
プログラム 送迎付きで承れる人数 対象年齢 対応言語 所要時間 ランチ 含まれるもの ホテル出発時間/集合時間 ツアー開始場所 参加条件、注意事項等

（フェリー）

大人（12歳～59歳） ¥9,900

子供（6～11歳） ¥6,400

幼児（5歳以下/昼食無し）

※大人1名につき1名まで ¥900

幼児（5歳以下）

※上記あてはまらない場合 ¥4,400

※別途当日受付時に「渡嘉敷村環境協力税」お一人様

￥100（高校生以上）のご精算が必要となります。

（高速船）

大人（12歳～59歳） ¥11,900

子供（6～11歳） ¥7,700

幼児（5歳以下/昼食無し）

※大人1名につき1名まで ¥900

幼児（5歳以下）

※上記あてはまらない場合 ¥5,700

※別途当日受付時に「渡嘉敷村環境協力税」お一人様

￥100（高校生以上）のご精算が必要となります。

（フェリー）

大人（12歳～59歳） ¥15,500

子供（6～11歳） ¥12,400

※別途当日受付時に「渡嘉敷村環境協力税」お一人様

￥100（高校生以上）のご精算が必要となります。

（高速船）

大人（12歳～59歳） ¥16,800

子供（6～11歳） ¥12,800

※別途当日受付時に「渡嘉敷村環境協力税」お一人様

￥100（高校生以上）のご精算が必要となります。

（フェリー）

大人（12歳～59歳） ¥10,900

子供（6～11歳） ¥7,500

幼児（5歳以下/昼食無し）

※大人1名につき1名まで ¥900

幼児（5歳以下）

※上記あてはまらない場合 ¥5,500

※別途当日受付時に「渡嘉敷村環境協力税」お一人様

￥100（高校生以上）のご精算が必要となります。

（高速船）

大人（12歳～59歳） ¥12,900

子供（6～11歳） ¥8,800

幼児（5歳以下/昼食無し）

※大人1名につき1名まで ¥900

幼児（5歳以下）

※上記あてはまらない場合 ¥6,800

※別途当日受付時に「渡嘉敷村環境協力税」お一人様

￥100（高校生以上）のご精算が必要となります。

①3つのポイントを巡る終日シュノーケリング

＜必要情報＞

・参加される方全員のお名前

・年齢

・身長

・体重

・足のサイズ

・度付マスクの有無／有の場合裸眼視力※0.3以下からご用意して

います。

10名以上※ツアー自

体の最少催行人数。ツ

アーが確定している場

合、1名様よりお問合せ

承ります。

小学生～59歳まで

※未就学児は参加不可
英語 約8時間 ○

・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

・お弁当

・保険料

②3つのポイントを巡る終日体験ダイビング

（1ポイント目：体験ダイビング、2・3ポイント目：シュノーケリング）

＜必要情報＞

・参加される方全員のお名前

・年齢

・身長

・体重

・足のサイズ

・度付マスクの有無／有の場合裸眼視力※0.3以下からご用意して

います。

10名以上※ツアー自

体の最少催行人数。ツ

アーが確定している場

合、1名様よりお問合せ

承ります。

10歳～59歳まで 英語 約8時間 ○

・乗船代

・指導料

・１タンク

・レンタル器材一式

・お弁当

・保険料

①シュノーケリング

＜必要情報＞

・参加する全員のお名前

・年齢

・身長

・体重

・足のサイズ

2名以上 5～59歳まで 英語 約５時間 ×

・乗船料

・シュノーケルセット

・フィン

・ウェットスーツ

・ライフジャケット

・指導料

・保険料

・シャワー

・更衣室

②体験ダイビング

＜必要情報＞

・参加される方全員のお名前

・年齢

・身長

・体重

・足のサイズ

・度付マスクの有無／有の場合裸眼視力※0.3以下からご用意して

います。

2名以上 10～59歳まで 英語 約５時間 ×

・乗船料

・レンタル器材

・指導料

・保険料

・シャワー

・更衣室

ご料金

【阿波連ビーチ海水浴】

【海がめシュノーケリングツアー】

＜キャンセルポリシー＞

【とかしくビーチ海水浴】

2名以上※送迎の場

合の最少催行人数

現地集合で宜しけれ

ば、1名様～ご案内可

能となりますのでお問

合せください。

高速船orフェリーで行く！

慶良間諸島「渡嘉敷島」日帰り海水浴ツアー！

＜次の3プランのうちいずれか>

・阿波連ビーチ海水浴

・とかしくビーチ海水浴

・海がめシュノーケリングツアー

＜必要情報（海水浴） ＞

全員の名前、年齢

＜必要情報（シュノーケルツアー） ＞

全員の名前、年齢、身長、体重、足のサイズ

A

渡嘉敷島

平成26年3月5日（サ

ンゴの日）、27年ぶりに

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！阿波連ビー

チ、もしくはとかしくビーチ

で海水浴ツアー!!

B

慶良間諸島

那覇の西40㎞行ったとこ

ろに、有・無人を合わせ

２０あまりの島々から成

る、慶良間（ケラマ）諸

島。「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。

送迎付き：

（日本人）

小学生～59歳まで/\10,400

（インバウンド）

小学生～59歳まで/\13,900

1名様からでも送迎付きでお問合せ承ります。

但し、ツアー自体の最少催行人数は10名様となりますので、この人数にお集まり頂いておらず、ツアー催行が確定していない場合は、ご

予約のご案内が出来かねます。

※水着着用の上、バスタオル、ビーチサンダル、着換え等はお持ちください。

＜シュノーケル＞

・未就学児は参加不可となります。

＜体験ダイビング＞

・10歳以上からご参加頂けます。

・気圧の関係により、ダイビングした日は飛行機への搭乗はできません。

・追加ダイビング（1本） ¥6,000/2本までとなります（現地ご精算のみ）。

＜シュノーケル、ダイビング共通＞

・島への上陸は御座いません。

・度付きマスク希望のお客様は550円現地払いとなります。

・60歳以上の方はご参加頂けません。

・循環器系・呼吸器系疾患、高血圧、中耳炎、妊婦、てんかん、糖尿病、肝臓障害、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。

・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。

・未成年の方は、同意書に保護者の署名が必要です。

・悪天候・海洋状況により安全を考慮し、3か所のポイントを回れない場合やポイントの変更または、中止になる場合があります。3ヶ所ま

われなかった場合やポイントの変更の場合の返金は行っておりません。

送迎付き：

（日本人）

￥12,150

（10～59歳まで同料金）

（インバウンド）

￥15,900

（10～59歳まで同料金）

送迎時間は前日夕方頃にお客様へご連絡致します。 那覇三重城港

※最少催行人数2名様お集まりいただけなかった場合は、中止になることもございます。その際は、前日の12:00までにご連絡致します。

予め、ご了承ください。

※スーツケースの持ち込みはご遠慮下さい。

※水着着用の上、バスタオル、ビーチサンダル、着換え等はお持ちください。

ツアー終了後はショップにてシャワーをご利用頂けます。

＜シュノーケル＞

・波が穏やかであれば、雨が降っていてもシュノーケリングツアーは可能です。

＜体験ダイビング＞

・10歳以上からご参加頂けます。

・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。

＜シュノーケル、ダイビング共通＞

・健康管理及び安全上の都合により、60歳以上のご参加はご遠慮いただいております。ご了承下さい。

・循環器系・呼吸器系疾患、高血圧、中耳炎、妊婦、てんかん、糖尿病、肝臓障害、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。また、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。予めご了承ください。

・ご予約時に、参加者全員の名前・年齢・身長・体重・足のサイズ・度付きマスクの有無をお知らせください。

・未成年の方は、同意書に保護者の署名が必要となります。また、12歳以下のお子様には、保護者同伴でお願いします。

・海洋状況により、青の洞窟の中に入れず、近くのポイントで開催される場合や、ツアーが中止になる場合があります。

※送迎は御座いますが、ホテル送迎ではなく、集合場所はパレット久茂地（ニッポンレンタカー前）となります。ご注

意下さい。

送迎付き：

￥7,980

（5～59歳まで）

※身長110㎝以上の方

※送迎は御座いますが、ホテル送迎ではなく、

集合場所はパレット久茂地(ニッポンレンタカー前)となります。ご注意下さい。

送迎付き：

￥13,800

(10～59歳まで)

※身長110㎝以上の方

※送迎は御座いますが、ホテル送迎ではなく、

集合場所はパレット久茂地(ニッポンレンタカー前)となります。ご注意下さい。

※最少催行人数2名様お集まりいただけなかった場合は、中止になることもございま

す。その際は、前日の12:00までにご連絡致します。予め、ご了承ください。

①以下1便のみの運行となります。

12：15　県庁向かいパレットくもじ/ニッポンレンタカー前　集合

　　↓

12：25　県庁向かいパレットくもじ/ニッポンレンタカー前　出発

　　↓ 　（北谷経由してから向かいます）

13：45　ショップ　到着

　　↓

14：00　準備、説明後港へ移動。青の洞窟へ向けて出発。

　　↓

青の洞窟までボートで約10分

40分～50分：シュノーケリング

　　↓

港に向け、出発

　　↓

16：00頃　ショップ到着後、シャワー、着替え。ショップ出発

　　↓　（北谷経由）

17：20頃　県議会前到着。解散。

C

青の洞窟

大人気！青く神秘的な

幻想空間”青の洞窟”で

のシュノーケリング or 体

験ダイビング感動ツアー！

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”をお楽しみください！

恩納村

前兼久漁港周

辺

【前々日のキャンセル】ご料金の30％　　　【前日キャンセル】ご料金の40%　　　【当日のキャンセル】ご料金の50%　　　【無連絡不参加】ご料金全額

【海水浴ツアー】

0歳 ～59歳まで

【海水浴＋シュノーケル】

6歳～59歳まで

フェリー利用7.5時間

高速船利用

9.5時間

〇

【海水浴プラン】

フェリー利用：

・往復フェリー代（泊港⇔渡嘉敷島）

・送迎代（渡嘉敷港⇔阿波連ビーチ、もしくはとかしくビーチ間）

・昼食

・施設利用料（シャワー室、便衣室）

高速船利用：

・往復高速船代（泊港⇔渡嘉敷島）

・送迎代（渡嘉敷港⇔阿波連ビーチ、もしくはとかしくビーチ間）

・昼食

・施設利用料（シャワー室、便衣室）

【海がめシュノーケリングツアー】

フェリー利用：

・往復フェリー代（泊港⇔渡嘉敷島）

・昼食

・施設利用料（シャワー室、便衣室）

・シュノーケルセットレンタル/ウェットスーツレンタル

高速船利用：

・往復高速船代（泊港⇔渡嘉敷島）

・昼食

・施設利用料（シャワー室、便衣室）

・シュノーケルセットレンタル/ウェットスーツレンタル

※幼児料金でお申込みのお子様には昼食は含まれません。

フェリー利用

9：15出発/9：30集合

高速船利用

8：15出発/8：30集合

泊港

【阿波連ビーチ・とかしくビーチ共通】

・60歳以上のお客様は、海に入らない場合に限りご参加可能です。

・18歳未満の方は、同意書に保護者の署名が必要です。

・当日はお着換え、バスタオル等ご持参ください。

・当日受付時に「渡嘉敷村環境協力税」お一人様￥100（高校生以上）をお支払いください。

・幼児は大人1名につき1名までが幼児料金適用となります。2名以上からは子供料金が発生致します。

・幼児料金でお申込みのお子様には昼食は含まれません。

・循環器系・呼吸器系疾患、高血圧、中耳炎、妊婦、てんかん、糖尿病、肝臓障害、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。また、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。予めご了承ください。

・阿波連ビーチでは、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）

・海況不良、悪天候によりツアーが中止になることがございます。

・フィンを装着しての海水浴、シュノーケルの際はライフジャケット着用が必要です。

・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。

【とかしくビーチ】

・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。その際返金等は行っておりません。ご了承ください。

【海がめシュノーケルツアー】

・コンタクトレンズをご利用の方は、水中で紛失する可能性がありますので、出来るだけ使い捨てコンタクトレンズをお勧めします。

https://hyattregencynaha.jp/activity/img/list.pdf
https://hyattregencynaha.jp/activity/img/list.pdf
https://hyattregencynaha.jp/activity/img/list.pdf


現地集合のみ！

①美ら島終日観光バスツアー　Aコース

（琉球村→万座毛→美ら海水族館→古宇利島→御菓子御殿）

×

・バス乗車料

・沖縄美ら海水族館入場料

・琉球村入村料

・古宇利オーシャンタワー入館料

・バスガイド料

・保険料

※万座毛は別途入場料100円が必要です

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　おもろまちＴギャラリア（洋服の青山側）

現地集合のみ！

②美ら島終日観光バスツアー　Bコース

（琉球村→万座毛→熱帯ドリームセンター→古宇利島→御菓子御

殿）

×

・バス乗車料

・熱帯ドリームセンター入館料

・琉球村入村料

・古宇利オーシャンタワー入館料

・バスガイド料

・保険料

※万座毛は別途入場料100円が必要です

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　おもろまちＴギャラリア（洋服の青山側）

現地集合のみ！

★ガイド無し★

★添乗員同行／自動音声ガイダンス付★

③美ら島終日観光バスツアー　Cコース

（美ら海水族館→古宇利島→御菓子御殿→万座毛→

北谷アメリカンビレッジ）

×

・バス乗車料

・沖縄美ら海水族館入場料

・添乗員／バス内多言語自動音声ガイダンス料

・保険料

※万座毛は別途入場料100円が必要です

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　おもろまちＴギャラリア（洋服の青山側）

9：45集合　北谷アメリカンビレッジ　北谷観光協会前

現地集合のみ！

★ガイド無し★

★添乗員同行／自動音声ガイダンス付★

④美ら島終日観光バスツアー　Dコース

（熱帯ドリームセンター→古宇利島→御菓子御殿→万座毛→

北谷アメリカンビレッジ）

×

・バス乗車料

・熱帯ドリームセンター入館料

・添乗員／バス内多言語自動音声ガイダンス料

・保険料

※万座毛は別途入場料100円が必要です

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　おもろまちＴギャラリア（洋服の青山側）

9：45集合　北谷アメリカンビレッジ　北谷観光協会前

①世界遺産群の「斎場御嶽」（せいふぁうたき）＆神々の島「久高

島」ガイド付ツアー

＜必要情報＞

・参加される方全員のお名前

・年齢

0歳～ ×

・乗船料

・ガイド料

・保険料

②南城市道の駅＆知念岬立ち寄り＆琉球神話が残る神の島！ガイ

ドと巡る「久高島（くだかじま）」満喫ツアー！

＜必要情報＞

・参加される方全員のお名前

・年齢

0歳～ ×

・乗船料

・久高島ガイド料

・保険料

③元始の森「ガンガラーの谷」＆世界遺産「斎場御嶽」ガイド付ツアー

☆おきなわワールド（フリーパス券）入場料とランチ付

＜必要情報＞

・参加される方全員のお名前

・年齢

0歳～ ○

・ガイド料（2か所）

・おきなわワールド（フリーパス券）入場料

・昼食代

・保険料

F

その他
琉球王朝時代から景勝

地と知られる比謝川をど

なたでも気軽に楽しめる

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

①比謝川マングローブカヤックツアー

琉球王朝時代から景勝地と知られる比謝川をどなたでも気軽に楽しめる

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。

＜必要情報＞

・全員の名前

・年齢

・足のサイズ

2名以上 ３歳～59歳まで 英語 約4時間 ×

・ガイド料

・必要器材使用料

・保険料

①AM9：50ホテル出発/AM11：00集合

②AM11：50ホテル出発/PM13：00集合

③PM13：50ホテル出発/PM15：00集合

嘉手納町水釜

・下半身は多少水に濡れてしまいますので、「濡れても良い格好」でお越し下さい。

・小さめのタオル・帽子をお持ち下さい。

・お着替え・ビーチサンダル・日焼け止めを必要に応じてご準備下さい。

・ご集合時は、極力そのままカヤックに参加できる服装でお越し下さい。カヤック終了後に必要に応じてお着替え下さい。

・天候、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。

E

パワースポッ

ト巡り

自然崇拝が信仰の中心

になっている沖縄は、神

社などの社ではなく、自然

の中に祈りの場や神秘を

見出し、風水思想も強い

場所！パワースポット巡り

ツアー！

2名以上

送迎付き：

大人（12歳以上） ¥11,500

小人（4～11歳） ¥10,200

幼児（0～3歳） ¥3,500

送迎付き：

大人（12歳以上） ¥9,200

小人（4～11歳） ¥7,900

幼児（0～3歳） ¥3,500

送迎付き：

大人（12歳以上） ¥11,500

小人（4～11歳） ¥10,500

幼児（0～3歳） ¥3,500

※送迎時間については前日夕方頃までにお客様にご連絡致します。

【毎週月・水・金・土・日曜日運行】

沖縄には、私たちが先祖代々に大切に守ってきた聖地、「御嶽（ウタキ）・拝所（ウガンジュ）」が数多くあります。ここを訪れる際には、

次のことを守ってくださいますよう、お願い致します。

　・順路以外にむやみに立ち入らない。

　・天候、海洋状況によりツアーが中止になる事もございます。

　・動植物を持ち込まない、持ち出さない（御嶽の中では、何気なく置かれた石などが重要な意味を持つことが多くあります）

天候、海洋状況によりツアーが中止となることもございます。その際は、キャンセル料は発生いたしません。

ガイドは日本語のみとなっております。

雨の日は、傘のご用意をしております。

各施設とも車椅子、ベビーカーは対応しておりません。ご了承下さい。

【斎場御嶽関連】

・琉球最高の聖地「斎場御嶽」では、神聖な場所のためキャミソールやオフショルダーなど露出の多い服装でのご参加はご遠慮いただくよ

うご協力をお願いしております。ご了承いただきますようお願い致します。

・斎場御嶽が毎年2回休息日の為運休となります。（旧暦5月1日～3日／旧暦10月1日～3日）

休息日：2023年6月18日（日）～6月20日（火）/11月13日（月）～11月15日（水）

【久高島関連】

・久高島では、年間多くの催事が行われています。催事の日には立ち入る事の出来ない区域もあり、そのような催事の行われる日は、ツ

アーを開催できない場合もございますので、ご了承ください。

・久高島の聖域は、自然そのものが神聖とされています。砂・貝・石・植物などのお持ち帰りはご遠慮願います。

・久高行きのフェリー、高速船が点検で運休の場合はスケジュールが変更、ツアーが中止になることがあります。

【斎場御嶽＆ガンガラーの谷ツアー関連】

＜昼食につきまして＞

元々はバイキング形式でのご提供でしたが、新型コロナウイルスの影響により代替えメニューでのご案内となります。

ご利用日４日前までに以下メニューからお選び頂き、ご連絡下さい。

大人

「特選なんと屋定食」・「ステーキ定食」・「島豆腐と野菜あんかけ定食」・「県産海ぶどう海鮮丼」の4種類から1種類をお選びください。

子供

「お子様ランチ」・「キッズカレー」の2種類から1種類お選びください。

左記の通り

※最少催行人数10名以上お集まりいただけなかった場合、運休になることもございます。2、3日前の判断となり、万一不催行となる場

合にはご連絡致します。

・当日の道路状況により、各施設の順番が異なる場合があります。

・バスが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、ご了承下さい。

・昼食は含まれておりませんので、沖縄美ら海水族館の自由行動中（約150分）に各自おとりください。

・交通事情により時間が多少前後する場合がございます。

・車内は禁煙です。

・ツアー終了後に飛行機をご利用になるお客様は、飛行機の出発時間より2時間の余裕をもって、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、弊社では責任を負いかねますので、予めご了承ください。

送迎付き：

大人（高校生以上） ¥9,800

子ども（３歳～中学生まで） ¥6,800

日本語

のみ
約8~10時間

0歳～

A, Bコース

約10時間

C,Dコース

約11時間

※現地集合のみ

最少催行人数10名以

上

D

観光バスツ

アー

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1日で体感出来るバラ

エティに富んだコースで

す！

高校生以上 ¥6,300

3歳～中学生 ¥4,900

0～2歳（座席なし） ¥0

高校生以上 ¥5,500

3歳～中学生 ¥3,800

0～2歳（座席無し） ¥0

高校生以上 ¥5,980

3歳～中学生 ¥4,500

0～2歳（座席なし） ¥0

高校生以上 ¥5,500

3歳～中学生 ¥3,800

0～2歳（座席なし） ¥0

https://hyattregencynaha.jp/activity/img/list.pdf
https://hyattregencynaha.jp/activity/img/list.pdf

