①【空中テント泊】天空のディナー/雄川の滝モーニングプラン（温泉券付）
テントサイル にご宿泊いただける空中テント泊と、標高400m以上から夕日や星空を見ながらディナーを
楽しめる天空のレストランでのアクティビティ、そして早朝は、エメラルドグリーンが美しい雄川の滝の
トレッキングまで楽しめる、贅沢な最新アウトドアプラン。
＊天空のレストランでは、夕日が沈む時間の乾杯ドリンクを無料でご提供しています。
＊天空のレストランでは、夜２０時ごろより、照明を全て消して満点の星空をご観察いただけます。地元
のガイドによる星空解説や、星空写真の撮影のアドバイス、ペンライトで星空にお絵描きしてみるなど、
遊びごころ満点のプログラムをご用意しています。
また、こちらのプランには、テント泊の会場から徒歩で歩いていける天然温泉ネッピー館の温泉券（宿泊
期間中何度でも入浴可能）と、地元の素材を使用した自然派素材のアメニティ(BOTANICANON)が付い
てきます。
ご家族で、またカップルで、普段は体験できない大自然の中の1日をぜひお過ごしください。

■ご宿泊の流れ■
15:00~18:00
チェックイン（みなと公園内レセプション）
空中テントやなんたん市場でのお買い物、ネッピー館の温泉などをお楽しみください
18:05~

シャトルバスにて、パノラマパーク西原台へ移動
18:30~
天空のレストラン「Blue Standard」にてウェルカムドリンクで乾杯
開聞岳に沈む夕日の絶景をお楽しみください
※こちらのウェルカムドリンクは、宿泊料に含まれております。
19:00~
天空のレストラン「Blue Standard」にて地元食材を使用したディナーをお楽しみください。
※追加ドリンクを頼む場合は、現金で、ドリンクをご購入いただけます。
20:00~
南天の天空ショー
照明を全て落とし、星空や夜景をお楽しみください★
※ご用意しているプログラム
（晴れていれば）天体望遠鏡による惑星の観察や、南天の星空解説、星空写真の撮り方アドバイス
（晴れていても晴れていなくても）ペンライトで夜空にお絵かき
21:00~
シャトルバスにて、テント村(みなと公園)へ移動
21:20~23:00
ネッピー館の温泉(22時まで）や、テント村のライトアップをお楽しみください
23:00

消灯

7:00~

シャトルバスで雄川の滝に移動

7:15~8:00 雄川の滝の早朝トレッキング
8:00~8:45 水辺のモーニング(雄川の滝エリア)
8:45~9:00

テント村へ移動

9:00~10:00 チェックアウト
■お持ち物
・羽織るもの（ディナー会場は少し標高だ高いので、肌寒く感じる日もございます）
・酔い止め（移動が山道ですので、車に酔いやすい方はお持ちください）
・カメラ（フォトスポットが多いため、あるとより楽しめます）
■ご注意点
8/12は、根占地域の花火大会の日となっております。お車の混雑が予想されますので、お時間に余裕を
持ってお越しください。

補⾜事項

※⾬天時について
⼣⾷メニューは変わりませんが、⼣⾷会場は、テント村のあるみなと公園となります。
（星空観察のアクティビティ分の料⾦をご返⾦、もしくは、翌⽇以降無料でご参加いただけるチケットを
お渡しいたします）
朝⾷メニューは変わりませんが、朝⾷会場は、テント村があるみなと公園となります。
（朝⾷は、⾬天時のご返⾦はございません）

⾷事内容
⼣⾷

⼣⽇と星空を感じる天空のレストラン（星空観察付）

朝⾷

雄川の滝の早朝トレッキングと⽔辺のモーニング

【Air-Tent Accommodation】Open air dinner/Ogawa
Waterfall morning plan (including hot springs ticket)
This is an extravagant plan that allows you to fully enjoy the outdoors - including
accommodation in an air tent, activities at an open air restaurant, from which you can
enjoy dinner while overlooking the sunset and starry sky from an elevation of over 400m. In the
morning, you can enjoy trekking to the emerald green waters of the Ogawa Waterfall.
＊A drink to enjoy as the sun sets is provided for free at the open air restaurant.
＊The open air restaurant turns oﬀ all the lights from about 8pm, allowing you to fully enjoy
the starry sky. A local guide will oﬀer explanations of the stars, and give you advice on
photographing the sky.Youʼll also be able to try other fun activities like drawing on the starry
sky with a pen light.
This plan also includes a ticket to the Neppi Natural Hot Springs, that is walking distance from
your accommodation. You can use the hot springs as many times as you like during your stay.
Natural amenities made with local ingredients are also provided for free by BOTANICANON.
Why not escape for a day and enjoy an extraordinary experience in nature with your loved
ones?
■Details of your stay■
15:00~18:00
Check In (At reception inside Minato Park)

Relax in your air tent, go shopping at Nantan Markets, or visit Neppi Hot Springs.
18:05~
Ride the shuttle bus to the Nishihara area of Panorama Park
18:30~
Enjoy a welcome drink at open air restaurant “Blue Standard”
Watch the stunning sunset over Mt. Kaimondake
※The welcome drink is included in your plan price
19:00~
Enjoy a delicious dinner made with local ingredients at open air restaurant “Blue Standard”
※You can purchase additional drinks with cash
20:00~
Southern sky show
All lights turned oﬀ to allow you to enjoy the expansive starry sky★
※Program oﬀered
（On clear nights）Viewing planets through a telescope, hearing an explanation about the
stars, getting advice about taking photos of the stars
（Regardless of weather）Using a penlight to draw on the night sky
21:00~
Return to the tents by shuttle bus
21:20~23:00
Enjoy Neppi Hot Springs (until 10pm), and the illumination of the tent town
23:00

Lights out

7:00~

Travel to Ogawa Waterfall by shuttle bus

7:15~8:00 Morning trekking by Ogawa River
8:00~8:45 Breakfast by the water (Ogawa Waterfall)
8:45~9:00

Return to tent town

9:00~10:00 Check Out
■Things to bring
・Coat (The open air restaurant has a high elevation, so it can be cold sometimes)
・Motion sickness medicine (The shuttle bus travels on winding mountain roads, so please

come prepared if you are susceptible to motion sickness)
・Camera (There are many photo spots)
■Be careful
There is a local ﬁreworks festival on 8/12. Parking spaces will be limited and traﬃc jams are
expected, so please come with time to spare.

Other Details

※What if it rains?
There will be no change to the dinner menu, but the location will be changed to Minato Park,
where the tent town is located.
（We will provide you with a refund for the amount of the sky viewing activities, or a ticket to
allow you to participate for free at a later date）
There will be no change to the breakfast menu, but the location will be changed to Minato Park,
where the tent town is located.
（There is no refund for breakfast regardless of weather）

Meals
Dinner

Breakfast

Enjoy the sunset and starry sky at the open air restaurant (includes star viewing)

Breakfast by the water during Ogawa Waterfall morning trekking

②【ネッピー館和室宿泊】天空のディナー/ネッピー館朝⾷プラン（温泉付）
ネッピー館（和室）のご宿泊と、標高400m以上から夕日や星空を見ながらディナーを楽しめる天空のレ
ストランでのアクティビティが楽しめるプラン。
朝食は、ネッピー館でごゆっくりと食べていただけます。
＊天空のレストランでは、夕日が沈む時間の乾杯ドリンクを無料でご提供しています。
＊天空のレストランでは、夜２０時ごろより、照明を全て消して満点の星空をご観察いただけます。地元
のガイドによる星空解説や、星空写真の撮影のアドバイス、ペンライトで星空にお絵描きしてみるなど、
遊びごころ満点のプログラムをご用意しています。
こちらのプランには、天然温泉ネッピー館の温泉入浴が付いてきます。
ご家族で、またカップルで、普段は体験できない大自然の中の1日をぜひお過ごしください。

■ご宿泊の流れ■
15:00~18:00
チェックイン（ネッピー館）
なんたん市場でのお買い物、ネッピー館の温泉などをお楽しみください
18:00~
みなと公園前のシャトルバス乗り場集合。
パノラマパーク西原台へ移動

18:30~
天空のレストラン「Blue Standard」にてウェルカムドリンクで乾杯
開聞岳に沈む夕日の絶景をお楽しみください
※こちらのウェルカムドリンクは、宿泊料に含まれております。
19:00~
天空のレストラン「Blue Standard」にて地元食材を使用したディナーをお楽しみください。
※追加ドリンクを頼む場合は、現金で、ドリンクをご購入いただけます。

20:00~
南天の天空ショー
照明を全て落とし、星空や夜景をお楽しみください★
※ご用意しているプログラム
（晴れていれば）天体望遠鏡による惑星の観察や、南天の星空解説、星空写真の撮り方アドバイス
（晴れていても晴れていなくても）ペンライトで夜空にお絵かき
21:00~
シャトルバスにて、ネッピー館へ移動
翌7:00~ ネッピー館のレストランにて朝食
~10:00 チェックアウト
※⾬天時について
⼣⾷メニューは変わりませんが、⼣⾷会場はみなと公園となります。
（星空観察のアクティビティ分の料⾦をご返⾦、もしくは、翌⽇以降無料でご参加いただけるチケットを
お渡しいたします）

⼣⾷

⼣⽇と星空を感じる天空のレストラン（星空観察付）

朝⾷

ネッピー館内レストランの朝⾷

ねじめ温泉ネッピー館とは
バス・トイレ付のゆったりとした広さの和室です。
館内に温泉の大浴場がございます。
全国でも珍しいバイタル還元水（マイナスイオン）風呂をはじめ、源泉かけ流しの露天風呂、歩行浴槽、
ジャグジー、サウナ、大浴場、家族風呂などが楽しめる温泉施設です。
＜定員＞最大４名

【Neppi Hotel Japanese Style Accommodation】Open air
dinner/Neppi Hotel breakfast plan (including hot springs
ticket)
This plan allows you to enjoy a stay at the Neppi Hotel (Japanese Style Room) and activities
and dinner at an open air restaurant, where you can enjoy the sunset and starry sky from an
elevation of over 400m. The plan also includes a leisurely breakfast at your hotel in the
morning.
＊A drink to enjoy as the sun sets is provided for free at the open air restaurant.
＊The open air restaurant turns oﬀ all the lights from about 8pm, allowing you to fully enjoy
the starry sky. A local guide will oﬀer explanations of the stars, and give you advice on
photographing the sky.Youʼll also be able to try other fun activities like drawing on the starry
sky with a pen light.
This plan also includes a ticket to the Neppi Natural Hot Springs.
Why not escape for a day and enjoy an extraordinary experience in nature with your loved
ones?
■Details of your stay■
15:00~18:00
Check In (At Neppi Hotel)
Go shopping at Nantan Markets, or visit Neppi Hot Springs etc.
18:00~
Gather at the shuttle bus stop in front of Minato Park
Ride the shuttle bus to the Nishihara area of Panorama Park
18:30~
Enjoy a welcome drink at open air restaurant “Blue Standard”
Watch the stunning sunset over Mt. Kaimondake
※The welcome drink is included in your plan price
19:00~
Enjoy a delicious dinner made with local ingredients at open air restaurant “Blue Standard”
※You can purchase additional drinks with cash
20:00~
Southern sky show
All lights turned oﬀ to allow you to enjoy the expansive starry sky★
※Program oﬀered
（On clear nights）Viewing planets through a telescope, hearing an explanation about the

stars, getting advice about taking photos of the stars
（Regardless of weather）Using a penlight to draw on the night sky
21:00~
Return to Neppi Hotel by shuttle bus
Next morning from 7:00~ Breakfast at Neppi Hotel restaurant
~10:00 Check Out
※What if it rains?
There will be no change to the dinner menu, but the location will be changed to Minato Park.
（We will provide you with a refund for the amount of the sky viewing activities, or a ticket to
allow you to participate for free at a later date）

Dinner

Breakfast

Enjoy the sunset and starry sky at the open air restaurant (includes star viewing)

Breakfast at Neppi Hotel

About Nejime Hot Springs Neppi Hotel
A spacious Japanese style room with a private bathroom and toilet.
There is a large public onsen bath in on the premises.
The baths include a reduced vital (minus ion) water bath, which is unique in Japan, in addition
to an outdoor bath, walking bath, jacuzzi, sauna, large bath and family bath etc.
＜Maximum number of guests＞4 people

③【空中テント泊】お⼿軽素泊まりプラン（温泉券/アメニティ付）
ふわりと空中に浮かぶテントサイル にご宿泊いただける空中テント泊を楽しむアウトドアプラン。
食事なしのシンプルな素泊まり宿泊プランです。
こちらのプランには、テント泊の会場から徒歩で歩いていける天然温泉ネッピー館の温泉券（宿泊期間中
何度でも入浴可能）と、地元の素材を使用した自然派素材のアメニティ(BOTANICANON)が付いてきます。

ご家族で、またカップルで、普段は体験できない大自然の中の1日をぜひお過ごしください。

※⾬天時について
テントの宿泊問題なく泊まっていただけます。ただし、台⾵などの荒天時にはご宿泊を中⽌させていただ
く場合がございます。予めご了承ください。

【Air-Tent Accommodation】Easy Accommodation Only Plan (including hot springs ticket and
amenities）
This outdoor plan allows you to enjoy a stay in an air-tent, ﬂoating gently in the air.
This plan includes accommodation only, and does not include meals.
This plan also includes a ticket to the Neppi Natural Hot Springs, that is walking distance from
your accommodation. You can use the hot springs as many times as you like during your stay.
Natural amenities made with local ingredients are also provided for free by BOTANICANON.
Why not escape for a day and enjoy an extraordinary experience in nature with your loved
ones?

※What if it rains?
You will be able to stay in the tents regardless of rain. However, in the event of typhoons or
heavy storms, we may close the facility. We ask for your understanding.

④ ⼣星空も⼣⽇も！天空のレストランで地元⾷材満喫ディナー（星空観察付）
夕日からマジックアワー、そして星空へと移り変わる、美しい南天の空を満喫しながら、地元産の食材を
ふんだんに使用したディナーをいただける、贅沢なひとときをお過ごしください。
星空観察の際には、すべての照明を落とし、地元の星空案内人（ガイド）が、南天の星空の解説や、天体
望遠鏡を使って惑星を見せてくれるなどのお時間もございます。
また、星空を撮影したい方は、星空撮影のアドバイスを受けられたり、ペンライトで夜空にお絵かきをす
るなどの子供も楽しめるアクティビティが満載です。

ご予約済みの方は、当日、18:30までにパノラマパーク西原台へ直接お越しください。

■ご参加の流れ■
18:00~18:30
パノラマパーク西原台へお越しください。
18:30~
天空のレストラン「Blue Standard」にてウェルカムドリンクで乾杯
開聞岳に沈む夕日の絶景をお楽しみください
※こちらのウェルカムドリンクは、参加費用に含まれております。
19:00~
天空のレストラン「Blue Standard」にて地元食材を使用したディナーをお楽しみください。
※追加ドリンクを頼む場合は、現金で、ドリンクをご購入いただけます。
20:00~
南天の天空ショー
照明を全て落とし、星空や夜景をお楽しみください★
※ご用意しているプログラム
（晴れていれば）天体望遠鏡による惑星の観察や、南天の星空解説、星空写真の撮り方アドバイス
（晴れていても晴れていなくても）ペンライトで夜空にお絵かき
21:00

終了

■お持ち物
・羽織るもの（ディナー会場は少し標高が高いため、肌寒く感じる日もございます）
・酔い止め（移動が山道ですので、車に酔いやすい方はお持ちください）
・カメラ（フォトスポットが多いため、あるとより楽しめます）
■ご注意点
8/12は、根占地域の花火大会の日となっております。お車の混雑が予想されますので、お時間に余裕を
持ってお越しください。

補足事項
※⾬天時は、中⽌になります。中⽌の場合は、当⽇午前中にお電話にてご連絡いたします。
＜パノラマパーク⻄原台＞
(アクセス)
・⿅児島市から⾞で約2時間40分（桜島フェリー含む）
・⿅児島空港から⾞で約2時間40分
・根占港から⾞で約20分
・指宿港⇔根占港

⾼速船約20分

・⼭川港⇔根占港

フェリーなんきゅう約50分

(駐⾞場)
20台
(公式サイト)
http://satamisaki.com/p_category/panoramapark

Enjoy the sunset and starry sky! Local specialty dinner in an open air restaurant (Includes star
viewing）
Enjoy an extravagant evening - starting with a beautiful sunset that reveals a sky full of stars.
See the stunning southern starry sky as you eat a delicious dinner made with local ingredients.
When the star viewing time begins, all the lights will be turned oﬀ, and a local star guide will
explain about the stars of the Southern sky, and also show you planets through a telescope.
Those that wish to take pictures of the stars can receive special advice. You can also use a
penlight to draw on the sky - an activity perfect for kids.
Those with reservations should gather on the day by 18:30 at the Nishihara area of the
Panorama Park.
■Details of your stay■
18:00~18:30
Gather at the Nishihara area of Panorama Park
18:30~
Enjoy a welcome drink at open air restaurant “Blue Standard”
Watch the stunning sunset over Mt. Kaimondake
※The welcome drink is included in your plan price
19:00~
Enjoy a delicious dinner made with local ingredients at open air restaurant “Blue Standard”

※You can purchase additional drinks with cash
20:00~
Southern sky show
All lights turned oﬀ to allow you to enjoy the expansive starry sky★
※Program oﬀered
（On clear nights）Viewing planets through a telescope, hearing an explanation about the
stars, getting advice about taking photos of the stars
（Regardless of weather）Using a penlight to draw on the night sky
21:00~
End

■Things to bring
・Coat (The open air restaurant has a high elevation, so it can be cold sometimes)
・Motion sickness medicine (The shuttle bus travels on winding mountain roads, so please
come prepared if you are susceptible to motion sickness)
・Camera (There are many photo spots)
■Be careful
There is a local ﬁreworks festival on 8/12. Parking spaces will be limited and traﬃc jams are
expected, so please come with time to spare.

Other Details
※This will be cancelled on rainy days. We will call you on the morning of the day if it is
cancelled.
＜Nishihara Area or Panorama Park＞
(Access)
・About 2 hours 40 minutes from Kagoshima City by car (using the Sakurajima ferry)
・About 2 hours 40 minutes from Kagoshima Airport by car
・About 20 minutes by car from Nejime Port
・About 20 minutes by high speed ferry from Ibusuki Port to Nejime Port
・About 50 minutes by Nankyu Ferry from Yamagawa Port to Nejime Port
(Parking Spaces)
20
(Oﬃcial Site)
http://satamisaki.com/p_category/panoramapark

