
青の洞窟
大人気！青の洞窟を楽しもう♪大人気！青の洞窟を楽しもう♪

青の洞窟スノーケル青の洞窟スノーケル

人気スポットの青の洞窟へ！
Visit the popular sightseeing spot the Blue Cave!

Enjoy the Blue Cave from within the waters!

　約2時間

　1名～ 真栄田岬
Maeda Misaki

Maeda Misaki

6 years old ～Approx.2hour

10 years old to 64 years oldApprox.2hour
　9:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00

6歳以上
￥6,000￥6,000

近場でのレジャーフィッシングです。
トローリングや深場での大物釣りは行っておりません。

Blue Cave 

ケラマ諸島
透明度抜群のケラマで遊ぼう♪透明度抜群のケラマで遊ぼう♪

Kerama Islands

砂辺・水釜海岸
沖縄屈指のサンゴエリアで楽しもう♪沖縄屈指のサンゴエリアで楽しもう♪

Sunabe/Mizugama Coast

Blue Cave SnorkelingBlue Cave Snorkeling

Blue Cave Intro DivingBlue Cave Intro Diving

ケラマボート体験ダイビング
＆スノーケル
ケラマボート体験ダイビング
＆スノーケル

沖縄の海で1日満喫プラン！
Enjoy Okinawa's Oceans to the fullest with this 1-Day Plan!

　約7時間

　1名～ 浜川漁港
Hamakawa Port

10 years old to 64 years oldApprox.7hour

8:15集合 8:30出発

10歳以上 64歳以下

￥15,000￥15,000
Kerama Boat Intro Diving & Snorkeling Kerama Boat Intro Diving & Snorkeling 

サンゴ礁スノーケルサンゴ礁スノーケル

色とりどりの熱帯魚やサンゴの中で楽しみましょう！
Let’s fun at in a coral reef and tropical fish.

約2時間

　1名～ JAMマリンクラブ
JAM marine club

6 years old ～Approx.2hour

9:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00

6歳以上
￥6,000￥6,000Coral Reef SnorkelingCoral Reef Snorkeling

ビーチFUNダイビング2ダイブビーチFUNダイビング2ダイブ

沖縄ならではのポイントへご案内します！
This is two dive tour will be held at some of the amazing
dive sites around Okinawa island.

約3～4時間

　1名～ JAMマリンクラブ
JAM marine club

（Must be Open Water certified diver）

Approx.3～4hour

9:00 / 13:00

（ライセンス保持者）

￥10,000￥10,000
器材レンタル別途 ¥4,400器材レンタル別途 ¥4,400

2 Tank Beach Fun Diving2 Tank Beach Fun Diving

サンゴ礁体験ダイビングサンゴ礁体験ダイビング

ダイビングが初めての方でも気軽に楽しめます！
Even beginners at diving can easily have fun taking part!

約2時間

　1名～ JAMマリンクラブ
JAM marine club

10 years old to 64 years oldApprox.2hour

9:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00

10歳以上 64歳以下
￥12,000￥12,000Coral Reef Intro DivingCoral Reef Intro Diving

サンゴ移植
体験ダイビング
サンゴ移植
体験ダイビング

沖縄のサンゴを守る活動です。

約2時間

　1名～ JAMマリンクラブ
JAM marine club

10 years old to 64 years oldApprox.2hour

9:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00

10歳以上 64歳以下

10 years old to 64 years old

10歳以上 64歳以下

￥16,500￥16,500

グラスボートグラスボート

船底が透明なガラス張りになった専用ボートで
サンゴの森へご案内！

約20分

　2名～ アラハビーチ
Araha Beach

0 years old ～Approx.20min

（4月～10月）8:30 / 10:30 / 12:30 / 14:30
（11月～3月）10:30 / 12:30 / 14:30

0歳以上
￥1,700￥1,700 ￥1,100￥1,100 ￥500￥500

Glass BoatGlass Boat

We'll guide you a coral forest on a special boat, that
has a clear glass across it's bottom.

12歳
以上

6歳以上
11歳以下

5歳
以下

青の洞窟体験ダイビング青の洞窟体験ダイビング

　約2時間

　1名～ 真栄田岬

　9:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00

3チョイス3チョイス

チューブ系の中からお好きなものを３つ選べる
お得なパックです！

約30分

　2名～ アラハビーチ
Araha Beach

6 years old ～Approx.30min
6歳以上

￥6,000￥6,000 ￥5,500￥5,500
3Choices3Choices

You can choose 3 from below 4 choices.

12歳
以上

6歳以上
11歳以下

9:00 / 10:00 / 11:00 / 12:00
13:00 / 14:00 / 15:00

所用時間
Time required Restrictions

対象年齢
Timetable
開催時間

maximum group size
定員

minimum group size
最小催行人数

Meeting place
集合場所

6 years old ～

チューブ系チューブ系

みんなで楽しめるマリンスポーツの定番メニュー！

約10分

　2名～ アラハビーチ
Araha Beach

Approx.10min
6歳以上

￥2,200￥2,200TubingTubing

We've got a roster of classic marine sports
everyone can enjoy together!

　9:00～16:30 随時開催
6 years old ～

マリンジェットマリンジェット

スピードMAXの爽快感は一度味わったらやみつきに！

約10分

　2名～ アラハビーチ
Araha Beach

Approx.10min
6歳以上
￥3,300￥3,300Jet SkiJet Ski

You won't be able to get enough once you feel the
rush of going at max speed!

　9:00～16:30 随時開催

10歳以上 64歳以下
￥12,000￥12,000

青の洞窟を水中から楽しもう！

沖縄の海を満喫しよう！

アラハビーチ
色々なアクティビティが一気に楽しめる♪色々なアクティビティが一気に楽しめる♪

Araha Beach 

サーフィン

10 years old to 64 years old
10歳以上 64歳以下

ボートFUNダイビング2ダイブボートFUNダイビング2ダイブ

ケラマ諸島はもちろん本島周辺やチービシにも行きます！
Visit the main island and Chibishi in addition to the
Kerama Islands!

　約7時間

　1名～ 浜川漁港
Hamakawa Port

（Must be Open Water certified diver）
Approx.7hour

8:15集合 8:30出発

（ライセンス保持者）

￥15,000￥15,000（器材込）（器材込）2 Tank Boat Fun Diving2 Tank Boat Fun Diving

ケラマ1日ボートスノーケルケラマ1日ボートスノーケル

ケラマ諸島近海のポイントで本格スノーケル
Real Snorkeling can be at Kerama island!!

　約7時間　約7時間

　1名～ 浜川漁港
Hamakawa Port

6 years old ～6 years old ～Approx.7hourApprox.7hour

8:15集合 8:30出発

6歳以上6歳以上
￥10,000￥10,0001 Day Kerama Boat Snorkeling1 Day Kerama Boat Snorkeling

半日ケラマボートスノーケル半日ケラマボートスノーケル

半日だから海も観光も満喫したい方にオススメ！！
 It's just half a day,so we recommend it for those who
want to enjoy sightseeing and the ocean to the fullest!

　約4時間

　1名～ 浜川漁港
Hamakawa Port

4 years old ～Approx.4hour

午前便8:00集合 / 午後便12:30集合

4歳以上

12歳以上￥6,500￥6,5004歳以上
11歳以下￥4,500￥4,500

Half Day Kerama Boat SnorkelingHalf Day Kerama Boat Snorkeling

アラハ沖スノーケルアラハ沖スノーケル

専用の器材で呼吸をしながらサンゴや魚を
観察します！

約60分

　2名～ アラハビーチ
Araha Beach

Approx.60min

￥5,500￥5,500 ￥4,400￥4,400
Araha SnorkelingAraha Snorkeling

You can see beautiful corals!!

12歳
以上

6歳以上
11歳以下

　9:30 / 11:00 / 12:00 / 13:30 / 15:00

6歳以上 59歳以下
6 years old to 59 years old 6 years old ～

シーカヤック（レンタル）シーカヤック（レンタル）

海の上をのんびり漂ってみましょう！

約30分

　2名～ アラハビーチ
Araha Beach

Approx.30min
6歳以上
￥1,000￥1,000Kayak RentalKayak Rental

Try a leisurely journey across the waves!

　9:00～16:30 随時開催

体験サーフィンスクール体験サーフィンスクール

憧れの沖縄でサーフィンデビュー！

約2時間30分

　1名～

Approx.2hour 30minutes

￥12,000￥12,000Surfing SchoolSurfing School

6 years old to 59 years old
6歳以上 59歳以下

要問合せ（ホテル無料送迎あり）
Inquiry

Make your surfing debut in the Okinawa!

　満潮時刻での開催（要問合せ）

パドルアップサーフィンパドルアップサーフィン

約2時間

　1名～

Approx.2hour

￥12,000￥12,000

6 years old to 59 years old
6歳以上 59歳以下

要問合せ（ホテル無料送迎あり）
Inquiry

　要問合せ

オーシャンクルーズを体験してみよう！

Stand up Paddle SurfingStand up Paddle Surfing

Let’s enjoy ocean cruise!!

無人島カヤックツアー無人島カヤックツアー

ビーチから200ｍの距離で楽しめる
わくわくの自然体験

約60分

　2名～ アラハビーチ

6歳以上

￥4,400￥4,400 ￥3,300￥3,30012歳
以上

6歳以上
11歳以下

9:00 / 13:00

イカダ釣りイカダ釣り

0歳のお子様も同行OK！

約2時間

　2名～ アラハビーチ
Araha Beach

0 years old ～Approx.2hour
0歳以上

￥3,300￥3,300 ￥2,800￥2,800 ￥500￥500
Raft FishingRaft Fishing

You can even take along infants!

12歳
以上

6歳以上
11歳以下

5歳
以下

　9:00 / 11:00 / 13:00 / 15:00

0 years old ～

サンセットクルーズチャーターサンセットクルーズチャーター

北谷町沖のサンセットを特等席で独占しませんか？

約1時間

　10名様まで うみんちゅワーフ
Uminchu Wharf

Approx.1hour
0歳以上

￥32,000￥32,000Sunset Cruise Boat CharterSunset Cruise Boat Charter

You can see most of beautiful sunset west coast in Chatan town.

　日の入り時間の30分前　（季節によって異なります）

0 years old ～

半日釣りチャーター半日釣りチャーター

釣りが初体験の方や女性・お子様にもおすすめです。

約4時間

　6名様まで うみんちゅワーフ
Uminchu Wharf

Approx.4hour
0歳以上

￥75,000￥75,000
（釣り餌・釣り竿込）（釣り餌・釣り竿込）Half Day Fishing Boat CharterHalf Day Fishing Boat Charter

Recommended for beginners!!

　8:00

3 years old ～

2時間船釣り2時間船釣り

ベテラン漁師の船長とともに船釣りに出かけましょう！

約2時間

　1名～ うみんちゅワーフ
Uminchu Wharf

Approx.2hour
3歳以上

Set sail on a fishing vessel captained by a veteran fisher!

　8:00 / 10:30 / 13:00 / 15:30

0 years old ～

1日チャーター1日チャーター（沖釣りorスノーケル）（沖釣りorスノーケル）

綺麗な海を見ながら釣りまたはスノーケルを楽しんで頂けます！

約8時間

　6名様まで うみんちゅワーフ
Uminchu Wharf

Approx.8hour
0歳以上

￥129,800￥129,800 ￥7,700￥7,7001 Day Boat Charter1 Day Boat Charter
（fishing or Snorkeling）（fishing or Snorkeling）

You'll be able to enjoy fishing or snorkeling while taking
in the beautiful ocean waves!

　8:00

船釣り Boat Fishing

２hours Boat Fishing２hours Boat Fishing

Surfing

家族や仲間とプライベートタイムを満喫しよう♪家族や仲間とプライベートタイムを満喫しよう♪

Charter

チャーター

半日ケラマボート
体験ダイビング
半日ケラマボート
体験ダイビング

　約4時間

　1名～ 浜川漁港
Hamakawa Port

10 years old to 64 years oldApprox.4hour

午前便8：00集合 / 午後便12：30集合

10歳以上 64歳以下

￥12,000￥12,000
Half  Day  Kerama Boat Intro DivingHalf  Day  Kerama Boat Intro Diving

半日だから気軽に参加できるオススメプラン！！
 It’s a half-day, so this is a recommended plan in which
you can casually participate!


