プログラム

送迎付きで承れる人数

ご料金

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

コロナ対策について

ツアー予定日：
8月1日、2日、4日、6日、8日、9日～16日、22日、23日、29日、30日
※大人10名様以上お集まりいただけなかった場合、ツアーは運行中止となります。ご 【新型コロナウィルス感染防止対策ガイドライン】
了承いただきますようお願い致します。
＜従業員の対応＞

2020夏限定！チャーター船で行く！
10名以上

A
渡嘉敷島

・随時の手洗い、うがい、手指の消毒実施、咳エチケットの順守

レンタカーでお越しの際は「那覇ビーチサイドホテル」にてカーナビ検索をお願い致しま

・マスク着用

す。

※フィジカルディタンス確保できる場合は熱中症予防のためマスクを外すこ

※駐車代金が500円/1台となります。

波連ビーチ、若しくは

子供（5～11歳） ¥6,900

渡嘉敷港～とかしく

幼児（4歳以下）

ビーチ間）

渡嘉敷島「阿波連ビーチ」海水浴ツアー!

※こちらはツアー自体の

or

最少催行人数となります

0歳 ～59歳ま

渡嘉敷島～海がめが棲む～「とかしく

ので、ツアー確定してい

で

ビーチ」海水浴ツアー

●那覇発●

駐車場ゲートを入り、右手奥の白い三角屋根の待合所までお越しくださいませ。

送迎代（渡嘉敷港～阿

大人（12～59歳まで）¥10,000

2020年7月23日 ～ 2020年8月31日限定！

・毎朝の検温（37.5度以上ある場合、出社禁止）

「那覇ビーチサイドホテル」までお越しいただきましたら、通りすぎ道なりに進みますと ともございます。ご了承ください。
三重城港（みえぐすくこう）入口につきあたります。

往復乗船料
阿波連ビーチ利用

＜レンタカーでお越しの方へ＞

※昼食なし ¥1,500

・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。
・60歳以上の方は安全を考慮し、ご参加いただけません。ご了承ください。

昼食代（幼児除く）
約8時間

〇

・循環器系・呼吸器系疾患、高血圧、中耳炎、ご妊婦様、てんかん、糖尿病、肝臓障害、二

施設使用料

AM8：45ホテル出発/AM9：00集合

保険

那覇三重城港

＜お客様にお願いすること＞
・集合時の検温のご協力のお願い（37.5度以上ある場合、参加をご遠慮いた
だきます。）
・三重城港集合時の手指の消毒のお願い
・マスク持参、着用のお願い（特に船内、送迎バス車内では着用をお願いし
ます。）
※フィジカルディスタンスが確保できる場所では熱中症の恐れがあるため

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 マスクは外してください。
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。

・健康チェックのご協力のお願い

・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。

・三重城港での受付時、船の乗降時などには他のお客様と1ｍ以上の間隔確

る場合、1名様～お問合せ

とかしくビーチ利用

※当日受付時に「渡嘉

承ります。

大人（12～59歳まで） ¥10,400

敷村環境協力税」お一

料）

人様￥100（高校生以

・昼食：幼児は含まれません。ご了承ください。

＜健康チェック＞

・那覇三重城港までの送迎サービスは行っておりません。各自ご集合ください。

下記項目に当てはまるお客様はツアーご参加いただけません。

＜必要情報＞

子供（5～11歳） ¥7,400

全員の名前、年齢

幼児（4歳以下）

上）が別途料金発生致

※昼食なし ¥1,500

します。ご了承くださ

・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 保のお願い

・当日の海洋状況、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合がご ・37.5度以上の熱がある方
ざいます。その際はご了承ください。

・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ、味覚、臭覚に以上がある方

・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。その際はご連絡させてい

い。

ただきます。
中止の際のツアー代金のご返金は、振込手数料のみ差し引いての銀行振り込みとなります。
ご了承くださいませ。
・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おり
ます。

・過去14日以内に、政府から入国制限や入国後の観察期間が必要と発表され
ている国、
地域等への渡航者の方、渡航者と濃厚接触がある方
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方
・その他、新型コロナウィルス感染可能性の症状がある方

・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。
・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となりま

＜船について＞

す。

・可能な限り窓やオーニング（カバー）を開け換気実施

・渡嘉敷港～阿波連ビーチ間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 ・お客様が常時ご利用可能な手指用消毒液の設置
にてご乗車をお願いしております。
・お申し込みの際には、必ずご旅行条件書をお読みください。

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、若しくはとかしくビーチを楽しめるツアー!
【新型コロナウイルス等のウイルス性感染症に対する取り組み】
＜当ショップのスタッフに関して＞
・ 当ショップのスタッフの健康管理を徹底しております。
・スタッフは、安心してご利用いただけるよう業務中マスクを着けてお客様
の対応する場合がございます。
・全てのスタッフは、出勤時に自身の体調の自己申告および検温を毎日して
おります。
・全てのスタッフは、手洗いをしたのちに消毒して衛生管理を徹底しており
ます。
＜当ショップの施設・車両及び器材に関して＞

①3つのポイントを巡る終日シュノーケ
リング

8名以上
※こちらはツアー自体の

＜必要情報＞

最少催行人数となります

全員の名前、年齢、身長、体重、足の

ので、ツアー確定してい

サイズ、度付マスクの有無(有の場合裸 る場合、1名様～お問合せ
眼視力)※0.3以下からのご用意となりま

承ります。

す。

送迎付き：
(日本人)
中学生～59歳まで/¥9,500
小学生/¥7,500
(インバウンド)

・店舗内のカウンター・テーブル・椅子に関して、一日数回消毒液で除菌し

乗船代
シュノーケリング指導

小学生～
59歳まで
※未就学児は

ております。
・店舗内の床・トイレ・更衣室等を清掃・除菌しております。

料
英語

約8時間

○

・店舗内の換気を頻繁に行っております。

ウェットスーツ

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8名様となりますので、この人数にお集まり頂い

シュノーケルセット

参加不可

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。

お弁当

小学生～59歳まで/¥12,900

保険

※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不可となります。

C

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

慶良間諸島

・追加ダイビング（1本) ¥5,400/2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。
・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となります。
・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

②3つのポイントを巡る

の変更の場合の返金は行っておりません。

終日体験ダイビング

送迎付き：

(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＞

8名以上

￥10,000

最少催行人数となります

(10～59歳まで同料金)

ので、ツアー確定してい

乗船代

用前・使用後の消毒を行っております。
・移動で使用する車両は、毎回使用後に清掃・除菌をしております。また、
頻繁に換気をいたします。
＜当ショップが提供するサービスおよびお客様へのお願いに関して＞
・お客様の健康管理及び感染リスクを最大限抑え、安全で楽しくアクティビ
ティをお楽しみいただくためにご理解とご協力のお願い。
・体温など毎朝チェックしていただき、不調がある場合は集合時間までにご
連絡ください。
・体調が悪い状態でのアクティビティへの参加はご遠慮ください。
・来店当日に体調がすぐれないお客様はご遠慮なくスタッフまでお申し出く
ださい。
・アクティビティ催行の際に本日の体調のチェックと直近に海外渡航歴の有
無や感染の恐れのある場所への出入りがあるかどうかお聞きすることがござ
います。
・次の症状があるお客様は来店をお控えください。
・ 風邪の症状（くしゃみや咳が出る）がある方
・37.5 度以上の熱がある方
・強いだるさ（倦怠感）や息苦しさがある方。
・咳、痰、または胸部に不快感のある方。
・過去14日以内に、政府から入国制限、入国後の観察期間を必要と発表され
ている国・地域等への渡航者の方、並びに当渡航 者との濃厚接触がある方
・過去14日以内に、新型コロナ ウイルス 感染者が発生した観光クルーズ船
方。
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方。

指導料
10歳～59歳
まで

英語

約8時間

○

・その他新型コロナ ウイルス 感染可能性の症状がある方。

１タンク

・1週間前くらいまでにインフルエンザ・ノロ ウイルス 等にかかっていた方
・アクティビティ催行中に体調が悪くなったり、気分が悪くなった場合に

レンタル器材一式

全員の名前、年齢、身長、体重、足の

る場合、1名様～お問合せ

(インバウンド)

お弁当

サイズ、度付マスクの有無(有の場合裸

承ります。

￥14,900

保険

眼視力)

にマスク・スノーケル・レギュレーターのマウスピースなどは念入りに、使

から下船、あるいはその他のクラスターが発生したとされる場所を訪れた

(日本人)

※こちらはツアー自体の

・レンタルで使用する各種器材等は使用する前に除菌をしております。 ※特

は、ご遠慮なくスタッフまでお申し出ください。
・店舗内備え付けの除菌用のシートおよび消毒液はご遠慮なくご利用くださ
い。
・咳やくしゃみをされる際には、咳エチケットをお守りください。出来まし

(10～59歳まで同料金)

たらマスクを常時着用ください。

※0.3以下からのご用意となります。

・早朝・夕刻および海から出た際には、寒暖差がございますのでご注意くだ
さい。
・車両での移動に関して、少しでも感染リスクを減らしたいお客様は、マイ
カーまたはレンタカーのご利用をお勧めいたします。現地集合でのご予約も
可能です。

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。
※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。

①シュノーケリング

送迎付き：
2名以上

＜必要情報＞

￥7,000
(6～59歳まで)

全員の名前、年齢

6～59歳

英語

まで

中国語

＜シュノーケル＞

約4時間

・6歳以上からご参加頂けます。

×

＜体験ダイビング＞

ウエットスーツ

①AM7：00ホテル出発/AM8：00集合

必要器材一式
D
青の洞窟

ガイド料
②体験ダイビング

ドリンク
送迎付き：

全員の名前、年齢、身長、体重、足の

2名以上

￥12,000
(10～59歳まで)

サイズ、度付マスクの有無(有の場合裸

10～59歳

英語

まで

中国語

②AM9：00ホテル出発/AM10：00集合

恩納村前兼久

③AM11：30ホテル出発/PM12：30集合

漁港周辺

④PM13：30ホテル出発/PM14：30集合

保険
＜必要情報＞

・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。

・送迎時はマスク着用をお願い致します。
・受付場所はコロナ感染のリスク低減の為、送迎社内若しくは事務所の外で

＜シュノーケル、ダイビング共通＞

受付させて頂きます。

・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。

約4時間

×

・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。
・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。また、12歳以下のお子
様には、保護者同伴でお願いします。

眼視力)

・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。

※0.3以下からのご用意となります。
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！
①美ら島終日観光バスツアー

バス乗車料

Aコース

高校生以上 ¥5,600

(古宇利島→美ら海水族館→御菓子御殿→万座毛

3歳～中学生 ¥3,700

→琉球村)
※しばらくの期間、偶数日のみの運行となりま

×

0～2歳（座席なし） ¥0

Bコース

高校生以上 ¥4,200

※しばらくの期間、偶数日のみの運行となりま

ツアー

A, Bコース

3歳～中学生 ¥3,100

約10時間

×

0～2歳(座席無し） ¥0
10名以上

C,Dコース

-

おもろまちＴギャラリア（洋服の青山側）

＜車両について＞

バス乗車料

高校生以上 ¥5,100

(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)
※しばらくの期間、奇数日のみの運行となりま

3歳～中学生 ¥3,600

※現地集合

0～2歳（座席なし） ¥0

のみ

×

すので、ご了承お願いいたします。
Dコース

3歳～中学生 ¥3,100

→万座毛→北谷アメリカンビレッジ)
※しばらくの期間、奇数日のみの運行となりま

×

0～2歳（座席なし） ¥0

すので、ご了承お願いいたします。

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。

8：50集合

・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。

おもろまちＴギャラリア（洋服の青山側）

料

9：05集合

バスガイド料

9：45集合

県庁前パレットくもじ（ニッポンレンタカー
おもろまちＴギャラリア（洋服の青山側）
北谷アメリカンビレッジ

中、待機中にできるだけ窓を開け換気を行います。
・フィジカルディスタンスの確保（車内）バスの定員数（49席）に対し、半数以
のお客様に関しては縦並びのご案内となりますこと、予めご了承下さい。こちら

・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 は、予約状況によって変更する場合が御座います。
承下さい。
・車内の消毒車内は運行後、待機中に除菌・消毒を行います。

左記の通り
8：35集合

・車内の換気エアコンの強制排気（強制的換気）機能を使用します。又は、走行

下の22席にて販売を行います。また、座席は窓側シートのみの利用、同グループ

沖縄美ら海水族館入場 前）

バス乗車料

高校生以上 ¥4,200

(熱帯ドリームセンター→古宇利島→御菓子御殿

※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

バスガイド料

約11時間

Cコース

④美ら島終日観光バスツアー

・バスガイド、運転手の手指消毒乗務員の手指消毒を徹底致します。

熱帯ドリームセンター 8：20集合 県庁前パレットくもじ（ニッポンレンタカー
前）
入館料
琉球村入村料

すので、ご了承お願いいたします。
③美ら島終日観光バスツアー

・バスガイド、運転手のマスクの着用乗務員のマスク着用を徹底致します。

バス乗車料

→万座毛→琉球村)

観光バス

8：50集合

す。

バスガイド料

(古宇利島→熱帯ドリームセンター→御菓子御殿

E

・バスガイド、運転手の就業前の体温測定乗務員の衛生面、体調管理を徹底致しま

沖縄美ら海水族館入場 8：20集合 県庁前パレットくもじ（ニッポンレンタカー
前）
料
琉球村入村料

すので、ご了承お願いいたします。
②美ら島終日観光バスツアー

＜バスガイド及び運転手の対応＞

北谷観光協会前

・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。

＜お客様へのお願い＞

・交通事情により時間が多少前後する場合がございます。

・フィジカルディスタンスの確保車両の乗降時、周囲のお客様と距離を広くとるよ

・車内は禁煙です。

うにお願い致します。

・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

・お客様の手指の消毒の実施消毒液による手指消毒を実施しています。

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

・お客様のマスク着用マスクをご持参いただき、乗車中は必ずマスクを着用をお願

任を負いかねますので、予めご了承ください。

いします。
※熱中症の恐れがあるので屋外で人と十分な距離が確保できる場合にはマスクを
外してください。

8：35集合

・ゴミの回収について車内で発生したゴミは、座席に残さないでください。降車時

県庁前パレットくもじ（ニッポンレンタカー

に乗務員が車外にて回収致します。ご協力ください。

熱帯ドリームセンター 前）
入館料

9：05集合

おもろまちＴギャラリア（洋服の青山側）

バスガイド料

9：45集合

北谷アメリカンビレッジ

・発熱等の症状のある方の乗車制限発熱や咳、頭痛等のある方については原則とし
てツアー参加をお断りします。

北谷観光協会前

※車内に検温計を設置し、必要に応じて計測のご協力をお願いする場合がござい
ます。乗車中体調が悪くなった場合はお声をおかけください。

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！

※現地集合のみ！
＜オプション内容例＞
追加30分ごと ¥10,000
スタンダードＢＢＱ／1名 ¥3,500
デラックスＢＢＱ／1名 ¥6,000
ケータリング（10名以上～）／1名 ¥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（器材込・1本）／1名 ¥8,000
マリンスポーツパック（1艇／22名まで） ¥55,000

・ご利用時間デイチャーター7：00～18：00、ナイトクルーズチャーターは18：00～

マリンスポーツパック23名以上／1名追加 ¥2,500

21：00の間となります。

※マーブル、バナナボート、ジェットスキーを含む。

・ナイトクルーズチャーターでは、シュノーケル等のマリンオプションはご利用いた

釣りセットレンタル（エサ込）／1セット ¥5,000

だけません。
・60歳以上の方は釣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

デイチャーター4時間：
F
チャーター

クルーザー＆ボート

プライベート

チャーター

-

¥119,000～
ナイトクルーズ1.5時間：
¥85,000～

クルーザーチャーター代

-

-

約4時間～

×

船長他クルー
保険

※スタンダードＢＢＱ：牛肉・豚バラ串・炭火焼鳥・魚介

・ピンヒールでのご乗船はご遠慮ください。

類・

那覇三重城港

焼きそば・野菜

・クルーザー内は飲食の持ち込みが可能です。持ち込み手数料として￥3,000頂戴い
たします。ケータリングサービスご希望の場合は、別途手配いたします。

※デラックスＢＢＱ：県産和牛・豚バラ串・炭火焼鳥・

・天候により中止、もしくは時間が変更になる場合がございます。

有頭海老(２尾)・焼きそば・野菜

・悪天候などによるツアー不催行の場合は、全額返金いたします。

（有頭海老2尾は、伊勢海老（半尾）へ追加￥1000／1名に

・防寒・防水の準備はお客様ご自身でお願いします。

て変更可）

・飲酒後の遊泳はお断りいたします。

※ケータリングはご要望を伺い、お見積りも可能です。お申

・船酔いしやすい方は、酔い止め薬の服用をお勧めします。

し付けください。

・お客様による操船は出来ません。

※お食事は他弁当などもご用意可能です。お見積り致しま
す。ご希望の場合お申し付けください。
【他オプション】
・釣りエサのみ

￥2,000

・コンパニオン(ナイトクルーズ1.5時間)￥16,000／1名
・三線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1.5時間)￥1,500／1名
（飲み放題メニュー：ビール、泡盛、チューハイ、お茶、
その他ソフトドリンク）

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！

承下さい。

毎週月・水・金・土・日曜日運行

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

・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

送迎付き：

イド付ツアー

大人（12歳以上） ¥10,500
小人（4～11歳） ¥9,500

＜必要情報＞

乗船料
0歳～

×

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。

ガイド料

・順路以外にむやみに立ち入らない。

保険

幼児（0～3歳） ¥3,500

全員の名前、年齢

・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。

※※新型コロナウイルスの影響によりしばらくの期間、「斎場御嶽」のガイ

・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

ドはバスガイドがご案内させていただきます。修学旅行などで「斎場御嶽」

た石などが重要な 意味を持つことが多くあります。

をご案内しております、バスガイドがご対応致します※※

・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

G

日本語

2名以上

パワース

のみ

ル料は発生いたしません。

～新型コロナウイルスの予防対策につきまして～

・ガイドは日本語のみとなっております。

・ツアー中は、マスク着用をお願いいたします。未着用の場合、ご参加をお

・雨の日は、傘のご用意をしております。

断りする場合がございます。

・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。

・熱中症のリスクを考慮し、人との距離を確保した上、マスクを外していた

※送迎時間については

約8時間

だくことは可能です。

前日夕方頃までにお客様にご連絡致します。

ポット巡り

【斎場御嶽関連】

・発熱・せき・風邪の症状があるお客様は、ご参加をお控えください。

・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

・ご案内する車両は、本来お客様7名様までとなっておりますが、最大4名様

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 までの乗車とさせていただきます。アルコール消毒を行い、移動中は窓を開
す。ご了承いただきますようお願い致します。

けて換気をいたします。

・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 ・スタッフの衛生管理・体調管理・マスク着用を徹底いたします。
～3日）
【「斎場御嶽」新型コロナウイルス予防ガイドライン】

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

【久高島関連】

送迎付き：

「久高島（くだかじま）」満喫ツアー

大人（12歳以上） ¥8,900
小人（4～11歳） ¥7,900

＜必要情報＞

・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 限し、一般の参拝、見学の方は立入不可となります。

乗船料
0歳～

×

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

久高島ガイド料

ますので、ご了承ください。

保険

幼児（0～3歳） ¥3,500

ソーシャルディスタンス保持のため「三庫理入口」より、当面の間、立入制

・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

全員の名前、年齢

中止になることがあります。

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！
<従業員が行うこと>
・毎朝の検温(37.5度以上ある場合、出社禁止)
・随時の手洗い、うがい、手指のアルコール消毒実施、咳エチケットの遵守
・ガイド時以外はマスク着用
<お客様にお願いすること>
・集合時に37.5度以上ある場合、参加をご遠慮頂きます
・送迎車両乗車時、三重城港集合時の手指のアルコール消毒のお願い
・マスク持参、着用のお願い
・健康チェックのご協力のお願い

送迎時間については、前日夕方頃までにお客様に

・受付時、精算時の他のお客様と１ｍ以上の間隔確保のお願い

ご連絡致します。
・那覇市内ホテル迎え時間は前日夕方頃にご連絡させていただきます。

①パラセーリング
＜必要情報＞

送迎付き：
2名以上

￥8,500
(6歳以上65歳まで)

全員の名前、年齢、体重

満6歳以上
65歳まで
体重20㎏

乗船料
英語

約3時間

×

必要器材
保険

以上

・海況、天候により中止、時間が変更となる場合もございます。

※通常ショップと異なる場合、
以下でご案内申し上げます。

・参加する際の服装は、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

那覇三重城港

洋服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
くヒールのない履物でお願いします。

①AM8：30ホテル出発/AM8:45集合

・妊娠されている方のご参加はご遠慮いただいております。

②AM10：30ホテル出発/AM10：45集合

・体重20㎏以上の健康な方のみご参加いただけます。

③PM12：30ホテル出発/PM12：45集合
④PM15：30ホテル出発/PM15：45集合

<健康チェック>
下記の項目に当てはまるお客様はツアーご参加できません
・37.5度以上の熱がある方
・強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ、味覚・嗅覚に異常がある方
・過去14日以内に、政府から入国制限や入国後の観察期間が必要と
発表されている国や地域等への渡航者の方、渡航者と濃厚接触がある方
・同居家族や身近な知人に感染が疑われる方がいる方
・その他、新型コロナウイルス感染可能性の症状がある方
<船について>
・設備、備品の消毒実施
・お客様が常時ご利用可能な手指用アルコール消毒液の設置
・各メニューのレクチャー時は屋外で行い、可能な限り間隔が取れるスペー
ス確保
・ドリンクのコップは常時洗浄
・可能な限り窓やオーニング(カバー）を開け換気実施
<器材について>
・除菌したマスクは他の人の手に触れないよう、ケースに入れてお渡しする
・使用後の器材は洗浄後、オゾン除菌機を使用し、毎日除菌を行う

沖縄の風を感じながら、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眺めながら癒しと優雅なひと時を体験できます！
こちらのツアー催行確定が5名様以上となります。
ツアー催行が確定しておりましたら、4名様から送迎付きにてご予約承りますのでお

5名～
※こちらはツアー自体の
②半日沖釣り体験

最少催行人数となります
ので、ツアー確定してい
る場合、4名様～送迎付き

問合せ下さい。

乗船代
送迎付き：
12歳以上/¥10,500

釣り具一式
-

英語

約6時間

×

11歳以下/¥6,200

釣り餌
保険

①AM7：10ホテル出発/AM7：30集合
②PM12：10ホテル出発/PM12：30集合

・妊娠中の方は乗船をご遠慮ください

那覇沿岸漁港

・水しぶきがかかる事もありますので、濡れても良い服装でご参加下さい。
・悪天候、海洋状況により、ツアーは中止になる場合がございます。また海況や天候

諸税

にて承ります。

・未成年の場合、保護者の同意書が必要となります。

によって、ポイントは変更されます。
・当日の海洋コンディションにより小さなお子様やお体の不自由な方、高齢者の乗船
をお断りすることがございます。

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！

H
その他

③比謝川マングローブカヤックツアー
＜必要情報＞

送迎付き：
2名以上

大人(高校生以上) ¥9,800
子ども(4歳～中学生まで) ¥4,800

全員の名前、年齢、足のサイズ

4歳～59歳
まで

ガイド料
英語

約4時間

×

必要器材使用料
保険料

・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。

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

・小さめのタオル・帽子をお持ち下さい。

嘉手納町水釜

・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

・送迎時はマスク着用をお願い致します。

了後に必要に応じてお着替え下さい。

④PM13：50ホテル出発/PM15：00集合

・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。

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。

・飲食物の持ち込みは禁止となっておりますので、島内のダイニングテラスにてお求
めください。
・期間によっては昼食は含まれておりません。ダイニングテラスにてカレーライス

2020年7月～9月

￥700～／スパゲティー ￥800／沖縄そば ￥800など多数お食事メニューとお飲み物

往復乗船料/施設利用料/

水￥100／ソフトドリンク￥200～／アルコール￥400～を用意しております。ご利用

昼食（カレーライス/幼

ください。

児は含まれません）/保
険

2020年7月～9月

2020年10月1日～11日

子供(4 ~ 11歳) ¥4,900

往復乗船料/施設利用料/

幼児(3歳以下)※軽食無し ¥500

＜必要情報＞

2名以上～

全員の名前、年齢

が胎教に悪い影響を及ぼす可能性がございます。
・レンタルなどのお支払いは現金のみとなっております。（クレジットカードは使用

大人(12歳以上) ¥8,000

④ナガンヌ島日帰り海水浴ツアー

・妊娠中の方は乗船をご遠慮ください。（弊社の船は高速航行となります。船の振動

できません。）

2020年7月～9月

保険/昼食（カレーライ

①AM8：45出発/AM9：00集合

ス）※幼児を除く

②AM9：45出発/AM10：00集合

・天候や海洋状況により所要時間、又は到着時間に多少の誤差が生じることもござい
ます。
・当日の海洋コンディションにより小さなお子様やお体の不自由な方、高齢者の乗船
をお断りすることがございます。

※新型コロナウイルスの影響により、しばらくの期間ご注意点※

2020年10月1日～11日

・お子様の体調管理（日射病、熱射病等）にはご注意ください。

1.ご参加に際し、マスク着用をお願いします。

大人(12歳以上) ¥6,800

・環境保全を考え海洋汚染防止とゴミ削減に取り組んでおります。シャワーをご利用 2.ご参加にあたり検温を実施致します。

子供(4 ~ 11歳) ¥3,800

0歳～

約7時間

幼児(3歳以下)※軽食無し ¥500

※期間

2020年10月

2020年10月1日～11日

による

(1日～11日を除く)

①AM8：45出発/AM9：00集合

往復乗船料・施設利用

②AM9：45出発/AM10：00集合

泊港

の際は、シャンプー、石けん等のご使用は禁止となっております

・島内への飲食物の持ち込みは禁止となっております。ゴミはツアー終了後スタッフ のツアーへのご参加はできません。
により持ち帰っております。ゴミ削減にご協力ください
させていただきます。

＜全期間共通＞

大人(12歳以上) ¥6,300

※別途、『環境協力税

子供(4 ~ 11歳) ¥3,300

（100円）』のお支払い

幼児(3歳以下)※軽食無し ¥500

をお願い致します。（対

2020年10月(1日～11日を除く)

・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

①AM8：45出発/AM9：00集合

な手回り品（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。
・遊泳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。
・遊泳区域外ではインストラクターの同行が必要です。
・常時ライフガードが配置されていますが、遊泳区域内でのスノーケル利用者にもラ

象外：中学生以下、障が

イフジャケットの着用が義務づけられています。

い者手帳、精神障がい者

・島内では危険生物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

福祉手帳、療育手帳をお

られています。

持ちの方）

・ナガンヌ島は面積が19.6万m2、東西が約1.7kmと広く、監視員の目が届く範囲が限
られています。
安全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。
・ツアー実施当日、荒天候などで当社がツアーを中止する場合がございます。

那覇から一番近い慶良間諸島！ナガンヌ島での海水浴ツアー！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？

＜キャンセルポリシー＞
・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

4.検温で症状がありツアーに参加できない場合のキャンセルチャージは発生

・ペットの持ち込みは他の動物の生態系に悪影響を及ぼす可能性があるため、お断り しません。

料・保険

2020年10月(1日～11日除く)

3.発熱（37.5度以上）や、咳・くしゃみ・倦怠感等、風邪の症状があるかた

