★シュノーケリング
お子様から大人まで楽しめるポイントがいっぱい！綺麗なサンゴやお魚鑑賞！

国頭村のおすすめビーチシュノーケリング体験

ウミガメとクマノミの大国へGO!

★リバートレッキング
オクマのスピリチュアル的な秘境の地やんばるの山を探検

心の癒し＆冒険たっぷりのリバートレッキング

SUP or MEGAサップ or シーカヤック ＋シュノーケリング

沖縄最北端に近い国頭村
の海はシュノーケリング
だけでも満喫できます。
子供から大人までおすす
めの体験ツアーです。

いつもと違う大自然の中
を探検しながら様々な遊
びにチャレンジしてみま
せんか。心も体も癒され
ること間違いなし！

■開催時間:【午前】9:00、11:00【午後】13:00、15:00 ■所要時間: 約2時間
■料金: 大人 4,500円 子供 3,000円 ■含まれるもの: 体験料、
ガイド料、
シュノーケリングセット、
ライフジャケット、
タオル、施設使用料、季節に応じてウエットスーツ

■開催時間:【午前】9:00【午後】13:00 ※10月中旬〜3月末まで
【9：00】のみ
■所要時間: 約3〜3.5時間 ■料金: 大人 7,380円 ■含まれるもの: 体験料、
ガイド料、
マリンシューズ、
ライフジャケット、
タオル、保険料、施設使用料、季節に応じてウエットスーツ

ボートに乗ってシュノーケリング体験ツアー
■開催時間:【午前】9:00、11:00【午後】13:00、15:00 ■所要
時間: 約2時間 ■料金: 大人 5,000円 子供 3,500円 ■含まれる
もの: 体験料、
ガイド料、
シュノーケリングセット、
ライフジャケット、
ボート乗船費用、
タオル、施設使用料、季節に応じてウエットスーツ

★スタンドアップパドルボード / SUP

■開催時間:【午前】8:00【午後】13:00 ※10月中旬〜3月末まで
【10：00】のみ
■所要時間: 約4.5時間 ■料金: サップ 大人 10,000円、MEGAサップ
（4〜8名）
大人 10,000円 子供 5,000円、
シーカヤック 大人 10,000円 子供 5,000円 ■含
まれるもの: 体験料、
ガイド料、サップ又はMEGAサップ又はシーカヤック、
シュノーケリ
ングセット、
ライフジャケット、
タオル、施設使用料、保険料、季節に応じてウエットスーツ

SUP or MEGAサップ or シーカヤック ＋シュノーケリング

限定
期間 ー
ツア

SUP体験コース（2時間）

■開催時間:【午前】9:00、11:00【午後】13:00、15:00 ■所要時間: 約2時間
■料金: 大人 5,000円 ■含まれるもの: 体験料、
ガイド料、サップボード、パドル、
リーシュ、
ライフジャケット、
タオル、施設使用料、季節に応じてウエットスーツ

SUP体験&シュノーケリング満喫コース
■開催時間: 9:00、12:00、15:00 ■所要時間: 約3時間 ■料金:
大人 8,500円 ■含まれるもの: 体験料、
ガイド料、サップボード、パ
ドル、
リーシュ、
シュノーケルセット、
ライフジャケット、
タオル、施設使
用料、季節に応じてウエットスーツ

MEGAサップ（巨大SUP）&シュノーケリング体験
■催行人数: 4名 ■開催時間: 9:00、12:00、15:00 ■所要時間:
約3時間 ■料金: 大人 7,000円 子供 4,000円 ■含まれるもの:
体験料、
ガイド料、MEGAサップボード、パドル、
シュノーケリングセット
、
ライフジャケット、
タオル、施設使用料、季節に応じてウエットスーツ

波乗りのポイントへご案内！ SUPサーフィン
■開催時間: 当日の状況によって異なります ■所要時間: 約3時間
■料金: 大人 7,000円 ■含まれるもの: 体験料、サーフポイントガ
イド、サップボード、パドル、
リーシュ、
ライフジャケット、
タオル、施設使
用料、季節に応じてウエットスーツ

★シーカヤック
大自然の中をゆっくりとカヤックでお散歩

やんばるの海でシーカヤック体験
やんばるの海をシーカヤ
ックで満喫☆大自然の中
をゆっくりとカヤックで
お散歩。海の上でのんび
りお過ごしください。

■開催時間:【午前】9:00、11:00【午後】13:00、15:00 ■所要時間: 約2時間
■料金: 大人 4,500円 子供 3,000円 ■含まれるもの: 体験料、
ガイド料、
カヤック、パド
ル、
ライフジャケット、
タオル、施設使用料、季節に応じてウエットスーツ

シーカヤック体験＋シュノーケリング満喫コース
開催時間: 9:00、12:00、15:00 ■所要時間: 約3時間 ■料金: 大人 7,500円 子供
5,000円 ■含まれるもの: 体験料、
ガイド料、
カヤック、パドル、
シュノーケリングセット、
ラ
イフジャケット、
タオル、施設使用料、季節に応じてウエットスーツ

■開催時間:【午前】10:00【午後】14:00 ■所要時間: 約2.5時間
〜3時間 ■料金: 大人 5,380円 子供 3,380円 ■含まれるもの:
体験料、
ガイド料、マリンシューズ、
ライフジャケット、
タオル、保険料、
施設使用料、季節に応じてウエットスーツ

やんばるの無人島探検ツアー

エメラルドの海でお魚を眺めながらスタンドアップパドルボードにチャレンジ！

沖縄の海でサンゴやおさ
かなを眺めながらサップ
を楽しむことができる人
気のツアーです。川でサ
ップの場合もあり!

やんばるのおもしろリバートレッキング（ター滝・その他）

■開催時間:【午前】8:00【午後】13:00 ※10月中旬〜3月末まで
【10：00】のみ
■所要時間: 約4.5時間 ■料金: サップ 大人 12,000円（4名様以上 大人 10,000
円）
、MEGAサップ
（4〜8名）大人 10,000円 子供 5,000円、
シーカヤック 大人
12,000円 子供 5,000円（4名様以上 大人 10,000円 子供 5,000円 *大人2名、
子供2名: 30,000円） ■含まれるもの: 体験料、
ガイド料、サップ又はMEGAサップ
又はシーカヤック、
シュノーケリングセット、
ライフジャケット、
タオル、施設使用料、保険料
、季節に応じてウエットスーツ

★ウェイクボード

海の森マングローブ林をカヤックで散策

カヤックで海の森マングローブを見に行こう！
小さなお子様がいる家族
連れやカップルなどに人
気のツアーです。カヤッ
クでマングローブの森を
楽しみましょう！

■開催期間: 1月〜6月、10月〜12月 夏期間…7〜9月催行中止
■開催時間: 満潮時のみの開催となりますのでお問い合わせ下さい ■所要時間: 約2時間
〜3時間 ※集合場所によって異なります ■料金: 大人 6,000円 子供 4000円 ■含ま
れるもの: 体験料、
ガイド料、
カヤック、パドル、マリンシューズ、
ライフジャケット、
タオル、施
設使用料、季節に応じてウエットスーツ

※船外機の8人乗りのボートです。ウェイクボード専用艇ではございません。
ご家族や子供に大人気の川遊びのツアー

清流川遊びをしながらの川エビ採り

120分からチャーターが可能。仲間同士で満喫できますよ

ボートチャーター（定員8名様まで）
エメラルドグリーンに輝
く海を滑る爽快感を味わ
いませんか？貸切にする
と自由にウェイクボード
を楽しめます！

■開催時間:【午前】9:00、11:00【午後】13:00、15:00 ■所要時間: 約2時間 ■料
金: 一隻あたり 29,000円 追加1時間毎 +11,000円 ■含まれるもの: 体験料、ボート
チャーター料金、
ウェイクボード、
ビンディング、
ライフジャケット、
ライン、ハンドル、
タオル、
施設使用料、季節に応じてウエットスーツ

ウェイクボード（初心者or経験者）＆シュノーケリング
トーイング15〜20分×1セット又は2セット & シュノーケリング60分
■開催時間:【午前】9:00、11:00【午後】
13:00、15:00 ■所要時間: 約2時間〜
■料金: トーイング1本 8,000円 トーイング2本 11,500円 ■含まれるもの: 体験料、
ウェイクボード、
ビンディング、
ライフジャケット、
ライン、ハンドル、
シュノーケリングセット、
タオル、施設使用料、季節に応じてウエットスーツ

初心者ウェイクボード体験
陸上トレーニング＆海上ウェイクボードレッスン1本（約30分）
■開催時間:【午前】9:00、11:00【午後】13:00、15:00 ■所要
時間: お一人様あたり約30分 ■料金: 6,000円 ■含まれるもの:
体験料、
ウェイクボード、
ビンディング、
ライフジャケット、
ライン、ハン
ドル、
タオル、施設使用料、季節に応じてウエットスーツ

ウェイクボード フリートーイング（経験者）
トーイング15〜20分×1セット又は2セット
■開催時間:【午前】9:00、11:00【午後】13:00、15:00 ■所要
時間: 1本 約15〜20分 ■料金: 1本 4,000円 2本 7,500円 ■
含まれるもの: 体験料、
ウェイクボード、
ビンディング、
ライフジャケット
、
ライン、ハンドル、
タオル、施設使用料、季節に応じてウエットスーツ

子供から大人までみんな
で楽しめる川遊びをしな
がらの川エビ採り！お父
さんもお母さんも子供以
上に川エビ探しに集中！

■開催期間: 4月〜10月 ■開催時間: 10:00 ■所要時間: 約2時間 ■料金: 大人
3,500円 子供 2,500円 ■含まれるもの: 体験料、網、バケツ、餌、
タオル、施設使用料

★もの作り体験
貝やサンゴをに自由に貼りつけてオリジナルの写真立て作りを楽しめます

フォトフレーム作り体験

■開催時間: 10:00、13:00、15:00
■所要時間: 約2時間 ■料金: 2,000円
4名様以上 1,500円 ■含まれるもの:
ビーチコーミング
（雨の日はショップ作成
のみ）、体験料、材料費、施設使用料
小さなサンゴや貝を利用してかわいいヘアアクセサリーを作ろう

ヘアアクセサリー作り

■開催時間: 10:00、13:00、15:00
■所要時間: 約2時間 ■料金: 2,000円
4名様以上 1,500円 ■含まれるもの:
ビーチコーミング
（雨の日はショップ作成
のみ）、体験料、材料費、施設使用料
簡単そうに見えて覚えるのが大変な作業です。何個でもお作りいただけます!

沖縄オクマのおばぁの昔玩具バッタ作り

■開催時間: 14:00、15:00 ■所要時間:
約2時間 ■料金: 2,000円 4名様以上
1,500円 ■含まれるもの: 体験料、材料
費、施設使用料

