Hyatt Regency Naha, Okinawa
プログラム

催行人数

対応言語

ご要望時間による料金

対象年齢

所要時間による

ランチ

2019年7月20日～9月23日限定！

A

渡嘉敷島日帰り海水浴ツアーり海水浴ツアー海水浴ツアーツアー
(阿波連ビーチ ビーチ or とかしくビーチビーチ)

2名以上

-

渡嘉敷島 ＜ご予約時の必要情報＞予約時の必要情報＞の必要情報＞必要情報＞

送迎付き アクティビティのご案内 き：
大人(12歳以上～)/\10,300
子供(5～11歳)/\7,200
幼児(0～4歳)/\1,500

0歳～59歳まで

約9時間による
(島滞在時
間による：約6時間による
)

○

全員の名前、年齢の必要情報＞名前、年齢

ホテル送迎付き アクティビティのご案内 き アクティビティのご要望時間による案内
含まれるものまれるもの

往復乗船料
送迎代（渡嘉敷港～ビーチ間による
）
昼食代(幼児は除く除くく)
施設使用料
保険
※当日受付き アクティビティのご案内 時に「渡嘉敷村環渡嘉敷村環
境協力税」お一人様￥」お客様のご要望時間による一人様のご要望時間による￥100（高
校生以上）が出来るチャータープランでお楽しみください！別途料金発生致
します。ご要望時間による了承ください。ください。

ホテル出発時間による / 集合時間による

参加条件等

①AM7：30ホテル出発/AM7：45集合
②AM10：00ホテル出発/AM10：15集合

・当日は除くお客様のご要望時間による着換え、バスタオル等ご持参ください。え、バスタオル等ご持参ください。バスタオル等ご要望時間による持参ください。
・60歳以上の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く安全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。し、バスタオル等ご持参ください。ご要望時間による参加いただけません。ご要望時間による了承ください。ください。
・循環器系・呼吸器系疾患、バスタオル等ご持参ください。高血圧、バスタオル等ご持参ください。中耳炎、バスタオル等ご持参ください。妊婦、バスタオル等ご持参ください。てんかん、バスタオル等ご持参ください。糖尿病、バスタオル等ご持参ください。肝臓障害、バスタオル等ご持参ください。二
日酔い、当日の飲酒などがある方は、ご参加いただけません。い、バスタオル等ご持参ください。当日の飲酒などがある方は、ご参加いただけません。な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！どが出来るチャータープランでお楽しみください！ある方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く、バスタオル等ご持参ください。ご要望時間による参加いただけません。
また、バスタオル等ご持参ください。当日の健康状態によっては、ご参加いただけない場合もございます。予めご了によっては除く、バスタオル等ご持参ください。ご要望時間による参加いただけな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！い場合もご要望時間によるざいます。予めご了めご要望時間による了
承ください。ください。
・18歳未満の方は、同意書に保護者の署名が必要となります。の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く、バスタオル等ご持参ください。同意書に保護者の署名が必要となります。に保護者の署名が必要となります。の署名が必要となります。が出来るチャータープランでお楽しみください！必要とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。
・ウミガメは野生の生き物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等は除く野生の生き物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ので、バスタオル等ご持参ください。ご要望時間による覧いただけない場合もございます。その際返金等いただけな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！い場合もご要望時間によるざいます。その際返金等
は除く行ってお客様のご要望時間によるりません。ご要望時間による了承ください。ください。
・各ビーチでは、シャワー、更衣室をご利用いただけます。ロッカー数に限りあり（有料ビーチでは除く、バスタオル等ご持参ください。シャワー、バスタオル等ご持参ください。更衣室をご利用いただけます。ロッカー数に限りあり（有料をご要望時間による利用いただけます。ロッカー数に限りあり（有料りあり（有料
）
・当日の海洋状況、バスタオル等ご持参ください。天候により到着時間が遅れ、渡嘉敷島での滞在時間が短くなる場により到着時間によるが出来るチャータープランでお楽しみください！遅れ、渡嘉敷島での滞在時間が短くなる場れ、バスタオル等ご持参ください。渡嘉敷島での滞在時間によるが出来るチャータープランでお楽しみください！短くなる場くな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！る場
合が出来るチャータープランでお楽しみください！ご要望時間によるざいます。その際は除くご要望時間による了承ください。ください。
・海況不良、バスタオル等ご持参ください。悪天候により到着時間が遅れ、渡嘉敷島での滞在時間が短くなる場によりツアーが出来るチャータープランでお楽しみください！中止になることがございます。その際はご連絡させにな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ることが出来るチャータープランでお楽しみください！ご要望時間によるざいます。その際は除くご要望時間による連絡させさせ
ていただきます。中止になることがございます。その際はご連絡させの際のツアー代金のご要望時間による返金は除く、バスタオル等ご持参ください。振込手数料のみ差し引いてのし引いてのいての
銀行振り込みとな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。ご要望時間による了承ください。くださいませ。
・日帰りツアーとなっております。復路便を別のお日付でのご利用はご遠慮いただいてりツアーとな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ってお客様のご要望時間によるります。復路便を別のお日付でのご利用はご遠慮いただいてを別のお客様のご要望時間による日付き アクティビティのご案内 でのご要望時間による利用は除くご要望時間による遠慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。いただいて
お客様のご要望時間によるります。
・現地にてパラソルやシュノーケルセットレンタル等のオプション販売も行っておりますにてパラソルやシュノーケルセットレンタル等のオプション販売も行っておりますシュノーケルセットレンタル等のオプション販売も行っておりますも行ってお客様のご要望時間によるります
。
・フィンを装着しての海水浴、バスタオル等ご持参ください。シュノーケルの際は除くライフジャケット着用が出来るチャータープランでお楽しみください！必要とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！りま
す。
・渡嘉敷港～ビーチ間によるの送迎車では幼児のお子様は座席なしとなり、親御さんの膝上では除く幼児のお客様のご要望時間による子様のご要望時間によるは除く座席なしとなり、親御さんの膝上な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！しとな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！り、バスタオル等ご持参ください。親御さんの膝上さんの膝上
にてご要望時間による乗車では幼児のお子様は座席なしとなり、親御さんの膝上をお客様のご要望時間による願いしております。いしてお客様のご要望時間によるります。

平成26年3月5日（サンゴの日）、サンゴの日）、の必要情報＞日）、27年ぶり海水浴ツアーに指定された新たな国立公園【慶良間諸島】！その中で一番大きな島【渡嘉敷島】へ行くツアー！指定された新たな国立公園【慶良間諸島】！その中で一番大きな島【渡嘉敷島】へ行くツアー！新たな国立公園【慶良間諸島】！その中で一番大きな島【渡嘉敷島】へ行くツアー！た新たな国立公園【慶良間諸島】！その中で一番大きな島【渡嘉敷島】へ行くツアー！な国立公園【慶良間諸島】！その中で一番大きな島【渡嘉敷島】へ行くツアー！国立公園【慶良間諸島】！その必要情報＞中で一番大きな島【渡嘉敷島】へ行くツアー！で一番大きな島【渡嘉敷島】へ行くツアー！一番大きな島【渡嘉敷島】へ行くツアー！きな国立公園【慶良間諸島】！その中で一番大きな島【渡嘉敷島】へ行くツアー！島【渡嘉敷島】へ行くツアー！行くツアー！くビーチツアー！

①3つのポイントを巡る終日シュノーケリングる終日シュノーケリング
＜ご要望時間による予めご了約時の必要情報＞
全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。員の名前、年齢、身長、体重、足のサイズの名が必要となります。前、バスタオル等ご持参ください。年齢、バスタオル等ご持参ください。身長、バスタオル等ご持参ください。体重、バスタオル等ご持参ください。足のサイズのサイズ
、バスタオル等ご持参ください。度付き アクティビティのご案内 マスクの有無(有の場合裸眼視
力)※0.3以下からのご用意となります。からのご要望時間による用意とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。

2名以上

英語

送迎付き アクティビティのご案内 き：
中学生～59歳まで/\9,500
小学生/\7,500

小学生～59歳
まで
※未就学児は除く
参加不可

約8時間による

○

乗船代
シュノーケリング指導料
ウェットスーツ
シュノーケルセット
お客様のご要望時間による弁当
保険

B
慶良間による諸島
②3つのポイントを巡る終日シュノーケリングる終日体験ダイビング＞ダイビング
(1ポイント目：体験ダイビング＞ダイビング、バスタオル等ご持参ください。
2・3ポイント目：シュノーケリング)
＜ご要望時間による予めご了約時の必要情報＞
全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。員の名前、年齢、身長、体重、足のサイズの名が必要となります。前、バスタオル等ご持参ください。年齢、バスタオル等ご持参ください。身長、バスタオル等ご持参ください。体重、バスタオル等ご持参ください。足のサイズのサイズ
、バスタオル等ご持参ください。度付き アクティビティのご案内 マスクの有無(有の場合裸眼視
力)※0.3以下からのご用意となります。からのご要望時間による用意とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。

2名以上

英語

送迎付き アクティビティのご案内 き：
￥10,000
(10～59歳まで同料金)

10歳～59歳ま
で

約8時間による

○

乗船代
指導料
１タンク
レンタル器材一式
お客様のご要望時間による弁当
保険

※水着着用の上、バスタオル等ご持参ください。バスタオル、バスタオル等ご持参ください。ビーチサンダル、バスタオル等ご持参ください。着換え、バスタオル等ご持参ください。え等は除くお客様のご要望時間による持ちください。
＜シュノーケル＞
・6歳以上からご要望時間による参加頂けます。けます。
＜体験ダイビング＞ダイビング＞
・10歳以上からご要望時間による参加頂けます。けます。
AM8:00ホテル出発(予めご了定)
・気圧の関係により、ダイビングした日は飛行機への搭乗不可となります。により、バスタオル等ご持参ください。ダイビングした日は除く飛行機への搭乗不可となります。への搭乗不可とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。
送迎時間によるは除く前日夕方が出来るチャータープランでお楽しみください！頃に再度お客様へご連絡致しますに再度お客様のご要望時間による客様のご要望時間によるへご要望時間による連絡させ致します
。
＜シュノーケル、バスタオル等ご持参ください。ダイビング共通＞
・60歳以上の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除くご要望時間による参加頂けます。けません。
・循環器系・呼吸器系疾患、バスタオル等ご持参ください。高血圧、バスタオル等ご持参ください。中耳炎、バスタオル等ご持参ください。妊婦、バスタオル等ご持参ください。てんかん、バスタオル等ご持参ください。糖尿病、バスタオル等ご持参ください。肝臓障害、バスタオル等ご持参ください。二
日酔い、当日の飲酒などがある方は、ご参加いただけません。い、バスタオル等ご持参ください。当日の飲酒などがある方は、ご参加いただけません。な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！どが出来るチャータープランでお楽しみください！ある方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く、バスタオル等ご持参ください。ご要望時間による参加いただけません。
・当日の健康状態によっては、ご参加いただけない場合もございます。予めご了によっては除く、バスタオル等ご持参ください。ご要望時間による参加いただけな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！い場合もご要望時間によるざいます。
・18歳未満の方は、同意書に保護者の署名が必要となります。の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く、バスタオル等ご持参ください。同意書に保護者の署名が必要となります。に保護者の署名が必要となります。の署名が必要となります。が出来るチャータープランでお楽しみください！必要とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。また、バスタオル等ご持参ください。12歳以下からのご用意となります。のお客様のご要望時間による子
様のご要望時間によるには除く、バスタオル等ご持参ください。保護者の署名が必要となります。同伴でお願いします。でお客様のご要望時間による願いしております。いします。
・水着着用の上、バスタオル等ご持参ください。バスタオル、バスタオル等ご持参ください。ビーチサンダル、バスタオル等ご持参ください。着換え、バスタオル等ご持参ください。え等は除くお客様のご要望時間による持ちください。

那覇の西の西40㎞行ったところに、バスタオル等ご持参ください。有・無人を合わせ２０あまりの島々チャーターをご用意！色々な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！からŽる、バスタオル等ご持参ください。慶良間による（ケラマ）諸島。「渡嘉敷村環ケラマブルー」と称される透明度の高い海で、サンサンと輝く太陽の下、楽しさと癒やしの楽園を遊び尽くせます。される透明度の高い海で、バスタオル等ご持参ください。サンサンと輝く太陽の下、楽しさと癒やしの楽園を遊び尽くせます。く太陽の下、楽しさと癒やしの楽園を遊び尽くせます。の下からのご用意となります。、バスタオル等ご持参ください。楽しみください！しさと癒やしの楽園を遊び尽くせます。やシュノーケルセットレンタル等のオプション販売も行っておりますしの楽しみください！園を遊び尽くせます。を遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！び方が出来るチャータープランでお楽しみください！尽くせます。くせます。

① シュノーケリング
＜ご要望時間による予めご了約時の必要情報＞
全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。員の名前、年齢、身長、体重、足のサイズの名が必要となります。前、バスタオル等ご持参ください。年齢

2名以上

英語
中国語

送迎付き アクティビティのご案内 き：
￥7,000
(6～59歳まで)

6～59歳まで

約4時間による

×
①AM7：00ホテル出発/AM8：00集合
ウエットスーツ
必要器材一式
ガイド料料
ド料リンク
保険

C
青の洞窟の洞窟
② 体験ダイビング＞ダイビング
＜ご要望時間による予めご了約時の必要情報＞
全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。員の名前、年齢、身長、体重、足のサイズの名が必要となります。前、バスタオル等ご持参ください。年齢、バスタオル等ご持参ください。身長、バスタオル等ご持参ください。体重、バスタオル等ご持参ください。足のサイズのサイズ
、バスタオル等ご持参ください。度付き アクティビティのご案内 マスクの有無(有の場合裸眼視
力)※0.3以下からのご用意となります。からのご要望時間による用意とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。

②AM9：00ホテル出発/AM10：00集合
③AM11：30ホテル出発/PM12：30集合
④PM13：30ホテル出発/PM14：30集合

2名以上

英語
中国語

送迎付き アクティビティのご案内 き
\12,000 / お客様のご要望時間による1人様のご要望時間による
（5歳より大人と同料金）

10～59歳まで

約4時間による

×

※水着着用の上、バスタオル等ご持参ください。バスタオル、バスタオル等ご持参ください。ビーチサンダル、バスタオル等ご持参ください。着換え、バスタオル等ご持参ください。え等は除くお客様のご要望時間による持ちください。
＜シュノーケル＞
・6歳以上からご要望時間による参加頂けます。けます。
＜体験ダイビング＞ダイビング＞
・10歳以上からご要望時間による参加頂けます。けます。
・気圧の関係により、ダイビングした日は飛行機への搭乗不可となります。により、バスタオル等ご持参ください。ダイビングした日は除く飛行機への搭乗不可となります。への搭乗不可とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。
＜シュノーケル、バスタオル等ご持参ください。ダイビング共通＞
・60歳以上の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除くご要望時間による参加頂けます。けません。
・循環器系・呼吸器系疾患、バスタオル等ご持参ください。高血圧、バスタオル等ご持参ください。中耳炎、バスタオル等ご持参ください。妊婦、バスタオル等ご持参ください。てんかん、バスタオル等ご持参ください。糖尿病、バスタオル等ご持参ください。肝臓障
害、バスタオル等ご持参ください。二日酔い、当日の飲酒などがある方は、ご参加いただけません。い、バスタオル等ご持参ください。当日の飲酒などがある方は、ご参加いただけません。な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！どが出来るチャータープランでお楽しみください！ある方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く、バスタオル等ご持参ください。ご要望時間による参加いただけません。
・当日の健康状態によっては、ご参加いただけない場合もございます。予めご了によっては除く、バスタオル等ご持参ください。ご要望時間による参加いただけな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！い場合もご要望時間によるざいます。
・18歳未満の方は、同意書に保護者の署名が必要となります。の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く、バスタオル等ご持参ください。同意書に保護者の署名が必要となります。に保護者の署名が必要となります。の署名が必要となります。が出来るチャータープランでお楽しみください！必要とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。また、バスタオル等ご持参ください。12歳以下からのご用意となります。の
お客様のご要望時間による子様のご要望時間によるには除く、バスタオル等ご持参ください。保護者の署名が必要となります。同伴でお願いします。でお客様のご要望時間による願いしております。いします。
・水着着用の上、バスタオル等ご持参ください。バスタオル、バスタオル等ご持参ください。ビーチサンダル、バスタオル等ご持参ください。着換え、バスタオル等ご持参ください。え等は除くお客様のご要望時間による持ちください。

大人気！青の洞窟く神秘¦な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！幻想空間による”青の洞窟の洞窟”！専用ボートに乗ってプチクルージングもお客様のご要望時間による楽しみください！しみ頂けます。けます。水面の青い光が洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      の青の洞窟い光が洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      が出来るチャータープランでお楽しみください！洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      し、バスタオル等ご持参ください。美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      しく神秘¦な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！光が洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      景、バスタオル等ご持参ください。沖縄版”青の洞窟の洞窟”

①美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      ら島終日観光が洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      バスツアー Aコース
(古宇利島→美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      ら海水族館→御さんの膝上菓子御さんの膝上殿→
万座毛→琉球村)

バス乗車では幼児のお子様は座席なしとなり、親御さんの膝上料
沖縄美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      ら海水族館入場料
琉球村入村料
バスガイド料料

高校生以上 ¥5,500
3歳～中学生 ¥3,600
0～2歳（座席なしとなり、親御さんの膝上な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！し） ¥0

8：20集合 県庁前パレットくもじ（ニッポンレンタカー前）
8：50集合 お客様のご要望時間によるもろまちＴギャラリア（洋服の青山側）ギャラリア（洋服の青山側）の青の洞窟山側）

②美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      ら島終日観光が洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      バスツアー Bコース
(古宇利島→熱帯ドリームセンター→御菓子ド料リームセンター→御さんの膝上菓子
御さんの膝上殿→万座毛→琉球村)

D

高校生以上 ¥4,100
3歳～中学生 ¥2,980
0～2歳(座席なしとなり、親御さんの膝上無し） ¥0
2名以上

A, B コース
約10時間による
C,D コース
約11時間による

-

観光が洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      
バスツアー ③美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      ら島終日観光が洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      バスツアー Cコース

・当日の道路状況により、バスタオル等ご持参ください。各ビーチでは、シャワー、更衣室をご利用いただけます。ロッカー数に限りあり（有料施設の順番が異なる場合があります。が出来るチャータープランでお楽しみください！異なる場合があります。な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！る場合が出来るチャータープランでお楽しみください！あります。
・バスが出来るチャータープランでお楽しみください！混みあっている場合、他のお客様とご相席になる場合が御座います旨、ご了みあっている場合、バスタオル等ご持参ください。他のお客様とご相席になる場合が御座います旨、ご了のお客様のご要望時間による客様のご要望時間によるとご要望時間による相席なしとなり、親御さんの膝上にな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！る場合が出来るチャータープランでお楽しみください！御さんの膝上座います旨、バスタオル等ご持参ください。ご要望時間による了
承ください。下からのご用意となります。さい。
・昼食は除く含まれるものまれてお客様のご要望時間によるりませんので、バスタオル等ご持参ください。沖縄美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      ら海水族館の自由行動中（約150分）に各ビーチでは、シャワー、更衣室をご利用いただけます。ロッカー数に限りあり（有料自
お客様のご要望時間によるとりください。
・交通事情により時間によるが出来るチャータープランでお楽しみください！多少前後する場合がございます。する場合が出来るチャータープランでお楽しみください！ご要望時間によるざいます。
・車では幼児のお子様は座席なしとなり、親御さんの膝上内は除く禁煙です。です。
・ツアー終了後する場合がございます。に飛行機への搭乗不可となります。をご要望時間による利用にな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！るお客様のご要望時間による客様のご要望時間によるは除く、バスタオル等ご持参ください。飛行機への搭乗不可となります。の出発時間によるより2時間によるの余
裕をもって、ご参加ください。渋滞などによって万が一乗り遅れた場合、弊社では責任をもって、バスタオル等ご持参ください。ご要望時間による参加ください。渋滞な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！どによって万が出来るチャータープランでお楽しみください！一乗り遅れ、渡嘉敷島での滞在時間が短くなる場れた場合、バスタオル等ご持参ください。弊社では責任では除く責任
を負いかねますので、予めご了承ください。いかねますので、バスタオル等ご持参ください。予めご了めご要望時間による了承ください。ください。

×

※現地にてパラソルやシュノーケルセットレンタル等のオプション販売も行っております集合
のみ

高校生以上 ¥5,000
3歳～中学生 ¥3,500
0～2歳（座席なしとなり、親御さんの膝上な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！し） ¥0

(美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      ら海水族館→古宇利島→御さんの膝上菓子御さんの膝上殿→
万座毛→北谷アメリカンビレッジアメは野生の生き物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等リカンビレッジ)

バス乗車では幼児のお子様は座席なしとなり、親御さんの膝上料
熱帯ドリームセンター→御菓子ド料リームセンター入館料
琉球村入村料
バスガイド料料

バス乗車では幼児のお子様は座席なしとなり、親御さんの膝上料
沖縄美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      ら海水族館入場料
バスガイド料料
8：35集合 県庁前パレットくもじ（ニッポンレンタカー前）
9：05集合 お客様のご要望時間によるもろまちＴギャラリア（洋服の青山側）ギャラリア（洋服の青山側）の青の洞窟山側）
9：45集合 北谷アメリカンビレッジアメは野生の生き物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等リカンビレッジ 北谷アメリカンビレッジ観光が洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      協会前

④美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      ら島終日観光が洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      バスツアー Dコース
(熱帯ドリームセンター→御菓子ド料リームセンター→古宇利島→御さんの膝上菓子
御さんの膝上殿→万座毛→北谷アメリカンビレッジアメは野生の生き物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等リカンビレッジ)

高校生以上 ¥4,100
3歳～中学生 ¥2,980
0～2歳（座席なしとなり、親御さんの膝上な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！し） ¥0

バス乗車では幼児のお子様は座席なしとなり、親御さんの膝上料
熱帯ドリームセンター→御菓子ド料リームセンター入館料
バスガイド料料

4つのコースから選べる人気スポットを巡れる終日満喫観光バスツアー。沖縄の自然の美しさと歴史をべる人気スポットを巡る終日シュノーケリングれる終日満の方は、同意書に保護者の署名が必要となります。喫観光が洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      バスツアー。沖縄の自然の美しさと歴史をの美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      しさと歴史をを1日で体感出来るチャータープランでお楽しみください！るバラエティに富んだコースです！んだコースです！

※お客様のご要望時間による客様のご要望時間によるのご要望時間による要望時間によるによる
＜オプション内容例＞
追加30分ご要望時間によると ¥10,000
スタンダード料ＢＢＱ／1名が必要となります。 ¥3,500
デラックスＢＢＱ／1名が必要となります。 ¥6,000
ケータリング（10名が必要となります。以上～）／1名が必要となります。 ¥3,500
シュノーケルセットレンタル／1セット ¥1,500
ウェットスーツレンタル／1着 ¥1,500
体験ダイビング＞ダイビング（器材込・1本）／1名が必要となります。 ¥8,000
マリンスポーツパック（1艇／22名が必要となります。まで） ¥55,000
マリンスポーツパック23名が必要となります。以上／1名が必要となります。追加 ¥2,500
※マーブル、バスタオル等ご持参ください。バナナボート、バスタオル等ご持参ください。ジェットスキーを含まれるものむ。
釣りセットレンタル（エサ込）／りセットレンタル（エサ込）／1セット ¥5,000

・ご要望時間による利用時間によるデイチャーター7：00～18：00、バスタオル等ご持参ください。ナイトクルーズチャーターは除く18：00～21：00
の間によるとな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。
・ナイトクルーズチャーターでは除く、バスタオル等ご持参ください。シュノーケル等のマリンオプションは除くご要望時間による利用いただけ
ません。
・60歳以上の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く釣りセットレンタル（エサ込）／り以外のマリンオプション関係にはご参加いただけません。ご了のマリンオプション関係により、ダイビングした日は飛行機への搭乗不可となります。には除くご要望時間による参加いただけません。ご要望時間による了
承ください。下からのご用意となります。さい。
・ピンヒールでのご要望時間による乗船は除くご要望時間による遠慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。ください。

クルーザー＆ボート プライベートチャーター

デイチャーター4時間による：
\83,000～
-

-

ナイトクルーズ1.5時間による：
\85,000～

約4時間による～

×

クルーザーチャーター代
船長他のお客様とご相席になる場合が御座います旨、ご了クルー
保険

※スタンダード料ＢＢＱ：牛肉・豚バラ串・炭火焼鳥・魚介類バラ串・炭火焼鳥・魚介類
・
焼きそば・野菜
※デラックスＢＢＱ：県産和牛・豚バラ串・炭火焼鳥・魚介類バラ串・炭火焼鳥・
有頭海老(２尾)・焼きそば・野菜
（有頭海老2尾は除く、バスタオル等ご持参ください。伊勢海老（半尾）へ追加￥1000／1名が必要となります。
にて変更可能。）
※ケータリングは除くご要望時間による要望を伺い、お見積りも可能です。おい、バスタオル等ご持参ください。お客様のご要望時間による見積りも可能です。おりも可能です。お客様のご要望時間による
申し付けください。し付き アクティビティのご案内 けください。
※お客様のご要望時間による食事は除く他のお客様とご相席になる場合が御座います旨、ご了弁当な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！どもご要望時間による用意可能です。お客様のご要望時間による見積りも可能です。おり致し
ます。ご要望時間による希望の場合お客様のご要望時間による申し付けください。し付き アクティビティのご案内 けください。

・クルーザー内は除く飲食の持ち込みが出来るチャータープランでお楽しみください！可能です。持ち込み手数料として￥3,000頂けます。戴いい
たします。ケータリングサービスご要望時間による希望の場合は除く、バスタオル等ご持参ください。別途手配いたします。いたします。
・天候により到着時間が遅れ、渡嘉敷島での滞在時間が短くなる場により中止になることがございます。その際はご連絡させ、バスタオル等ご持参ください。もしくは除く時間によるが出来るチャータープランでお楽しみください！変更にな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！る場合が出来るチャータープランでお楽しみください！ご要望時間によるざいます。
・悪天候により到着時間が遅れ、渡嘉敷島での滞在時間が短くなる場な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！どによるツアー不催行の場合は除く、バスタオル等ご持参ください。全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。額返金いたします。
・防寒・防水の準備はお客様ご自身でお願いします。は除くお客様のご要望時間による客様のご要望時間によるご要望時間による自身でお客様のご要望時間による願いしております。いします。
・飲酒などがある方は、ご参加いただけません。後する場合がございます。の遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！泳はお断りいたします。は除くお客様のご要望時間による断りいたします。りいたします。

【他のお客様とご相席になる場合が御座います旨、ご了オプション】
・船酔い、当日の飲酒などがある方は、ご参加いただけません。いしやシュノーケルセットレンタル等のオプション販売も行っておりますすい方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く、バスタオル等ご持参ください。酔い、当日の飲酒などがある方は、ご参加いただけません。い止になることがございます。その際はご連絡させめ薬の服用をお勧めします。の服の青山側）用をお客様のご要望時間による勧めします。めします。
・釣りセットレンタル（エサ込）／りエサのみ ￥2,000
・コンパニオン（ナイトクルーズ1.5時間による） ￥16,000／1名が必要となります。 ・お客様のご要望時間による客様のご要望時間によるによる操船は除く出来るチャータープランでお楽しみください！ません。
・三線ライブ等エンターテイナー　￥ライブ等エンターテイナー ￥15,000～
・飲み放題プラン（ナイトクルーズプラン（ナイトクルーズ1.5時間による） ￥1,500／1
名が必要となります。
（飲み放題プラン（ナイトクルーズメは野生の生き物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等ニュー：ビール、バスタオル等ご持参ください。泡盛、バスタオル等ご持参ください。チューハイ、バスタオル等ご持参ください。お客様のご要望時間による茶、バスタオル等ご持参ください。
その他のお客様とご相席になる場合が御座います旨、ご了ソフトド料リンク）

E
チャーター

レクサス(4名が必要となります。様のご要望時間による乗り)：
5時間による料金\22,000～

ハイヤーチャーター

-

-

アルファード料(7名が必要となります。様のご要望時間による乗り)：
5時間による料金\30,000～

約5時間による～

-

×

貸切代金（ド料ライバー付き アクティビティのご案内 ）
保険
諸税」お一人様￥

×

チャーター代金
保険
諸税」お一人様￥

※お客様のご要望時間による客様のご要望時間によるのご要望時間による要望時間によるによる

・夜21：00以降は深夜料金としては除く深夜料金として2割増しでのご案内となります。しでのご要望時間による案内とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。
・高速道路、バスタオル等ご持参ください。有料駐車では幼児のお子様は座席なしとなり、親御さんの膝上場を利用する場合は除く、バスタオル等ご持参ください。お客様のご要望時間による客様のご要望時間によるのご要望時間による負いかねますので、予めご了承ください。担となります。とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。
・所要時間による、バスタオル等ご持参ください。観光が洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      ルートな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！どご要望時間による相談に応じますので、お気軽にお問い合わせに応じますので、バスタオル等ご持参ください。お客様のご要望時間による気軽にお問い合わせにお客様のご要望時間による問い合わせい合わせ
ください。

※お客様のご要望時間による客様のご要望時間によるのご要望時間による要望時間によるによる

・リムジンは除く1台につきにつき8名が必要となります。様のご要望時間によるまでご要望時間による乗車では幼児のお子様は座席なしとなり、親御さんの膝上いただけます。
・高速道路、バスタオル等ご持参ください。有料駐車では幼児のお子様は座席なしとなり、親御さんの膝上場を利用する場合は除く、バスタオル等ご持参ください。お客様のご要望時間による客様のご要望時間によるのご要望時間による負いかねますので、予めご了承ください。担となります。とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。
・夜11時～朝6時までは除く、バスタオル等ご持参ください。20％割増料金が発生致します。割増しでのご案内となります。料金が出来るチャータープランでお楽しみください！発生致します。
・お客様のご要望時間による飲み物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等及びび方が出来るチャータープランでお楽しみください！CD・DVDのお客様のご要望時間による持ち込みは除く無料です。
・食べ物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等のお客様のご要望時間による持ち込みは除くご要望時間による遠慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。いただいてお客様のご要望時間によるります。ご要望時間による了承ください。下からのご用意となります。さい。
・リムジン車では幼児のお子様は座席なしとなり、親御さんの膝上内は除く禁煙です。です。
・所要時間による、バスタオル等ご持参ください。観光が洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      ルートな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！どご要望時間による相談に応じますので、お気軽にお問い合わせに応じますので、バスタオル等ご持参ください。お客様のご要望時間による問い合わせい合わせください。

ハイエース(9名が必要となります。様のご要望時間による乗り)：
5時間による料金\31,000～

Chrysler300C(クライスラー300C)
1時間による利用\32,000～

高級リムジンチャーターリムジンチャーター

-

-

Ford SUV Excursion(フォード料
SUV)
2時間による利用\49,500～

-

-

※定員の名前、年齢、身長、体重、足のサイズは除く8名が必要となります。様のご要望時間によるとな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。
種々チャーターをご用意！色々な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！チャーターをご要望時間による用意！色々チャーターをご用意！色々な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！び方が出来るチャータープランでお楽しみください！方が出来るチャータープランでお楽しみください！が出来るチャータープランでお楽しみください！出来るチャータープランでお楽しみください！るチャータープランでお客様のご要望時間による楽しみください！しみください！

① ナガンヌ海水浴ツアー海水浴ツアー
2名以上

＜ご要望時間による予めご了約時の必要情報＞
全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。員の名前、年齢、身長、体重、足のサイズの名が必要となります。前、バスタオル等ご持参ください。年齢

英語

送迎付き アクティビティのご案内 き：
2019年4月～6月・10月(GWを除くく
)
大人（12歳以上） ¥6,200
小人（4〜11歳） ¥3,200
幼児（ 0～3歳） ¥500

-

送迎付き アクティビティのご案内 き：
2019年4月27日～5月6日(GW期
間による)
大人（12歳以上） ¥6,700
小人（4〜11歳） ¥3,700
幼児（ 0～3歳）※軽にお問い合わせ食な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！し ¥500

-

-

送迎付き アクティビティのご案内 き：
2019年4月～6月・10月
大人（12歳以上） ¥6,000
子供（6～11歳） ¥3,500

②チービシ半日(シュノーケリング)
2名以上

＜ご要望時間による予めご了約時の必要情報＞
全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。員の名前、年齢、身長、体重、足のサイズの名が必要となります。前、バスタオル等ご持参ください。年齢

○

往復乗船料
施設利用料
保険
昼食（カレーライス）
※別途、バスタオル等ご持参ください。『環境協力税」お一人様￥（100円）
』のお支払いをお願い致しまのお客様のご要望時間による支払いをお願い致しまいをお客様のご要望時間による願いしております。い致しま
す。
（対象外のマリンオプション関係にはご参加いただけません。ご了：中学生以下からのご用意となります。、バスタオル等ご持参ください。障が出来るチャータープランでお楽しみください！い
者の署名が必要となります。手帳、バスタオル等ご持参ください。精神障が出来るチャータープランでお楽しみください！い者の署名が必要となります。福祉手
帳、バスタオル等ご持参ください。療育手帳をお客様のご要望時間による持ちの方が出来るチャータープランでお楽しみください！）

約7時間による

F
無人島
送迎付き アクティビティのご案内 き：
2019年7月～9月
大人（12歳以上） ¥8,000
小人（4～11歳） ¥4,800
幼児（0～3歳）※軽にお問い合わせ食な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！し ¥500

×

往復乗船料
施設利用料
保険
※別途、バスタオル等ご持参ください。『環境協力税」お一人様￥（100円）
』のお支払いをお願い致しまのお客様のご要望時間による支払いをお願い致しまいをお客様のご要望時間による願いしております。い致しま
す。
（対象外のマリンオプション関係にはご参加いただけません。ご了：中学生以下からのご用意となります。、バスタオル等ご持参ください。障が出来るチャータープランでお楽しみください！い
者の署名が必要となります。手帳、バスタオル等ご持参ください。精神障が出来るチャータープランでお楽しみください！い者の署名が必要となります。福祉手
帳、バスタオル等ご持参ください。療育手帳をお客様のご要望時間による持ちの方が出来るチャータープランでお楽しみください！）

英語

6歳～59歳まで

約5時間による

×

送迎付き アクティビティのご案内 き：
2019年7月～9月
大人（12歳以上） ¥7,000
子供（6～11歳） ¥4,500

AM8：45ホテル出発/AM9：00集合

①AM8：45ホテル出発/AM9：00集合
②AM9：45ホテル出発/AM10：00集合

①AM7：45ホテル出発/AM8：00集合
②AM8：45ホテル出発/AM9：00集合
③AM9：45ホテル出発/AM10：00集合

乗船料
①AM8：15ホテル出発/AM8：30集合
保険
②PM12：45ホテル出発/PM13：00集合
ガイド料
シュノーケルセットレンタル
※通常ショップと手配いたします。が出来るチャータープランでお楽しみください！異なる場合があります。な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！る場合、バスタオル等ご持参ください。送迎時間によるについて
※ウェットスーツ（6/1～9/30
は除く
期間による中ご要望時間による希望の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除くご要望時間による選べる人気スポットを巡れる終日満喫観光バスツアー。沖縄の自然の美しさと歴史を択くく
前日夕方が出来るチャータープランでお楽しみください！頃に再度お客様へご連絡致しますまでにお客様のご要望時間による客様のご要望時間によるにご要望時間による連絡させ致します。
ださい） ¥1,000

・妊娠中の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く乗船をご要望時間による遠慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。ください（弊社では責任の船は除く高速航行とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。船の振動が出来るチャータープランでお楽しみください！
胎教に悪い影響を及ぶ可能性がございます。）に悪い影響を及ぶ可能性がございます。）を及びぶ可能性がございます。）可能性がございます。）が出来るチャータープランでお楽しみください！ご要望時間によるざいます。）
・レンタルな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！どのお客様のご要望時間による支払いをお願い致しまいは除く現金のみとな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ってお客様のご要望時間によるります（クレジットカード料は除く使用できま
せん。）
・天候により到着時間が遅れ、渡嘉敷島での滞在時間が短くなる場やシュノーケルセットレンタル等のオプション販売も行っております海洋状況により所要時間による、バスタオル等ご持参ください。又は到着時間に多少の誤差が生じることもございは除く到着時間によるに多少の誤差し引いてのが出来るチャータープランでお楽しみください！生じることもご要望時間によるざい
ます。
・当日の海洋コンディションにより小さな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！お客様のご要望時間による子様のご要望時間によるやシュノーケルセットレンタル等のオプション販売も行っておりますお客様のご要望時間による体の不自由な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！方が出来るチャータープランでお楽しみください！、バスタオル等ご持参ください。高齢者の署名が必要となります。の乗船
をお客様のご要望時間による断りいたします。りすることが出来るチャータープランでお楽しみください！ご要望時間によるざいます。
・お客様のご要望時間による子様のご要望時間によるの体調管理（日射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      病、バスタオル等ご持参ください。熱射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      病等）には除くご要望時間による注意ください。
・環境保全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。を考え海洋汚染防止になることがございます。その際はご連絡させとゴミ削減に取り組んでおります。シャワーをご利用に取り組んでおります。シャワーをご利用り組んでおります。シャワーをご利用んでお客様のご要望時間によるります。シャワーをご要望時間による利用
の際は除く、バスタオル等ご持参ください。シャンプー、バスタオル等ご持参ください。石けん等のご使用は禁止となっておりますけん等のご要望時間による使用は除く禁止になることがございます。その際はご連絡させとな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ってお客様のご要望時間によるります
・島内への飲食物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等の持ち込みは除く禁止になることがございます。その際はご連絡させとな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ってお客様のご要望時間によるります。ゴミは除くツアー終了後する場合がございます。スタッフに
より持ち帰りツアーとなっております。復路便を別のお日付でのご利用はご遠慮いただいてってお客様のご要望時間によるります。ゴミ削減に取り組んでおります。シャワーをご利用にご要望時間による協力ください
・ペットの持ち込みは除く他のお客様とご相席になる場合が御座います旨、ご了の動物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等の生態によっては、ご参加いただけない場合もございます。予めご了系に悪影響を及ぶ可能性がございます。）を及びぼす可能性がございます。）が出来るチャータープランでお楽しみください！あるため、バスタオル等ご持参ください。お客様のご要望時間による断りいたします。り
させていただきます。
・船への持ち込みに規制がございます。銛（モリ）槍（ヤリ）などの鋭利な物、大きな手が出来るチャータープランでお楽しみください！ご要望時間によるざいます。銛（モリ）槍（ヤリ）な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！どの鋭利な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等、バスタオル等ご持参ください。大きな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！手
回り品（クーラーボックス、折りたたみイスなど）は持ち込み禁止となっております。り品（クーラーボックス、バスタオル等ご持参ください。折りたたみイスなど）は持ち込み禁止となっております。りたたみイスな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ど）は除く持ち込み禁止になることがございます。その際はご連絡させとな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ってお客様のご要望時間によるります。
・遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！泳はお断りいたします。区域が設定されており、遊泳区域外での遊泳はできません。が出来るチャータープランでお楽しみください！設定されてお客様のご要望時間によるり、バスタオル等ご持参ください。遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！泳はお断りいたします。区域が設定されており、遊泳区域外での遊泳はできません。外のマリンオプション関係にはご参加いただけません。ご了での遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！泳はお断りいたします。は除くできません。
・遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！泳はお断りいたします。区域が設定されており、遊泳区域外での遊泳はできません。外のマリンオプション関係にはご参加いただけません。ご了では除くインストラクターの同行が出来るチャータープランでお楽しみください！必要です。
・常時ライフガード料が出来るチャータープランでお楽しみください！配いたします。置されていますが、遊泳区域内でのスノーケル利用者にもライされていますが出来るチャータープランでお楽しみください！、バスタオル等ご持参ください。遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！泳はお断りいたします。区域が設定されており、遊泳区域外での遊泳はできません。内でのスノーケル利用者の署名が必要となります。にもライ
フジャケットの着用が出来るチャータープランでお楽しみください！義務づけられています。づけられています。
・島内では除く危険生物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等の写真が掲示されており、ゲスト自身にも危険生物の認識が求めが出来るチャータープランでお楽しみください！掲示されており、ゲスト自身にも危険生物の認識が求めされてお客様のご要望時間によるり、バスタオル等ご持参ください。ゲスト自身にも危険生物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等の認識が求めが出来るチャータープランでお楽しみください！求めめ
られています。
・ナガンヌ海水浴ツアー島は除く面の青い光が洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      積りも可能です。おが出来るチャータープランでお楽しみください！19.6万m2、バスタオル等ご持参ください。東西が出来るチャータープランでお楽しみください！約1.7kmと広く、監視員の目が届く範囲が限らく、バスタオル等ご持参ください。監視員の名前、年齢、身長、体重、足のサイズの目が出来るチャータープランでお楽しみください！届く範囲が限らく範囲が限らが出来るチャータープランでお楽しみください！限りあり（有料ら
れています。
・安全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。管理と環境保護のため立ち入り禁止区域が設定されています。ち入り禁止になることがございます。その際はご連絡させ区域が設定されており、遊泳区域外での遊泳はできません。が出来るチャータープランでお楽しみください！設定されています。

・島への上陸はしません。は除くしません。
・安全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。上の問い合わせ題プラン（ナイトクルーズにより60歳以上の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除くご要望時間による参加いただけません。
・シュノーケリングは除く、バスタオル等ご持参ください。基本¦に各ビーチでは、シャワー、更衣室をご利用いただけます。ロッカー数に限りあり（有料自で行っていただきます。
・循環器系・呼吸器系疾患、バスタオル等ご持参ください。高血圧、バスタオル等ご持参ください。中耳炎、バスタオル等ご持参ください。妊婦、バスタオル等ご持参ください。てんかん、バスタオル等ご持参ください。糖尿病、バスタオル等ご持参ください。肝臓障害、バスタオル等ご持参ください。二
日酔い、当日の飲酒などがある方は、ご参加いただけません。い、バスタオル等ご持参ください。当日の飲酒などがある方は、ご参加いただけません。な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！どが出来るチャータープランでお楽しみください！ある方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く、バスタオル等ご持参ください。ご要望時間による参加いただけません。また、バスタオル等ご持参ください。当日の健康状態によっては、ご参加いただけない場合もございます。予めご了
によっては除く、バスタオル等ご持参ください。ご要望時間による参加いただけな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！い場合もご要望時間によるざいます。予めご了めご要望時間による了承ください。ください。
・未Ž年の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く、バスタオル等ご持参ください。同意書に保護者の署名が必要となります。に保護者の署名が必要となります。の署名が必要となります。が出来るチャータープランでお楽しみください！必要とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。
・外のマリンオプション関係にはご参加いただけません。ご了国籍の方は、日本語が理解できる方に関してのみ、受付可能です。の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く、バスタオル等ご持参ください。日本語が出来るチャータープランでお楽しみください！理解できる方に関してのみ、受付可能です。できる方が出来るチャータープランでお楽しみください！に関してのみ、バスタオル等ご持参ください。受付き アクティビティのご案内 可能です。

那覇の西から近く、それでも透明度抜群の海！絶好のロケーションで、贅沢な一日を一緒に過ごしてみませんか？く、バスタオル等ご持参ください。それでも透明度抜群の海！絶好のロケーションで、贅沢な一日を一緒に過ごしてみませんか？の海！絶好のロケーションで、贅沢な一日を一緒に過ごしてみませんか？のロケーションで、バスタオル等ご持参ください。贅沢な一日を一緒に過ごしてみませんか？な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！一日を一緒に過ごしてみませんか？に過ごしてみませんか？ご要望時間によるしてみませんか？

①パラセーリング
2名以上

＜ご要望時間による予めご了約時の必要情報＞
全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。員の名前、年齢、身長、体重、足のサイズの名が必要となります。前、バスタオル等ご持参ください。年齢、バスタオル等ご持参ください。体重

英語

送迎付き アクティビティのご案内 き
\8,500 / お客様のご要望時間による1人様のご要望時間による
（4歳より大人と同料金）

満の方は、同意書に保護者の署名が必要となります。4歳以上
身長120cm以
上

約3時間による

×

乗船料
必要器材
保険

①AM8：30ホテル出発/AM8:45集合
②AM10：30ホテル出発/AM10：45集合
③PM12：30ホテル出発/PM12：45集合
④PM15：30ホテル出発/PM15：45集合

・海況、バスタオル等ご持参ください。天候により到着時間が遅れ、渡嘉敷島での滞在時間が短くなる場により中止になることがございます。その際はご連絡させ、バスタオル等ご持参ください。時間によるが出来るチャータープランでお楽しみください！変更とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！る場合もご要望時間によるざいます。
・参加する際の服の青山側）装は除く、バスタオル等ご持参ください。濡れてもよい服装でお願いいたします。水着等でなくてもお洋れてもよい服の青山側）装でお客様のご要望時間による願いしております。いいたします。水着等でな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！くてもお客様のご要望時間による洋
服の青山側）のままでも結構ですが、お着替えの準備を推奨いたします。女性の方は、なるべくヒですが出来るチャータープランでお楽しみください！、バスタオル等ご持参ください。お客様のご要望時間による着替えの準備を推奨いたします。女性の方は、なるべくヒえの準備はお客様ご自身でお願いします。を推奨いたします。女性の方は、なるべくヒいたします。女性がございます。）の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く、バスタオル等ご持参ください。な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！るべくヒ
い履物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等でお客様のご要望時間による願いしております。いします。
※通常ショップと手配いたします。が出来るチャータープランでお楽しみください！異なる場合があります。な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！る場合、バスタオル等ご持参ください。送迎時間によるについて ールのな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！
・妊娠されている方が出来るチャータープランでお楽しみください！、バスタオル等ご持参ください。重い持病をお客様のご要望時間による持ちの方が出来るチャータープランでお楽しみください！のご要望時間による参加は除くご要望時間による遠慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。いただいてお客様のご要望時間によるります。
は除く
前日夕方が出来るチャータープランでお楽しみください！頃に再度お客様へご連絡致しますまでにお客様のご要望時間による客様のご要望時間によるにご要望時間による連絡させ致します。

沖縄の海を地にてパラソルやシュノーケルセットレンタル等のオプション販売も行っております上40～50メは野生の生き物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等ートルから望めるパラセーリング♪太陽の光で輝く群青と紺碧のコントラストが美しい海を独り占め！リピーターも多い、オススメのプログラムです。太陽の下、楽しさと癒やしの楽園を遊び尽くせます。の光が洞窟内に反射し、美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      で輝く太陽の下、楽しさと癒やしの楽園を遊び尽くせます。く群の海！絶好のロケーションで、贅沢な一日を一緒に過ごしてみませんか？青の洞窟と紺碧のコントラストが美しい海を独り占め！リピーターも多い、オススメのプログラムです。のコントラストが出来るチャータープランでお楽しみください！美しく神秘的な光景、沖縄版”青の洞窟”      しい海を独り占め！リピーターも多い、オススメのプログラムです。り占め！リピーターも多い、オススメのプログラムです。め！リピーターも多い、バスタオル等ご持参ください。オススメは野生の生き物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等のプログラムです。

② 半日沖釣りセットレンタル（エサ込）／り体験ダイビング＞

2名以上

英語

送迎付き アクティビティのご案内 き
\10,500 / お客様のご要望時間による1人様のご要望時間による
\6,200 / (11歳以下からのご用意となります。のお客様のご要望時間による子様のご要望時間による）

AM6:15 ホテル出発 / AM7:30 集合
AM11:15 ホテル出発 / PM12:30 集合

約4時間による

・ 妊娠中の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く乗船をご要望時間による遠慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。ください。
・ 当日の海洋コンディションにより小さな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！お客様のご要望時間による子様のご要望時間によるやシュノーケルセットレンタル等のオプション販売も行っておりますお客様のご要望時間による体の不自由な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！方が出来るチャータープランでお楽しみください！、バスタオル等ご持参ください。高齢者の署名が必要となります。の乗船
をお客様のご要望時間による断りいたします。りすることが出来るチャータープランでお楽しみください！ご要望時間によるざいます。

漁師がご案内するポイントでの釣りだから、初心者の方でも楽しく沖縄県産のグルクンや南国ならではの多彩な魚種が釣れます！が出来るチャータープランでお楽しみください！ご要望時間による案内するポイントでの釣りセットレンタル（エサ込）／りだから、バスタオル等ご持参ください。初心者の署名が必要となります。の方が出来るチャータープランでお楽しみください！でも楽しみください！しく沖縄県産のグルクンやシュノーケルセットレンタル等のオプション販売も行っております南国な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！らでは除くの多彩な魚種が釣れます！な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！魚種が出来るチャータープランでお楽しみください！釣りセットレンタル（エサ込）／れます！
送迎付き アクティビティのご案内 き
お客様のご要望時間による手軽にお問い合わせマリンパック \6,000
(バナナボート&ビッグマーブル&
バンド料ワゴン)

③ マリンスポーツパック

2名以上

英語

充実マリンパックマリンパック \10,500
(バナナボート&ジェットスキー&
バンド料ワゴン&ビスケット&ビッグ
マーブル)

約4時間による

AM8：20 ホテル出発 / AM9：30 集合
PM12:20 ホテル出発 / PM13：30 集合

・ 3歳以上から参加可能
・ 二日酔い、当日の飲酒などがある方は、ご参加いただけません。い、バスタオル等ご持参ください。アルコールを摂取り組んでおります。シャワーをご利用されている方が出来るチャータープランでお楽しみください！の参加は除く不可
・ 妊婦の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く参加は除く不可
・ 循環器系疾患、バスタオル等ご持参ください。呼吸器系疾患、バスタオル等ご持参ください。てんかん、バスタオル等ご持参ください。重度の高血圧症などがある方の参加はな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！どが出来るチャータープランでお楽しみください！ある方が出来るチャータープランでお楽しみください！の参加は除く
不可
・ 当日、バスタオル等ご持参ください。簡単な健康チェックにご協力頂きます。当日の健康状態によっては、ご参加な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！健康チェックにご要望時間による協力頂けます。きます。当日の健康状態によっては、ご参加いただけない場合もございます。予めご了によっては除く、バスタオル等ご持参ください。ご要望時間による参加
いただけな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！い場合もご要望時間によるざいますので予めご了めご要望時間による了承ください。ください。

①AM8：50ホテル出発/AM10：00集合
②AM9：50ホテル出発/AM11：00集合
③PM12：20ホテル出発/PM13：30集合
④PM13：50ホテル出発/PM15：00集合

・下からのご用意となります。半身は除く多少水に濡れてもよい服装でお願いいたします。水着等でなくてもお洋れてしまいますので、バスタオル等ご持参ください。「渡嘉敷村環濡れてもよい服装でお願いいたします。水着等でなくてもお洋れても良い格好のロケーションで、贅沢な一日を一緒に過ごしてみませんか？」でお客様のご要望時間による越し下さい。し下からのご用意となります。さい。
・小さめのタオル・帽子をお客様のご要望時間による持ち下からのご用意となります。さい。
・お客様のご要望時間による着替えの準備を推奨いたします。女性の方は、なるべくヒえ・ビーチサンダル・日焼け止になることがございます。その際はご連絡させめを必要に応じてご要望時間による準備はお客様ご自身でお願いします。下からのご用意となります。さい。
・ご要望時間による集合時は除く、バスタオル等ご持参ください。極力そのままカヤックに参加できる服の青山側）装でお客様のご要望時間による越し下さい。し下からのご用意となります。さい。カヤック終了
後する場合がございます。に必要に応じてお客様のご要望時間による着替えの準備を推奨いたします。女性の方は、なるべくヒえ下からのご用意となります。さい。
・天候により到着時間が遅れ、渡嘉敷島での滞在時間が短くなる場、バスタオル等ご持参ください。潮汐によりスケジュールが変更または中止になる場合があります。によりスケジュールが出来るチャータープランでお楽しみください！変更または除く中止になることがございます。その際はご連絡させにな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！る場合が出来るチャータープランでお楽しみください！あります。

（3歳より大人と同料金）

G
その他のお客様とご相席になる場合が御座います旨、ご了

④比謝mマングローブカヤックツアー
＜ご要望時間による予めご了約時の必要情報＞
全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。員の名前、年齢、身長、体重、足のサイズの名が必要となります。前、バスタオル等ご持参ください。年齢、バスタオル等ご持参ください。足のサイズのサイズ

2名以上

英語

送迎付き アクティビティのご案内 き：
大人(高校生以上) ¥9,800
4歳～59歳まで
子ども(4歳～中学生まで) ¥4,800

約4時間による

×

ガイド料料
必要器材使用料
保険料

琉球王朝時代から景勝地にてパラソルやシュノーケルセットレンタル等のオプション販売も行っておりますとjられる比謝mをどな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！たでも気軽にお問い合わせに楽しみください！しめるカヤックで漕ぎ進みます。うっそうとマングローブが生い茂る生き物たちの楽園で沖縄の自然と歴史に触れるひととき。ぎ進みます。うっそうとマングローブが生い茂る生き物たちの楽園で沖縄の自然と歴史に触れるひととき。進みます。うっそうとマングローブが生い茂る生き物たちの楽園で沖縄の自然と歴史に触れるひととき。みます。うっそうとマングローブが出来るチャータープランでお楽しみください！生い茂る生き物たちの楽園で沖縄の自然と歴史に触れるひととき。る生き物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等たちの楽しみください！園を遊び尽くせます。で沖縄の自然の美しさと歴史をと歴史をに触れるひととき。れるひととき。

送迎付き アクティビティのご案内 き：
A.シュノーケル
¥13,000

体験ダイビング＞料
指導料
ウェットスーツ
シュノーケルセット3点セットセット
乗船料
保険料

小学生以上～
59歳まで

⑤ジンベエサメは野生の生き物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等と泳はお断りいたします。ご要望時間によるう
＜ご要望時間による予めご了約時の必要情報＞
全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。員の名前、年齢、身長、体重、足のサイズの名が必要となります。前、バスタオル等ご持参ください。年齢、バスタオル等ご持参ください。身長、バスタオル等ご持参ください。体重、バスタオル等ご持参ください。足のサイズのサイズ
、バスタオル等ご持参ください。度付き アクティビティのご案内 マスクの有無(有の場合裸眼視
力)※0.3以下からのご用意となります。からのご要望時間による用意とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。

2名以上

英語
中国語

送迎付き アクティビティのご案内 き：
B.体験ダイビング＞ダイビング
￥17,000

10歳以上～59
歳まで

送迎付き アクティビティのご案内 き：
C.ジンベエシュノーケル+
小学生以上～
青の洞窟の洞窟シュノーケルセットプラ 59歳まで
ン
￥13,000

約6時間による

×

体験ダイビング＞料
指導料
ウェットスーツ
レンタル器材一式
乗船料
保険料

※水着着用の上、バスタオル等ご持参ください。バスタオル、バスタオル等ご持参ください。ビーチサンダル、バスタオル等ご持参ください。着換え、バスタオル等ご持参ください。え等は除くお客様のご要望時間による持ちください。
＜シュノーケル＞
・未就学児は除く参加不可とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。

A, B
①AM7：10ホテル出発/AM8:30集合
②PM11：40ホテル出発/PM13：00集合
C
①AM7：30ホテル出発/AM8:30集合
②PM12：00ホテル出発/PM13：00集合

必要機への搭乗不可となります。材一式
講習料
乗船料
保険料

＜体験ダイビング＞ダイビング＞
・10歳以上からご要望時間による参加頂けます。けます。
・気圧の関係により、ダイビングした日は飛行機への搭乗不可となります。により、バスタオル等ご持参ください。ダイビングした日は除く飛行機への搭乗不可となります。への搭乗不可とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。
＜シュノーケル、バスタオル等ご持参ください。ダイビング共通＞
・いけすの外のマリンオプション関係にはご参加いただけません。ご了で体験ダイビング＞するアクティビティとな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。
・60歳以上の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除くご要望時間による参加頂けます。けません。
・医師がご案内するポイントでの釣りだから、初心者の方でも楽しく沖縄県産のグルクンや南国ならではの多彩な魚種が釣れます！の同意書に保護者の署名が必要となります。が出来るチャータープランでお楽しみください！あっても、バスタオル等ご持参ください。心臓疾患、バスタオル等ご持参ください。喘息など呼吸器系の疾患、耳鼻疾患、神経やな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ど呼吸器系の疾患、バスタオル等ご持参ください。耳鼻疾患、バスタオル等ご持参ください。神経ややシュノーケルセットレンタル等のオプション販売も行っております
精神の疾患、バスタオル等ご持参ください。関節など運動器系の疾患、糖尿病、これらの持病をお持ちの方は、ご参な遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ど運動器系の疾患、バスタオル等ご持参ください。糖尿病、バスタオル等ご持参ください。これらの持病をお客様のご要望時間による持ちの方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除く、バスタオル等ご持参ください。ご要望時間による参
加いただけません。
・小学生の参加は除く保護者の署名が必要となります。同伴でお願いします。での参加とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。中学生～未Ž年者の署名が必要となります。の参加は除く保護
者の署名が必要となります。の同意が出来るチャータープランでお楽しみください！必要とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。
・海洋状況が出来るチャータープランでお楽しみください！悪い場合は除く欠航にな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！る場合が出来るチャータープランでお楽しみください！あります。当日の欠航の判断りいたします。は除く当日8:00
前に行いご要望時間による連絡させを差し引いてのし上げます。
・ジンベエザメは野生の生き物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等メは野生の生き物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等ニューにお客様のご要望時間によるいて動画の撮影はすべて禁止しております。の撮影は除くすべて禁止になることがございます。その際はご連絡させしてお客様のご要望時間によるります。
・更衣室をご利用いただけます。ロッカー数に限りあり（有料、バスタオル等ご持参ください。冷温水シャワー無料、バスタオル等ご持参ください。コインロッカー有料¥100とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。
・妊娠中の方が出来るチャータープランでお楽しみください！は除くご要望時間による参加不可とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。

読谷アメリカンビレッジからボートで沖合約800mのジンベエポイント（いけす）まで移動。世界最大の魚類ジンベエザメは野生の生き物なので、ご覧いただけない場合もございます。その際返金等を近く、それでも透明度抜群の海！絶好のロケーションで、贅沢な一日を一緒に過ごしてみませんか？くにシュノーケリングやシュノーケルセットレンタル等のオプション販売も行っておりますダイビング！シュノーケリングでは除く真が掲示されており、ゲスト自身にも危険生物の認識が求め上から、バスタオル等ご持参ください。体験ダイビング＞ダイビングでは除く近く、それでも透明度抜群の海！絶好のロケーションで、贅沢な一日を一緒に過ごしてみませんか？くまで接近く、それでも透明度抜群の海！絶好のロケーションで、贅沢な一日を一緒に過ごしてみませんか？と、バスタオル等ご持参ください。100%の感動体験ダイビング＞が出来るチャータープランでお楽しみください！待っています！っています！
2019.07.02 更新

セルリアンブルー：
098-941-6828

＜キャンセルポリシー＞
前日キャンセル ： ご要望時間による料金の40%
当日のキャンセル ： ご要望時間による料金の50%
無連絡させ不参加 ： ご要望時間による料金全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。額

※最小催行人数は除くホテル送迎付き アクティビティのご案内 の場合とな遊び方が出来るチャータープランでお楽しみください！ります。
お客様のご要望時間による1人様のご要望時間によるからのアクティビティのご要望時間による予めご了約も承ください。ってお客様のご要望時間によるります。
※ご要望時間による予めご了約は除くお客様のご要望時間による電話、バスタオル等ご持参ください。または除くフロントにて承ください。ります。
※前日の18:00までにご要望時間による予めご了約下からのご用意となります。さい。

