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「別邸�天降る丘」では、⽇々の疲れをリセット
できる多彩なリラクゼーションや、体を動かし
リフレッシュするアクティビティなど、様々な
体験を皆様にご提供いたします。

ご⾃⾝に合った「癒し」をご堪能ください。
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広⼤な敷地内にある、全⻑4,900m（75分）の散策コース。
⼼⾝の癒やしを求めて集う⽅々の幸せを祈り、その象徴
として天珠観世⾳菩薩を、また皆さまに幸せが訪れるよう
七福神を配しています。⽊々の緑、⼩⿃のさえずりを感じ
ながら、のんびりと散策マップを⼿に歩いてみてはいかがで
しょうか。

七福神を巡る散策コース
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⿅児島県本⼟唯⼀のインフィニティプール。�温泉熱を
利⽤することで⽔温が32∼34�℃�に保たれ、年中無料
でご利⽤いただけます。

＊⽔着のレンタルは⾏っておりません。ご持参ください。
（バスローブ、ビーチサンダルはご⽤意しております）

インフィニティプール

キャンピング

施設内のウッドデッキから星空観賞をお楽しみいただけます。
指宿の⾃然の中で、夜空を眺めながらゆっくりできるひと時は
いかがでしょうか？

＊要予約（無料）
＊天体望遠鏡とランタンスピーカー（Bluetooth接続可能）を準備して
 おります。また、ドリンク（コーヒー、お茶）もご準備しております。

星空ウォッチングプラン



個⼈でフィットネスに打ち込みたい⽅はプライベートジム
がおすすめです。「SIXPAD」の製品を取り揃えており、
The�Bikeを始め様々な製品がご利⽤できます。
周囲の⽬や⾳を気にせず、集中していただけます。

＊要予約（有料）、P.７参照
＊設置製品：�The�Bike,�Water�Weight,�Power�Roller,�Body�Pole,
Kettle�Bell,�Push�Up�Bar,�Training�Band,�Stretch�Rod（その他ラン  
ニングマシン、ダンベル、ヨガマット、バランスボール、フォームローラー
を⽤意しております。）
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窓の外に広がる⼤⾃然を望みながらフィットネスに打ち込む
ことができます。

フィットネスジム

 プライベート
 フィットネスルーム
 �(Col laborat ion �with �MTG)
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プライベート
シアタールーム

今後も様々なアクティビティをご案内予定です。

 100インチの迫⼒ある⼤画⾯で映画などを楽しむことが
 できます。

 ＊要予約（有料）、P.７参照
 ＊DVD等をご⾃⾝でご持参いただくか、お客様ご⾃⾝の番組視聴アプリ
  アカウントでご視聴ください。



料⾦表
アクティビティ

   プライベート
   シアタールーム

  プライベート
  フィットネスルーム
( C o l l a b o r a t i o n �
         w i t h � M T G )

ご利⽤料⾦
      1組/3,000円∼
�
＊利⽤時間は3時間、ドリンク・スナック
付きとなります。メニューの詳細につき 
ましては、お問合せください。また、⼩学
⽣以下のお客様のみでのご利⽤は安全上の
問題からご遠慮いただいております。

     １時間/1,000円
     ３時間/1,500円
      終⽇/3,000円
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冒険する
指宿満喫体験プラン

NPO法⼈�
指宿観光＆体験の会
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「別邸 天降る丘」では、「NPO法⼈ 指宿観光＆
体験の会」にご協⼒いただき、お客様に
Wellbeingをお届けするとともに、指宿の魅⼒を
知っていただきたく、厳選したアクティビティ
を提供しております。

当ホテルでの優雅なひと時に加え、『指宿満喫
体験プラン』の「静」でのんびりと、または
「動」で体を動かしながら満喫できるアクティ
ビティを体験し、地域の⽅とふれあいながら
リフレッシュするのはいかがでしょうか。



ＮＨＫ⼤河ドラマでも有名な、薩摩が⽣んだ幕末の才⼥「天璋
院篤姫」。今和泉は篤姫が幼少の頃、お住まいになられた屋敷
があったところです。

「天璋院篤姫ゆかりの地」を散策した後は、築百年を超す古⺠
家にて、⼟鍋で炊き上げる極上のご飯と、厳選された⾷材のお
料理が花篭に盛られた篤姫御膳をお召し上がりください。

静-1
篤姫散策と古⺠家で
篤姫御膳
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静-2
指宿⻑太郎焼窯元
⼿びねり陶芸体験

島津家御庭焼の絵師、有⼭⻑太郎が独⽴し、明治31年⿅児
島市に開窯しました。現当主、有⼭禮⽯が三代⽬として、伝
統と現代を共⽣する薩摩陶器作りをしておられます。作り⼿
の温かみを感じる⿊薩摩や、氷裂⽂の器等をお楽しみくださ
い。



動-1
かつおぶし製造
⼯程⾒学
（茶ぶし付き）

指宿市⼭川の特産品として名を馳せるかつおぶし。
全国シェアの7割を占める本枯節もまた、港町ならではの逸
品です。和⾷、出汁⽂化の要とも⾔える指宿かつおぶしは、
今、世界へと翼を広げようとしています。この体験ではかつ
おぶし⼯場⾒学や、マイナス50度の⼤型冷凍庫体験、本枯
節を⾃ら削る指宿のソウルフード茶ぶし作りを楽しむことが
できます。本場のかつおぶしをご堪能下さい。

真⾔宗の寺院として九州⼀の規模をほこる約3万坪の敷地に
は、僧侶により作庭された⽇本庭園が広がります。講堂での
瞑想や、写経道場での写経を体験することができます。真⾔
密教の教えを実践する「修繕の道場」で、⽇常の慌ただしさ
を忘れ、静かで落ち着いた時間を過ごされてみませんか。

静-3
不動⼭⻘隆寺
⼼⾝リフレッシュ
写経体験
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動-3
池⽥湖⽔上アクティビティ�
フライボードと
ビッグマーブル体験

四季折々の花が咲き誇る、⾃然豊かな池⽥湖は、九州最⼤の
カルデラ湖として知られています。池⽥湖の⽔は地域住⺠の
飲料⽔としても使われるほど清らかです。そんな池⽥湖で、
世界中で⼤⼈気のフライボードをお楽しみいただけます。
海⽔と異なり肌がべたつくことがないので、快適にお楽しみ
いただけます。

神秘的な⽕⼝湖・鰻池のほとりの温泉場です。また、地区内
の多くの場所で⽩い噴気をあげる、「スメ」と呼ばれる温泉
の蒸気を利⽤したカマドがあります。卵やさつまいもなどの
四季折々の野菜を天然カマドで蒸すスメ料理を味わうことが
できます。アトピーなどの⽪膚病に効果が⾼いといわれる鰻
温泉に⼊浴されるも良し、ゆっくりとレトロな⾵情を楽しむ
も良し。⼼⾝をリフレッシュできること間違いなしです。

動-2
秘湯鰻温泉散策と
スメ体験
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静 詳細
アクティビティ

   篤姫散策と古⺠家で
   篤姫御膳

   住所：
   ⿅児島県指宿市岩本�
   岩本漁協隣り

   指宿⻑太郎焼窯元�
   ⼿びねり陶芸体験

   住所：
   ⿅児島県指宿市
   東⽅7834

   不動⼭⻘隆寺�
   ⼼⾝リフレッシュ
   写経体験

   住所：
   ⿅児島県指宿市
   ⼩牧1874 - 9 �

体験内容�＆�料⾦
１）篤姫ゆかりの地の散策
２）古⺠家梅⾥にて篤姫御膳のお⾷事
�
※当⽇の状況によって⾏程が変更になる
場合があります。�
※毎週⽕曜⽇と毎⽉第3⽔曜⽇は古⺠家梅⾥
が定休⽇のため，指宿駅周辺の料理店にて
温泉卵で作ったご当地丼「温たまらん丼
セット」に⾷事が⼊れ替わります。

⼤⼈：3,000円
⼩学⽣以下：2,500円

１）⼿びねり陶芸体験
（マイカップ・マイ⽫などの作製）

※体験で作成した⻑太郎焼の陶器は、
1ヶ⽉後に宅配いたします（送料別）。
※当⽇の状況によって⾏程が変更になる
場合がございます。

⼤⼈：3,500円
⼩学⽣以下：3,500円

１）⽇本庭園や諸堂のご案内
２）写経体験

※当⽇の状況によって⾏程が変更になる
場合があります。

⼤⼈：2,000円
⼩学⽣以下：2,000円

＊ご予約枠が満員となり、ご予約できない場合がございます。ご了承ください。
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動 詳細
アクティビティ

  � �かつおぶし製造
  � �⼯程⾒学
  �（茶ぶし付き）
 
   住所:
   ⿅児島県指宿市
   ⼭川新栄町9番地

   秘湯鰻温泉散策と
   スメ体験

   住所:
   ⿅児島県指宿市
   ⼭川成川6517

   池⽥湖⽔上アクティビィ�
   フライボードと
   ビッグマーブル体験

   住所:
   ⿅児島県指宿市 
   池⽥5123番地4

体験内容�＆�ご利⽤料⾦
１）かつおぶし製造⼯程⾒学
２）カツオ保存冷凍庫体験
３）茶ぶし作り体験
４）かつおぶし直売店または
道の駅⼭川港活お海道にて、買い物
�
※当⽇の状況によって⾏程が変更になる
場合があります。

⼤⼈：1,500円
⼩学⽣以下：500円

１）鰻温泉、鰻池のご案内
２）スメ体験
�
※当⽇の状況によって⾏程が変更になる
場合があります。

⼤⼈：1,500円
⼩学⽣以下：500円

１）フライボード講習及び体験
２）ビッグマーブル体験
その後、解散。

※当⽇の状況によって⾏程が変更になる
場合があります。

⼤⼈：7,500円
⼩学⽣以下：7,500円

＊ご予約枠が満員となり、ご予約できない場合がございます。ご了承ください。



別邸�天降る丘
または

指宿駅
体験場

別邸�天降る丘
または

指宿駅

別邸�天降る丘
または

指宿駅
体験場

別邸�天降る丘
または

指宿駅

⼿軽でおトクなタクシー観光

２時間コース

３時間コース

         所要時間：２時間
       普通⾞運賃：10,500円（税込み）

＊乗降場所は別邸�天降る丘または指宿駅のいずれかを選択
＊体験場：篤姫散策と篤姫御膳、⻑太郎焼、不動⼭⻘隆寺、鰹節⼯場、鰻温泉、
 のいずれか１カ所選択

         所要時間：３時間
       普通⾞運賃：13,500円（税込み）

＊乗降場所は別邸�天降る丘または指宿駅のいずれかを選択
＊体験場：篤姫散策と篤姫御膳、⻑太郎焼、不動⼭⻘隆寺、鰹節⼯場、鰻温泉、
 池⽥湖⽔上アクティビティ、のいずれか１カ所選択

私有⾞をお持ちでない⽅は、タクシーをご利⽤いただけます。
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NPO法⼈�指宿観光＆体験の会   ������
〒891-0405�指宿市湊1-3-2�指宿駅前ビル2階

www.ibusukikankoutaiken.com
TEL.�0993-23-8800�/�FAX.�0993-23-8801

別邸�天降る丘              �������
〒891-0304�⿅児島県指宿市東⽅5000番地
 
www.amafuru-oka.com
TEL.�0993-26-3322�/�FAX.�0993-23-5571

指宿市で様々な「冒険」をし、
⾃⾝の「Wellbeing」へ

「別邸�天降る丘」公式Instagram 「NPO法⼈�指宿観光＆体験の会」HP


