
※令和4年4月現在のものです。体験料が変更になっていることがございますので、最新の情報はご確認ください。

体験
分類

エリア 体験名
通年/
限定

時期 予約期限 場所 所要時間 受入人数
雨天時
の対応

対応年齢
体験料

(材料費、税込）
割引後
体験料

体験のおすすめポイント！

歴史 麓 "たけどん"と麓めぐり
※ソフトクリーム割引券付き

通年 要相談 2週間前 【集合場所】
いちき串木野市
総合観光案内所

【体験場所】
串木野麓地区

約1時間
（調整可）

1名～10名 小雨○
要相談

どなたでも おひとり1,000円 500円 ・日本遺産に登録され、西郷どんにも
　ゆかりのある串木野麓を歩こう。
・ソフトクリーム割引券付き　(観光案内
　所で使えます。)
・観光案内所集合-串木野氏の墓-大中
　公の廟-長谷場純孝生誕の地-地頭仮
　屋跡-串木野城址-南方神社

食 市来 ほっとする味 郷土菓子の
ふくれ菓子作り体験
※味を二種類選べます。

通年 定休日を除く午後以降で
開始時間は要相談
定休：水曜日
9月∼10月は予約が
取りにくい状況です。

1週間前 大里加工センター 1時間半 2名～10名 ○ どなたでも おひとり1,500円 1,000円 ・材料にも地元特産食材を活かしています。
　基本の「黒糖味」とお好きな味を次から
　ひとつ（サワーポメロ、ポンカン、レーズン、
　ココア ※季節によっては味平かぼちゃや
　芋など）選んで二種作ります。昔ながらの
　せいろで作るふくれ菓子。
・大きさにびっくり！40㎝×40㎝
・お持ち帰りいただきます。

食 上名 料理長のまぐろ塾
※昼食込み

通年 火・木・土
9:30～

2週間前 【集合場所】
いちき串木野市
総合観光案内所

【体験場所】
いちき串木野市
総合観光案内所
/ 海鮮まぐろ家

約2時間 10名～20名
グループにて
お申し込み
下さい。

○ どなたでも おひとり3,500円 3,000円 ・いちき串木野といえば「まぐろ」。まぐろに
　ついて「学び」、「体験」、「食事」を一度に
　体験できます。
・案内所に集合-①いちき串木野のまぐろの
　勉強（ビデオ視聴）-②冷凍南まぐろの上手
　な解凍方法体験-③レストランで特製舟盛り
　ランチ、まぐろ満喫。

その他
（クラフト）

冠嶽 木工ろくろ体験
 ①ころんと可愛い
 　　ドーナツ型フレーム
 ②温かみのある木のお皿
※いずれかひとつ制作

通年 水・日曜日のみ開催
①9:00～②13:00～
開始時間要相談

1週間前 愛林工房 約2時間 2名～10名 ○ 小学生～ おひとり1,500円 1,000円 ・フレーム（写真入れ）かお皿（直径20cm）の
　いずれか一個を選んで作成します。
・珍しい木工ろくろで作ります。
　※木工ろくろとは、木の素材を高速で回転
　させながら刃物で削り形を作っていきます。
　「こま」や「こけし」などを作るのに用いられ
　ます。

その他
（産業）

新生町 みなとまち風景
巨大クレーンのある造船所見学
※見学記念品プレゼント

通年 開始時間
平日9：30～15：30の間
（要相談）

10日前 寿工業㈱ 1時間 最大20名 小雨○
(ただし、
見学エリアが
限られます）

どなたでも おひとり1,000円
※小学生無料

中学生以上
500円

・巨大クレーンがいつも気になっていた！！
　という方必見。大人でもワクワクします。
・子供さんは保護者同伴で。
・事業所からの指示に従って見学すること。
　撮影ができない箇所もあります。
・見学記念品贈呈いたします。

その他
（クラフト）
（SDGｓ）

高見町 いちき串木野特産かんきつの
ルームフレグランス体験
※ワンドリンク付き

通年 開始時間
要相談

1週間前 Le Ciel Fusse 1時間～
1.5時間

１名より
団体要相談

○ どなたでも おひとり2,400円
団体要相談

1,900円 ・いちき串木野特産かんきつ（サワーポメロや
　ポンカン）から抽出した爽やかで貴重なエッ
　センシャルオイルをベースに、あなただけの
　オリジナルブレンドのルームフレグランス（ス
　プレータイプ）を製作します。
　※オイルの抽出作業はありません
①講話と説明（摘果の利用やエッセンシャル
　オイルの抽出などSDGsな視点での取り組み
　について）
②体験(作り方の説明⇒香り決め⇒ブレンド)
※カフェオリジナルブレンドティやフルーツ
　ティも購入できます。

ときめき修楽旅行inいちき串木野　体験プログラム一覧

【いちき串木野市総合観光案内所】　電話：０９９６-３２-５２５６
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観光 羽島 観光クルージング 通年 ①10：00　②11：00
③14：00　④15：00

前日
15:00

Bマリーン
クルーズ

約50分 5名～12名 荒天時
催行
※当日判断

どなたでも 【大人】
　1,700円
【12歳以下】
　　950円
【3歳未満】
　　　無料

【大人】
　1,200円
【12歳以下】
　　450円
【3歳未満】
　　無料

A：猿ヶ島お猿さん回遊コース
Ｂ：薩摩藩英国留学生が乗船したと伝わる岩
　礁を観る航海体験コース
Ｃ：ミステリーコース

自然 羽島 フットパス 南の海辺
羽島とアフタヌーンティ

通年 月・火曜日以外
開始時間は
10：00～15：00の間で
要相談

1週間前 薩摩藩英国
留学生記念館

約2時間 1名～10名 荒天時
中止

10歳以上 おひとり4,400円 3,900円 ・「薩摩藩英国留学生記念館」見学と海辺の
　まち羽島を散策するフットパス体験・体験に
　含まれるもの（ガイド代、記念館入館料、ス
　イーツ・ドリンク）

食 新生町 昔ながらの
手作りつけあげ見学と
揚げたてアツアツ試食体験
※お土産付き

期間限定 不定休
午後14：00以降で要相談
※繁忙期、お盆期間、
年末年始は、受入れ不可

1週間前 寺田屋 1時間 2名～10名 ○ どなたでも おひとり1,500円 1,000円 ・創業昭和23年。兄妹たった2人で営む老舗
　ならではの昔ながらのつけ揚げを元気な妹
　さんのお話を聞きながら製造過程を見学で
　きます。
・普段は食べることができない揚げたてを試
　食することができます。
・お土産のつけあげ付き。月、木は青魚のつ
　けあげ。水、土は白身魚のつけあげ。

その他
（クラフト）

冠嶽 花川焼き
手びねり陶芸体験

期間限定 水曜定休
8月下旬以降
※年度初めから夏場は
繁忙期のため、風鈴祭り
終了後から受入れ可

1週間前 博布堂
次郎工房

約2時間 2名～10名 ○ どなたでも おひとり2,200円 1,700円 ・徐福伝説が息づく自然豊かな冠岳の麓で、
　清らかな水と冠岳の土を使用した陶器作り
　を体験。
・粘土1キロで作れる目安湯のみなら3個、
　飯茶椀なら2個
・作品は焼成後に工房へ引き取りにお越し
　ください。着払いでの発送も出来ます。
　「風鈴祭り」で有名な次郎工房さんで体験
　します。

農林 川上 一日限定
イノ・シカ・超防衛隊体験
（獣害防止電気柵設置体験）

本年度未定。
お問い合わせください。

舟川後
棚田団地
保全会

約1時間 1名～10名 △ どなたでも 【大人】
　2,200円
【小人】
　1,200円

【大人】
　1,700円
【小人】
　　700円

・農地を猪や鹿などの獣害から守る必要性
　などの説明。電気柵設置体験を通して、
　食について考える。（設置時に電流は流し
　ません。）
・川のほとりです。
・収穫の秋に「舟川新米」がもらえる権利付
　き。

農林 大里 いちご狩り 期間限定 12月～4月下旬
ナイターもあり
（要相談）

1週間前 いちごハウス
木場

約1時間 最大40名 ○ どなたでも おひとり目安
1,200円～
1,800円
※団体要相談

700円～
1,300円

・美味しい苺を作る為に土づくりからこだわ
　った、いちごハウス木場の苺は、自然の甘
　味とほどよい酸味、大地から吸収した深い
　コクと味わいが大好評！
・熟した状態で摘み取る、摘みたてでしか味
　わえない苺をお楽しみください。


