

マングローブをカヌーで探検

して、金作原も行く1日ツアー

奄美市住用町

及び奄美市金

作原原生林

7時間30分 6名 1名 14,300 12,100 6,300 4,100

加計呂麻島散策ツアー6時

間

加計呂麻島の絶景の景勝地や

デイゴ並木、大きなガジュマ

ルをご案内

加計呂麻島内 6時間 6名 1名 14,300 12,100 6,300 4,100

加計呂麻島散策ツアー3時

間

加計呂麻島の絶景の景勝地や

デイゴ並木、大きなガジュマ

ルをご案内

加計呂麻島内 3時間 6名 1名 8,250 7,150 250 0

14 荒田政行 アイランドサービス
マングローブカヌーツ―リ

ング120分体験

ガイドの先導で干潮時は干潟

に上陸して生き物たちを観

察。満潮時はうっそうとした

ジャングルを通り抜けたり

ツーリングを楽しみます。

R2年12月

29日～R3

年2月28日

奄美市住用町 2時間 12名 2名 3,000

2,000

（8～12

歳）

1,500

（3～7

歳）

0 0

午前の部10：30～12：30午

後の部14：00～16：00集合

場所：奄美市住用町役勝17-

2

0997-62-3899 island@island-service.com

https://isl

and-

service.co

m/

金作原原生林散策

金作原原生林で動植物など

ウォッチングしながらガイド

と一緒にトレッキングと森林

浴を楽しみます

奄美市金作原

原生林
3時間 7名 2名 4,000

3,200

（3～12

歳）

0 0

午前の部10：30～12：30午

後の部14：00～16：00集合

場所：奄美市住用町役勝17-

2

マングローブカヌーシ―リ

ング120分体験

ガイドの先導で干潮時は干潟

に上陸して生き物たちを観

察。満潮時はうっそうとした

ジャングルを通り抜けたり

ツーリングを楽しみます。

奄美市住用町 2時間 12名 2名 3,000

2,000

（8～12

歳）

1,500

（3～7

歳）

0 0

午前の部10：30～12：30午

後の部14：00～16：00集合

場所：奄美市住用町役勝17-

2

金作原原生林散策

金作原原生林で動植物など

ウォッチングしながらガイド

と一緒にトレッキング森林浴

を楽しみます

奄美市金作原

原生林
3時間 7名 2名 4,000 3,200 0 0

午前の部10：30～12：30午

後の部14：00～16：00集合

場所：奄美市住用町役勝17-

2

マングローブカヌーシ―リ

ング120分体験

ガイドの先導で干潮時は干潟

に上陸して生き物たちを観

察。満潮時はうっそうとした

ジャングルを通り抜けたり

ツーリングを楽しみます。

奄美市住用町 2時間 12名 2名 3,000

2,000

（8～12

歳）

1,500

（3～7

歳）

0 0

午前の部10：30～12：30午

後の部14：00～16：00集合

場所：奄美市住用町役勝17-

2

ウミガメシュノーケル
ウミガメを見にいくシュノー

ケル

笠利町の浜

（当日の海況

に合わせて）

2.5～3時

間
6名 1名 7,500

7500

（6歳～）
0 0

奄美の海でファンダイビン

グ　2ダイブ

ダイビングライセンス（C

カード）所持の方が奄美の海

で2回潜る

笠利または龍

郷（当日の海

況の良いポイ

ント）

4～5時間 4名 1名 16,500 ー 8,500 ー
ダイビングライセンス保持

者のみ。レンタル代別途

奄美の海でファンダイビン

グ　3ダイブ

ダイビングライセンス（C

カード）所持の方が奄美の海

で2回潜る

笠利または龍

郷（当日の海

況の良いポイ

ント）

6～7時間 4名 1名 20,900 ー 12,900 ー
ダイビングライセンス保持

者のみ。レンタル代別途

体験ダイビング 奄美の海で体験ダイビング

笠利または龍

郷（当日の海

況の良いポイ

ント）

3時間 3名 1名 13,200

13,200

（10歳

～）

5,200 5,200 ダイビング未経験者向け

ホエールツアー ホエールウォッチング 6時間 20名 2名 13,200 ー 5,200 ー

ホエールツアー ホエールスイム 6時間 20名 2名 26,400 ー 18,400 ー
ダイビングライセンス保持

者のみ

金作原原生林探検コース

奄美の代表的な森の中の林道2

キロを散策しながら、季節の

花々、野鳥のさえずり等、自

然の豊かさを感じていただき

ます。

R2年12月

29日～R3

年2月28日

奄美市名瀬金

作原
3時間 8名 2名 4,000 3,200 0 0

服装（長ズボン・靴・長袖

シャツ・帽子・雨具）

飲み物

夜の野生生物観察コース

奄美の森は、アマミノクロウ

サギを代表として、夜行性の

生き物が多く生息しており、

神秘的な夜の森を案内しま

す。

R2年12月

29日～R3

年2月28日

奄美市住用町 3時間 6名 2名 8,000 6,400 0 0

服装（長ズボン・靴・長袖

シャツ・帽子・雨具）

飲み物

金作原原生林探検コース

奄美の代表的な森の中の林道2

キロを散策しながら、季節の

花々、野鳥のさえずり等、自

然の豊かさを感じていただき

ます。

R2年12月

29日～R3

年2月28日

奄美市名瀬金

作原
3時間 8名 2名 4,000 3,200 0 0

服装（長ズボン・靴・長袖

シャツ・帽子・雨具）

飲み物

夜の野生生物観察コース

奄美の森は、アマミノクロウ

サギを代表として、夜行性の

生き物が多く生息しており、

神秘的な夜の森を案内しま

す。

R2年12月

29日～R3

年2月28日

奄美市住用町 3時間 6名 2名 8,000 6,400 0 0

服装（長ズボン・靴・長袖

シャツ・帽子・雨具）

飲み物

金作原原生林探検コース

奄美の代表的な森の中の林道2

キロを散策しながら、季節の

花々、野鳥のさえずり等、自

然の豊かさを感じていただき

ます。

R2年12月

29日～R3

年2月28日

奄美市名瀬金

作原
3時間 8名 2名 4,000 3,200 0 0

服装（長ズボン・靴・長袖

シャツ・帽子・雨具）

飲み物

潤　勇一朗21

水間　忠秀20

19

観光ネットワーク奄

美
0997-54-4991 kna@amami.com

https://w

ww.amam

i.com/

観光ネットワーク奄

美
0997-54-4991 kna@amami.com

https://w

ww.amam

i.com/

0997-54-4991 kna@amami.com

https://w

ww.amam

i.com/

西條　和久
観光ネットワーク奄

美

ネバーランド古田　直基17

R2年12月

29日～R3

年2月28日

0997-56-1001 info@amami-umikaze.net

https://w

ww.amam

i-

umikaze.n

et/

R3年1月5

日～R3年2

月28日

0997-76-0069 diveriki@yahoo.co.jp

http://riki

kakeroma.

net/

18 濱地　武之
ダイビングショップ

リキ

11 寺本薫子 加計呂麻ドットコム

R2年12月

29日～R3

年2月28日

加計呂麻島内 080-5247-4425 ktera@orange.ocn.ne.jp

http://ww

w.kakero

ma.com/

090-2622-1284 sma23@amamism.com

https://a

mamism.c

om/

12 井村純平
奄美サンムーンアド

ベンチャーズ

R2年12月

29日～R3

年2月28日

https://w

ww.amam

i-

guide.com

/

https://isl

and-

service.co

m/

https://isl

and-

service.co

m/

13 富岡記三 スローガイド奄美

R2年12月

29日～R3

年2月28日

15 久保豊 アイランドサービス

R2年12月

29日～R3

年2月28日

0997-62-3899 island@island-service.com

16 城泰夫 アイランドサービス

R2年12月

29日～R3

年2月28日

0997-62-3899 island@island-service.com

090-7288-5980 official@amami-guide.com
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夜の野生生物観察コース

奄美の森は、アマミノクロウ

サギを代表として、夜行性の

生き物が多く生息しており、

神秘的な夜の森を案内しま

す。

R2年12月

29日～R3

年2月28日

奄美市住用町 3時間 6名 2名 8,000 6,400 0 0

服装（長ズボン・靴・長袖

シャツ・帽子・雨具）

飲み物

金作原原生林探検コース

奄美の代表的な森の中の林道2

キロを散策しながら、季節の

花々、野鳥のさえずり等、自

然の豊かさを感じていただき

ます。

R2年12月

29日～R3

年2月28日

奄美市名瀬金

作原
3時間 8名 2名 4,000 3,200 0 0

服装（長ズボン・靴・長袖

シャツ・帽子・雨具）

飲み物

夜の野生生物観察コース

奄美の森は、アマミノクロウ

サギを代表として、夜行性の

生き物が多く生息しており、

神秘的な夜の森を案内しま

す。

R2年12月

29日～R3

年2月28日

奄美市住用町 3時間 6名 2名 8,000 6,400 0 0

服装（長ズボン・靴・長袖

シャツ・帽子・雨具）

飲み物

23 常田　守
感動！ハナイヌビワの樹木

と出会うツアー

奄美の貴重な植物と出会い自

然の神秘を感じてもらいま

す。

R3年1月4

日～R3年2

月28日

奄美市住用町 4時間 10名 2名 8,000

5,000

（6歳～15

歳）

0 0

飲物・弁当・長ズボン・長

袖シャツ・雨具・雨靴

雨天中止（少雨結構）

090-2434-2191 s-wada@yuijima.com

観光ネットワーク奄

美
0997-54-4991 kna@amami.com

https://w

ww.amam

i.com/

越間　茂雄22

潤　勇一朗21
観光ネットワーク奄

美
0997-54-4991 kna@amami.com

https://w

ww.amam

i.com/
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