
ヨットクルージング
　　（操船体験）

YYY CLUB iE RESORT　アクティブメニュー 2017/4/1～2018/3/31

☆レンタルメニュー ☆スノーケリングメニュー（要予約） ※スノーケリングツアーの最低遂行人数は2名様よりとなります。
時間 宿泊者料金 一般料金 備考備考 メニュー

シーカヤック 1時間
¥1,100 /1艇 ¥1,600 /1艇

メニュー 時間 宿泊者料金 一般料金
¥4,800 /1名

¥2,200 /1艇 ¥2,700 /1艇 2名乗り （小型ボート） 小人
1名乗り 体験スノーケリング 大人

1時間
¥4,300 /1名
¥3,400 /1名 ¥3,900 /1名 器材・ポイントレッスン付き

クリアカヤック 30分 ¥2,200 /1艇 ¥2,700 /1艇 2名乗り /1名 小学生未満のお子様はご相談ください大人
2時間

¥5,500 /1名 ¥6,000
小人 ¥4,400 /1名 ¥4,900 /1名

¥1,200 /1式 ¥1,700 /1式
エサ・仕掛け付き （クルーザー）

スノーケリングツアー

延長1時間につき￥100増 同行乗船 ¥2,200 /1名 ¥2,700 /1名 ご利用頂けない場合がございますのでご相談ください
※ポイントにより所要時間が変更することがございます。

ビーチマット 8時間 ¥600 /1枚 ¥1,100 /1枚 ※チャーター（貸切）ご希望の際はご相談ください。　　　　　　
ビーチパラソル 8時間 ¥600 /1本 ¥1,100 /1本

釣り竿 3時間

自転車
1時間 ¥600 /1台 ¥1,100 /1台 婦人用・子ども用

ハンモック ８時間 ¥600 /1式 ¥1,100 /1式
☆ダイビングメニュー（要予約） ※当日に飛行機搭乗を予定されている方はご利用できません。

3時間 ¥1,100 /1台 ¥1,600 /1台 延長1時間につき￥300増 メニュー 時間 宿泊者料金 一般料金 備考

電動アシスト自転車
1時間 ¥1,000 /1台 ¥1,500 /1台

延長1時間につき￥300増
/1名

3時間 ¥1,500 /1台 ¥2,000 /1台 2本 2時間×2 ¥12,300ファンダイビング
1本 2時間 ¥7,500 /1名 ¥8,000

/1名 ¥12,800
2時間×3 ¥17,000

/1名 ボート又はビーチダイブ

テニスラケット（ボール付き） ３時間 ¥600 /1式 ¥1,100 /1式
テニスコートは青少年旅行村内テニスコートご利用になります。 3本 /1名 ¥17,500 /1名 （タンク・ウェイト・ガイド込み）
屋内運動場テニスコート（要予約・1コート￥600～） ナイトダイビング 2時間 ¥10,000 /1名 ¥10,500 /1名

器材レンタル

フルセット 1日 ¥3,300 /1式 BCD・レギュレター・軽器材セット・ウェットスーツ
/1式¥1,100

¥1,100 /1式

¥1,100 /1式

メニュー 時間 宿泊者料金 一般料金 備考 レギュレター 1日
☆ビーチメニュー ※使用する船舶はジェットスキーとなります。 BCD 1日

ジェットスキー
体験コース 5分 ¥1,100 /1名 ¥1,100 /1式 マスク・スノーケル・フィン・ブーツ・グローブ
操船コース 15分 ¥3,300 /1名 ¥3,800 /1名

¥1,600 /1名
インストラクター同乗

軽器材セット 1日
ウェットスーツ 1日

ドラゴンボート(バナナボート) 10分 ¥1,100 /1名 ¥1,600 /1名

/1名

/1名
器材レンタル・カード発行料込み

マーブル 10分 ¥1,100 /1名 ¥1,600 /1名 15歳以上対象
ダイビング講習コース 4日間 ¥65,000 /1名 ¥67,000

¥15,500 /1名 同日2本目は30％OFF
ウェイクボードスクール 40分 ¥5,500 /1名 ¥6,000 /1名 ポイントレッスン付き

経験者メニュー
体験ダイビング

大人
2時間

¥15,000 /1名
小人 ¥11,300 /1名

ウェイクボード 15分 ¥3,300 /1名 ¥3,800
¥11,800 /1名 10歳以上対象

同行乗船 ¥2,200 /1名 ¥2,700 /1名 ご利用頂けない場合がございますのでご相談ください

備考

伊江島クルージング
大人

1時間
¥3,800 /1名 ¥4,300

☆クルージングメニュー（要予約） ※最低遂行人数は2名様よりとなります。 ※ポイントにより所要時間が変更することがございます。
メニュー 時間 宿泊者料金 一般料金 備考 ※器材レンタルはダイビングメニューご利用の方に限ります。

/1名

チャーター（貸切）ご希望の際はご相談ください。

※チャーター（貸切）ご希望の際はご相談ください。　　　　　　
小人 ¥1,900 /1名 ¥2,400 /1名

/1名 ¥2,400 /1名 メニュー 時間 宿泊者料金 一般料金
大人

1時間
¥3,800 /1名 ¥4,300 /1名

サンセットクルージング

¥1,600 /1個 ¥2,100 /1個
オプション追加￥324/1個

小人 ¥1,900 /1名 ¥2,400 /1名
大人

90分
¥3,800 /1名 ¥4,300 /1名 フォトフレーム作り 90分

☆クラフトメニュー ※作品のお渡しには乾燥・手直しなどお時間を頂くものがございます。
小人 ¥1,900

¥2,100 /1名
ジェルキャンドル作り 90分 ¥1,600 /1個 ¥2,100 /1個

☆4月～10月限定メニュー（要予約）
☆チャーターメニュー（要予約） メニュー 時間 宿泊者料金 一般料金

¥3,200 /1対 ペア
　　（グラスボート） 小人 ¥1,100 /1名

シーサー色付け体験 90分 ¥2,700 /1対水中観光船 大人
30分

備考
メニュー 時間 宿泊者料金 一般料金 備考 シーカヤック 大人

90分
¥4,300 /1名 ¥4,800 /1名 器材、ポイントレッスン付き

伊江港 時間内
20分

¥21,600 /1艇 ¥26,600 ¥3,900 /1名 小学生未満のお子様はご相談ください
～　本部港　送迎 /1名 当日の干潮時間によっては、

クルーザーチャーター

2時間 ¥43,200 /1艇 ¥48,200 /1艇 小人
イノー散策

大人
90分

¥2,200 /1名 ¥2,700
¥1,800 /1名 ¥2,300 /1名 ご利用できない場合がございます

時間外 ¥31,600 /1艇

¥77,800 /1艇 ¥82,800 /1艇 時間内運航のみ
施設使用料

大人

¥600

小人 ¥3,400 /1名
¥36,600 /1艇 18：00～09：00間に出港

/1艇 09：00～18：00間に出港 ＆スノーケリング

/1名 大人1名様に付き幼児2名様まで無料
※本部港以外の発着送迎はお問い合わせください。

船以外の釣り具などの器材は別途 小人 ¥600 /1名 （他メニューをご利用のお客様は無料でご利用になれます）

8時間 ¥121,000 /1艇 ¥126,000 /1艇
無料

¥1,100 /1名 シャワー・更衣室・プール・タオル・グラウンドゴルフ
6時間 ¥103,700 /1艇 ¥108,700 /1艇
4時間

☆フィッシングメニュー（要予約） ※体験釣り、沖釣りの最低遂行人数は2名様よりとなります。
メニュー 時間 宿泊者料金 一般料金 備考

幼児（未就学）

～ ご利用のお客様へ ～
体験釣り【エサ釣り】 大人

2時間
¥2,600 /1名 ¥3,100 /1名 釣り竿・エサ・仕掛け付き ※ご予約・お問合せはYYY CLUB iE RESORT（℡：0980-49-5011）までお願いします。

（小型ボート・乗合い） 小人 ¥2,100 /1名 ¥2,600 /1名 定員4名様まで（同行乗船含む） ※大人料金は中学生以上、小人料金は小学生までとなります。
釣り竿・エサ・仕掛け付き ※メニューにより小学生までのお子様は保護者同伴でのご参加になります。
定員4名様まで（同行乗船含む） ※悪天候又は器材整備などの理由によりご利用できない場合がございます。

沖釣り【サビキ釣り】 大人
4時間

¥10,800 /1名 ¥11,300

チャーター体験釣り【貸切】 2時間 ¥10,400 /1艇 ¥12,400 /1艇

/1名 釣り竿・エサ・仕掛け付き ※レンタルメニューにおいて紛失又は破損された場合の修理代等はお客様負担となりますので、ご了承ください。
（クルーザー・乗合い） 小人 ¥8,600 /1名 ¥9,100 /1名 定員5名様まで（6名様以上はご相談ください）

※料金には消費税8％が含まれています。
トローリング【ルアー釣り】 6時間 ¥81,500 /1艇 ¥86,500 /1艇 釣り竿・仕掛け

※レンタルメニューの貸出時間は09：00～、返却時間は17：00までとなります。

チャーター沖釣り【貸切】 4時間 ¥54,000 /1艇 ¥56,500 /1艇
釣り竿（5セット）・エサ・仕掛け付き ※メニュー料金及び内容は予告なしに変更することがございます。
定員12名様まで（同行乗船含む）

ご利用頂けない場合がございますのでご相談ください
※上記以外の手法の釣りをご希望の際はご相談ください。
※チャーターメニューの当日変更はできません。

同行乗船 ¥2,200 /1名 ¥2,700 /1名


