
Ocean view resort in Inami, Wakayama

大阪から70分
1日楽しめるリゾートカフェ



Marine activity Passport

ACTIVITY

Enjoy MARINE-Q
マリンキューを楽しもうパノラマの絶景

透き通ったグリーンオーシャンで
時間を忘れる思い出をつくる

1
日本一大きなウッドデッキのある海辺の絶景複合リゾートカフェ

「MARINE-Q」。 テラスから一望できる、透き通ったグリーン
オーシャンと言葉にならない最高のサンセットを味方に、あなた
だけのプライスレスな「最高の思い出」を見つけてみて。

自然溢れる印南は遊び方も
いっぱい！ 波を感じ、海を自由
に巡るSAPボードや、浜辺を力
強く走り抜けるバギー、カフェ
併設のプールではナイトプール
も楽しめる。また、自然の恵を
体験できる船釣りやゴルフなど
のオプショナルツアーも魅力。

印南の大自然で
思い想いの冒険をする2

Enjoy point

Enjoy point

>>Price

P.2　Marine-Q P.1　Marine-Q

¥1,500A 基本マリンセット ¥5,000 AB + 3メニュー

+ 3メニュー

¥8,000 AC + 7メニュー

+ 7メニュー

まずはマリンパスポートをゲット！

マリン
パスポート

マリン
パスポート

マリン
パスポート

海+プール&ウットデッキでまったり過ごしたい方におすすめ マリンアクティビティを体験したい方にオススメ 1日中思いっきり楽しみたい方にオススメ！

組み合わせ自由! マリンアクティビティメニュー

基本マリンセット

ロッカー ビーチベッドフラミンゴプールシャワー ビーチバレー海上トランポリンハンモック

SUPボード

バナナボート、他トーイング

シュノーケリング

ジェットスキー

カヌー

バギー

60分

15分

1 マリンアクティビティ

4 マリンアクティビティ

2 マリンアクティビティ

5 マリンアクティビティ

3 マリンアクティビティ

6 マリンアクティビティ

120分

同乗15分

60分

15分※要普通自動車免許

もっと遊びたいあなたへ！ 1アクティビティ ＋¥2,000にて追加可能

価格は全て税抜きです

印南本店のみ 印南本店のみ
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Glamping BBQ

Morning／Lunch time

Cafe／Dinner & Bar time

日本一長いウットデッキでグランピングBBQ!

8:00-11:00 モーニング／11:00-15:00 ランチ

15:00-23:00 カフェ／ディナー&バータイム

ドラマチックなサンセットを特等席で
贅沢なBBQに乾杯

青い海を眺めながら
至福のモーニング&ランチ

満天の星空や焚き火を囲って
自分らしく過ごす

3

4

5
MARINE-Qに来たなら、とびきりのサンセットBBQを。プールサイド
のBBQエリアは水着のままカジュアルに楽しむことができる。機材
や食材も用意されているので手ぶらでOKなのも嬉しいポイント。
カクテルを傾けながら忘れられないひとときを過ごしてみて。

心地よく吹き抜ける潮風と開放的な景色が最高のスパイス！
パスタやピザ、 ハンバーガーからステーキまで、あらゆる
ニーズに答えるメニューが揃っている。  地元で話題の
自家製もちもちタピオカはテイクアウトも◎

サンセットの後は店内のバーカウンターでこだわりのウィス
キーやカクテルを一杯。 酔い覚ましは満点の星空の下、
焚き火や花火はいかが？ 日々の喧騒を忘れ、波の音に耳を
傾ける特別な時間を。

Enjoy point

Enjoy point

Glamping BBQ

FOOD DRINK MENU

FOOD DRINK MENU

>スタンダード グランピングBBQプラン …………… ¥3,800／名
　カルビ／ハラミ／チキン／トントロ／ウインナー／焼き野菜／BBQセット

>プレミアム グランピングBBQプラン ……………… ¥5,500／名
　スタンダードプラン＋肉汁たっぷり粗挽きフランク／巨大ハラミステーキ

>アルコール・ソフトドリンク飲み放題プラン120分 … ¥2,500／名
>オプション フード持ち込み ……………………… ＋¥1,000／名

追加オプション

●追加お肉250g ¥2,000 ●ハーブフランク2本 ¥700 ●ウイン
ナー6本 ¥500 ●サーロインステーキ250g ¥2,500 ●地元水揚
げ！伊勢海老グラム売り100g ¥900 ●数量限定！殻付き牡蠣 1個 
¥100 ●いか一夜干し¥700 ●干物1匹 ¥700 ●鯖フィレ（半身）
¥500 ●ほっけ開き ¥700 ●こんがり焼きおにぎり2個 ¥500

>ランチ（メイン／サラダ／
 ライス／スープ） ¥700

>オムレツとパンのモーニング
 （ドリンクセット） ¥650

>アルコール・カクテル各種  ALL ¥650
>飲み放題付き伊勢海老鍋プラン 4名様〜 ¥5,000／名
>手ぶらでBBQ宴会プラン（飲み放題付き）
 2名様〜 ¥6,300／名

>パンケーキ  ¥500
>コーヒー  ¥450
>MARINE-Qソーダ ¥450
>タピオカミルクティ ¥650

>>Price

>>Price

>>Price

CAFE & Dinner

1. ボリューム満点の BBQ！憧れの
シチュエーションで特別な時間を
満喫 2. 大人数貸切 OK 3. 海外
リゾートの様なカウンターバー 
4. グランピング（スタンダード）
BBQセット（写真は2人前） 5. 追加
オプションの料理もチェック！

1. パンケーキ（ミックスベリー／チョコ／キャラメル） ¥500 2. 自
家製もちもちタピオカ（ミルクティ／黒蜜みるく／いちごみるく
／マンゴーetc） 3. 一番人気！ロコモコ丼 ¥700 4. ボリューム
満点！テリヤキチキンバーガー ¥700 1

Enjoy point

1

2

3

4

1

23

4

5

雨の日でも大丈夫！屋根つき全天候型BBQ

※全て税抜価格※全て税抜価格
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MARINEQ にはワクワクするようなレンタルグッツがいっぱい！
お客様のご要望に答え、今後もどんどん増やしていきます！
一度はやってみたかったアレやコレ、この機会にぜひ楽しんでみ
てください！（リクエストも受付中です）※全て税別価格

豊富なレンタルグッツで
自分流に楽しむ！

6
Enjoy point RENTAL

●保険料 ¥3,000/1 回
※免責 10 万円、ポンプトラブル対象外、対人・対物・船体対応

● SEADOO  IBR 付き
30分 ¥8,000／1時間 ¥13,000／4時間 ¥45,000／8時間 ¥60,000
●その他モデル
30分 ¥7,000／1時間 ¥12,000／4時間 ¥34,000／8時間 ¥56,000
※ライフジャケット定員分レンタル、上下架料込
※ゴミやロープ吸い込み、エンジントラブル等での再上下架は別途料金

●バナナボート 3 人用
30 分 ¥1,000 ／ 60 分 ¥1, 500
／180 分 ¥2,500
●クレイジー 8
30 分 ¥1,000 ／ 60 分 ¥1, 500
／180 分 ¥2,500
※破損や紛失した場合は実費請求致します。

アドベンチャーバギーツアーもあります！1台 ¥5,000
バギーに乗って山を探検するスリル満点のガイド付きツアー！ 

近くの港や印南の街中を
電動キックボードで楽々散策♪
初めての人でも簡単に乗れます！
ヘルメットや防寒着無料貸し出しあり

海を見ながらじっくり体を温め
たらプール、海へ飛び込もう！
レンタル水着、バスタオル、
シャワー、ワンドリンク付き

海を眺めながらほっこり足湯
オリジナルタオル付き

壮大な海を見ながら露天ジャグジーでまったりいかがですか？
お酒持ち込み可◎ 60 分 ¥4,000

車種：MINI・NEW ビートル・プジョー
外車ですが右ハンドルなので安心です。

水上バイク （ジェットスキー）

レンタルトーイング

テントサウナ
120分 ¥2,500

シーカヤック
40分￥2,000

SUP 40分￥2,000
スタンドアップパドル

人魚水着 ¥1,500
S・M・Lの3サイズ有り

足湯 60分 ¥300

電動キックボード
1時間￥1,000
3時間￥2,500
1日￥5,000

要原付免許 （要ヘルメット着用）

オープンカー
1時間 ¥4,000／3時間 ¥7,000／6時間 ¥9,000

12時間 ¥12,000／24時間 ¥18,000

その他レンタル

▶︎水着（男・女） ¥700
▶︎バスタオル ¥400 
▶︎サンダル ¥400 

▶︎水鉄砲 ¥400 
▶︎キャッチボールセット ¥500 
▶︎カセットヒーター ¥300 

▶︎レンタル釣竿セット
　（釣竿・餌込） ¥1,000 
▶︎釣竿のみのレンタル ¥500

ビーチクルーザー
1時間￥700／3時間￥1,800

貸切ジャグジー

バギー
20分￥2,000　海岸浜コース
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UENO

INAMI

KUSUI

コテージ上野 レンタル料金（一棟）コテージ楠井 レンタル料金（一棟）

敷地100坪！ 大型プール＆露天ジャグジー広々バーベキュースペース、広大な海を独り占め

海を独り占め
貸切プライベートリゾート8

Enjoy point
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Ocean View Stay
オーシャンビューの宿に泊まる

心行くまで遊んだ後は波の音に抱かれて眠る、最高の夜を過ご
してほしい。リーズナブルに宿泊したいカップルや女子旅にも
おすすめ。 全4室 オーシャンビューツインルーム。 週末やイベン
トDayは人気なので早めのご予約を。

Stay PLAN

>オーシャンビューツイン／定員2名
▶︎平日 …………………………………………………… 1名 ¥9,000
▶︎平日（2名〜3名で予約時） …………………………… 1名 ¥6,000
▶︎金、土、祝前日 …………………………………………1名 ¥10,050
▶︎金、土、祝前日（2名〜3名で予約時） ………………… 1名 ¥7,000
※エクストラベッドにて3名まで宿泊可能

▶︎日帰り利用 …… 180分 1名 ¥2,500 （延長60分につき＋¥500）
※お1人様での1室利用は50％割増

>マウントビュー 和室9畳／定員8名
▶︎平日（１名〜3名） …………………………………… 1名 ¥7,500
▶︎平日（4名〜8名） ……………………………………… 1名 ¥5,000
▶︎金、土、祝前日（１名〜3名） ………………………… 1名 ¥9,000
▶︎金、土、祝前日（4名〜8名） …………………………… 1名 ¥6,000

>マウントビュー2段ベッドルーム／定員2名
▶︎全日 …………………………………………………… 1名 ¥4,000
※エクストラベッドにて3名まで宿泊可能

>>Price

波の音で眠り、波の音で目覚める贅沢なひとときを7
Enjoy point

Stay

Suite Room
1日１組だけのスイートルーム

別館1F、キングサイズのベットが並ぶスイートルーム。 贅沢なオー
シャン露天ビュージャグジー。プライベートテラスでのBBQ。本館
のすぐ横なので、思い立ったらすぐアクティビティにチャレンジでき
るのも嬉しいポイント◎

Stay PLAN

>日帰り ※最大利用時間9時〜21時
▶︎全日／1時間 ¥4,000／2時間  ¥6,000／3時間 ¥8,000
　※ベットルームは不使用の時は¥1,500引き

>宿泊 
※Wベッド2台で4名まで宿泊可能 ※IN15時〜／OUT翌日10時
▶︎平日 ………………………………………………… 1泊 ¥20,000
▶︎金、土、祝日前 ……………………………………… 1泊 ¥30,000

>>Price

【特別料金期間は全て休み前料金】ゴールデンウィーク4/28 ～ 5/7・冬期休暇期間 ( 年末年始 )12/23 ～ 1/6・夏季休暇期間 ( お盆 )8/5 ～ 8/15 まで 【全て税抜き価格】
【ハイシーズン料金】ゴールデンウィーク4/28 ～ 5/7・冬期休暇期間 ( 年末年始 )12/23 ～1/6・夏季休暇期間 ( お盆 )8/5 ～ 8/15 まで 【全て税抜き価格】

◀大人数で泊まれるマウントビュー和室

>コテージレンタル料金（一棟）
▶︎5月〜9月…1泊 平日 ¥90,000／金、土、祝前日 ¥120,000
▶︎10〜4月…1泊 平日 ¥60,000／金、土、祝前日 ¥90,000
▶︎ハイシーズン料金…1泊 ¥180,000

>清掃料 1人 ＋¥2,000／ペット 1匹 ＋¥1,000

▶︎5月〜9月…1泊 平日 ¥60,000／金、土、祝前日 ¥80,000
▶︎10月〜4月…1泊 平日 ¥40,000／金、土、祝前日 ¥60,000
▶︎ハイシーズン料金…1泊 ¥120,000

▶︎5月〜9月…1泊 平日 ¥35,000／金、土、祝前日 ¥50,000
▶︎10月〜4月…1泊 平日 ¥25,000／金、土、祝前日 ¥40,000
▶︎ハイシーズン料金…1泊 ¥70,000

>清掃料
▶︎1人＋¥2,000
▶︎ペット1匹＋¥1,000

>清掃料
▶︎1人＋¥2,000
▶︎ペット1匹＋¥1,000

>>Price

>>Price>>Price

印南の海を一望できるジャグジーのある新築戸建

精錬された大人の空間で最高の思い出を

コテージ印南 レンタル料金（一棟）
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いちご狩り伊勢海老釣り提携ゴルフ特別プラン 漁師の釣船と提携プラン
フルーツ王国和歌山で、あま〜い苺積み体験！子どもから大人まで大興奮！ あの「伊勢海老」を釣り上げよう！

大きくて甘くて栄養たっぷりの和歌山のいちご。大きくて甘いのはもちろん、
いちご独特な酸味が何個食べてもあなたを飽きさせません。和歌山のオリジ
ナル品種「まりひめ」も食べ放題！ 春の甘い香りに誘われて家族で摘みた
てのいちごを楽しもう！

赤い宝石と呼ばれる「伊勢海老」、MARINE-Qでは店内に設置した生簀
で手軽に釣りを楽しむことができます♪ 釣った伊勢海老はそのまま炭火焼き
やクリームパスタに◎ 釣れたて絶品伊勢海老を食べられるのはここだけ！

（100gあたり¥900 ／ 1 匹 約 150g ～ 600g）※税抜価格

提携している「印南カントリーゴル
フ フジ」との特別料金プラン！ 
太平洋に臨む絶景の地 美しくも豪
快なコースを楽しもう！MARINE-Q
から車で12分の好立地。

地元漁師の営む釣船と提携した
プラン。海を知り尽くした船主の
釣りスポットエスコート付き！ 
釣った魚は BBQ で新鮮なうちに
いただこう！

牡蠣Q屋
ぷりっぷりの牡蠣を蒸しで焼きで心ゆくまで満喫!ぷりっぷりの牡蠣を蒸しで焼きで心ゆくまで満喫!

産地直送！新鮮な牡蠣が食べ放題＆毎年ご好評いただいてい産地直送！新鮮な牡蠣が食べ放題＆毎年ご好評いただいてい
る牡蠣鍋もお代わりし放題の大満足コース！「海のミルク」とる牡蠣鍋もお代わりし放題の大満足コース！「海のミルク」と
言われる旨みの詰まった「ふっくらぷりっぷりの牡蠣」をこの言われる旨みの詰まった「ふっくらぷりっぷりの牡蠣」をこの
機会に是非お試しください！！機会に是非お試しください！！

和歌山の恵を五感で味わう和歌山の恵を五感で味わう
季節限定、旬の楽しみがオススメ季節限定、旬の楽しみがオススメ 9

Enjoy pointSEASON

COURSE

>牡蠣まんぷく食べ放題コース ※要予約
  蒸し・焼き牡蠣食べ放題+鶏唐揚げ+ポテトフライ
  +牡蠣鍋（お肉･お野菜・ご飯はお代わり自由）
  大人（中学生以上）¥4,200／小学生 ¥2,500

>牡蠣食べ放題 & BBQ食べ放題コース
  上記牡蠣まんぷく食べ放題コース
  +スタンダードBBQ（→P3）のお肉食べ放題
  大人（中学生以上）¥6,000／小学生 ¥3,600
※どちらも2時間制、ラストオーダーは30分前
※税抜価格

>>Price

11月〜3月

11月〜3月

1月〜5月

P.10　Marine-Q

ゴルフ+BBQプラン 釣船+BBQプラン
ゴルフ後はみんなでワイワイBBQ！宿泊もOK！ 釣船+釣った魚はBBQで！前泊もおすすめ

08:00 近鉄難波駅タリーズ前集合
10:00 MARINEQ 着 着替え、フリータイム
12:00 ランチ
13:00 フリータイム
17:00 サンセット BBQ +120分飲み放題
19:00 花火、スイカ割り
20:00 MARINEQ 出発
22:00 近鉄難波駅タリーズ前解散

schedule

貸し切り団体ツアー お一人様料金

> 30名様〜 ¥16,500　

> 40名様〜 ¥14,300
> 60名様〜 ¥13,200　

> 80名様〜 ¥12,100

>>Price

観光バス一日貸切 ランチチケット マリンパスポートB 飲み放題付BBQ

人数に合わせた
観光バスを一日貸し切り

MARINE-Qのランチ付き
好きなランチを選ぼう♪

プール+シャワー＋ロッカー 
+お好きなアクティビティ3つ（→P2）

夕方にはサンセットBBQ
+120分飲み放題

オリジナルプランも可能！
ご希望により花火、スイカ割り、アーティスト、ダン
サー、マジシャンなどの派遣、ドローン撮影など出
来ますのでご相談ください。

※お子様も料金同額となります。 ※BBQ不要な方がおら
れる場合1名様当たり¥2,000割引 ※水着に着替えない方
がおられる場合1名様当たり¥2,000割引

一例

30名様〜バス貸し切り! 大阪発団体ツアー
マリンパスポート&飲み放題・BBQ付きで海を遊び尽くそう！

GOLF PLAN

>ゴルフ+BBQ
 平日¥11,500／休日 ¥13,650
>ゴルフ+宿泊  平日¥13,430

>>Price

Fishing PLAN

>船釣り+BBQ ¥14,000 （1人〜OK）
>貸切クルージング&船釣り
+BBQ 5名 ¥42,000
BBQ釣った魚の持ち込みOK

>>Price

印南本店のみ

※全て税抜価格
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1F
・受付（フロント） ・BBQ・カフェ・バー・ビーチ
・更衣室・シャワー・ロッカー ・コインランドリー
・ドームグランピング２棟

2F ・宿泊者専用階 ・VIP ルーム

P.11　Marine-Q

●水上バイク保管料
・1年間 ¥120,000
・6ヶ月 ¥70,000
・3ヶ月 ¥40,000
・1ヶ月 ¥15,000
●臨時保管料 ¥1,000／日
●保管艇上下架 ¥4,000／回

●駐車場無料
●水上バイク上下架
 ¥6,000／回 
※水洗（10分程度）水道代込み

水上バイク保管料

水上バイク持ち込み

水上バイク 持ち込み・保管・メンテナンス
国際大会にも出場経験のあるスタッフが大切に保管・メンテナンスいたします。修理のご相談もお気軽にどうぞ。

印南本店のみ

※全て税抜価格

館内のご案内

MARINE-Q 本店 全体MAP

Guidance of the hall

本館
・受付（フロント）・BBQ・カフェ・バー・プール・ビーチ
・VIP ルーム・宿泊者専用階

別館
・更衣室・シャワー・ロッカー・コインランドリー
・スイートルーム

印 南 本 店

串 本 店



大阪で飲食店を20年間に渡り展開してきたCROSSGROUP が2019

年より開始したリゾート開発「プロジェクトQ」。テーマはunforgettable 

time to you ～忘れられない時間をあなたに～。代表中村が20代の頃、

小豆島のマリンリゾートで初めてジェットスキーやバナナボート、バギーな

どのアクティビティを体験して「世の中にこんなに楽しい遊びがあるんや」

と感動したことから始まる。大阪に帰ってからも感動が忘れられず、その

後様々な困難に当たった時も小豆島の楽しかった体験を思い出して「ま

た行けるように頑張ろう！」と乗り越えてきた。人は最高に楽しい体験を

するとその思い出で頑張れる。だから大阪に帰っても忘れられないくらい

の感動する施設を作ろうと計画したのが「プロジェクトQ」の始まりだった。

最高に楽しかった小豆島のマリンリゾートだったが一つだけ残念に思った事

が料金が高かった事。楽しすぎて何回も乗りたかったが、まだまだお金のな

い20代だったので、2日目からは人が乗るのを眺めながら「いつかこんな楽し

いコンテンツを格安で遊べるような施設を作ろう！」と考えていた。そんな思

いからプロジェクトQの各施設はランチ、アクティビティ、BBQと1日中思いっ

きり遊んで1万円、宿泊込みでも2万円という格安の設定に。利益よりたくさ

んのお客様が最高の笑顔になってもらえる事だけを考えて作った施設です。

大阪で20年間たくさんの若いスタッフをマネージメントしてきて年々感じ

てる事がインドアの人が増えたこと。「寝てる時が一番幸せ」「やりたい事

がない」「毎日家でYouTube 見てスマホゲームしてる」。夢が持てず、人の役

に立たず、やりがいのない毎日で身体を動かす事も少ないので血行も悪く

なり鬱病が増えて、心療内科はどこも予約が取れないほどいっぱいになり

20代の死因は自殺が1位になってしまった。そんな若者を見続けてきて少

しでもアウトドアの楽しさを知ってもらい、日光に浴びて、身体を動かして、

自然や、動物に触れ合い、元気を取り戻せる施設を作りたいと考えた。

 また外に出たくても中々難しい障害者、高齢者、貧困者にも少しでも周り

の人が連れてきていただき笑顔になってもらいたいという想いで障害者

手帳所持者、70才以上の高齢者、生活保護受給証所持者、心療内科診

断書所持者には特別無料招待サービスメニューを作りました。

 ぜひ1度プロジェクトQ のリゾート施設に遊びに来てください。

日本にはまだまだ手付かずの自然がいっぱいの最高

のロケーションの土地がたくさんあります。プロジェク

ト Qでは今後「MARINEQ」「MOUNTQ」「LAKEQ」

「RIVERQ」を全国に展開予定です。リゾート開発

に興味がありプロジェクトQのコンセプトに共感してい

ただけるFCオーナーや一緒に働いてくれるスタッフを

募集しております。CROSSGROUP 代表　中村智

高の笑顔に
なってもらえる事だけを考えて

は最高に楽しい体験をすると
その思い出で頑張れる

然や動物に触れ合い、
全ての人が元気を取り戻せる場所

2019年6月 和歌山県印南町の海辺にマリンリゾートMARINEQオープン

2023年3月 御坊市の山を買い取り
 アドベンチャーリゾートMOUNTQオープン

2023年5月 串本町のMARINEQ串本店オープン

2023年7月 大阪の二色浜の再開発のマリンアクティビティ部門を
 請負いMARINEQ二色浜店オープン予定

今後の予定

フランチャイズ加盟店、スタッフ大募集

　  crossdon3@gmail.comまでFC事業、スタッフ募集のお問い合わせは

1 ／クロスグループ代表 中村　2 ／クロスグループ 店舗　3 ／二ヶ月に一回中村が開催して
いる異業種交流会「BOND」。参加費の内 1,000 円をボランティア団体へ寄付している。

unforgettable time to you
忘れられない時間をあなたに

1

2 3

人

最

自

CROSS GROUP  リゾート開発 プロジェクトQ

project Q

Check!

CROSS GROUP


