No.05

SUP & Surfing Marine Activity
Katsuura area is a mecca of surfing in Japan where the world surfing championships are held. You can often see
sea turtles and whales in the crystal clear emerald green waters. Even beginners can safely experience SUP and
surfing in such beautiful waters. The surfing lessons offered by MALIBU POINT, a surf store located right in front
of the ocean, have a 100% rate of take-off (standing up on the board).We always choose boards that best fit our
customers' needs and promise to deliver an enjoyable surfing experience.
MALIBU POINT puts safety and comfort first. If we judge the conditions on a particular day to be poor, we will
cancel lessons and charge you no cancellation fee. Want to make a Japanese paper doll to pray for fine weather?
We always have tissues and newspapers available!
Basic process: Change clothes -> Learn surfing technique on land -> Practice in the ocean -> Return to land and change clothes
Fee covers: Instruction, rental (board, leash), insurance, parking, shower
What to bring: Swimsuit, towel, sunscreen, insurance card

start at 6:30 a.m.

Number of participants:

Adults: ¥6,600

start at 1:30 p.m.

1-50 people

Children: ¥6,050

Length: 2 hrs

Minimum party size:

Wet suit rental: ¥2,200

1 person

※without tax

Ages: 4 and up

Access
Information

｜
｜

Train：From JR Tokyo Station, take the JR Sotobo Line Limited Express Wakashio. Get off at JR Sotobo Line Katsuura Station (about 90 minutes)
Car：From Tokyo, take the Aqua-Line. Transfer to Route 297 at the Ken-O Expressway Ichihara Tsurumai IC (about 90 minutes).

Katsuura Tourism Association

Mail：kappy-vc@bz04.plala.or.jp

No.05

SUP & Surfing Marine Activity
勝浦は、サーフィンの世界大会が開催されるほどのサーフィンのメッカ。透き通ったエメラルドグリーン
の海では、海ガメやクジラを見ることもしばしば。そんな海で、初心者でも安心してSUPやサーフィンを
体験することができます。海目の前のサーフショップ「マリブポイント」のサーフィンレッスンは、テイ
クオフ(立って乗ること)率、100％！お客様に合わせてボードを選ぶので、楽しいサーフィンをお約束しま
す。当日の自然状況により実施不可の判断を行う場合がございますが、自然状況による不催行の場合は
キャンセル料をいただきません。テルテル坊主を作るためのティッシュや新聞紙の用意はございます (笑)
● 基本工程

着替え・移動 ⇒ 陸上でのサーフィン技術習得 ⇒ 海での実践 ⇒ 陸に戻り・着替え

● 料金内容

指導、レンタル(ボード、リーシュ)、保険、駐車場、シャワー

● 持ち物

水着、タオル、日除け、保険証

9:30 スタート

対応可能人数：1～50名

大人：6,600円

13:30スタート

最小催行人数：1名

子供：6,050円

参加年齢：4歳以上

ウェットスーツ

体験時間：2h

レンタル費：2,200円
※税別

Access

｜

Information

電車： JR東京駅からJR外房線線特急わかしお→JR外房線勝浦駅下車（約90分）
車 ： 東京方面からアクアライン経由→圏央道 市原鶴舞ICより297号線（約90分）

｜

勝浦市観光協会 千葉県勝浦市墨名815-56 Mail：kappy-vc@bz04.plala.or.jp

