海と遊ぶ・イルカと遊ぶ

マリン・ドルフィン
プログラムガイド
Marine & Dolphin
Program Guide

インドアプール / フィットネスジム
Indoor Pool / Fitness Gym

ダイビングハウス
Diving House

マリンメニュー

キッズスプラッシュ
Kids Splash

ビーチタオルご利用について
●インドアプール内カウンターにて貸出しております。
●１枚につき保証金（￥100）
をお預かりいたします。
*Rental towels are available at the Indoor Pool for use at the beach
and pools.
*A ¥100 deposit is required per beach towel

わらびー広場
Wallaby Plaza

ホテル施設利用の際、ワンポイントのファッションタトゥーを含む全て
の入れ墨の露出をご遠慮いただいております。上着、ラッシュガードな
どを着用の上、施設をご利用ください。

リーフガーデン
Reef Garden
アウトドアプール
Outdoor Pool

Please refrain from exposing all types of body tattoo, including stick-ons,
and kindly wear a jacket or rash guard when using the hotel facilities.

安全管理上のご協力のお願い
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マリーナカウンター

2

ビーチカウンター
Beach
Information

Marina
Information
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ナビゲーター
Navigator

1

Marine
Information

ニライカナイ島
Nirai Kanai Islands
アクティビティのご予約について Reservation
Marine Information

マリンメニューお問い合せ
［内線15］

Beach Information

3 マリーナカウンター
4 ドルフィンラグーンカウンター ドルフィン・フィールドプログラム
Dolphin Lagoon Information ［内線43］

Navigator

ダイビングハウス
Diving House
2

夏期 3 /18〜10/31 8：00〜20：00
冬期 11/ 1 〜 3 /17 8：00〜18：00

8：30〜16：00

Marina Information

5 ナビゲーター

お申し込みについて

10/16〜 6 /30 8：30〜17：00
7 / 1 〜 9 /30 8：00〜19：00
10/ 1 〜10/15 8：00〜18：30

2 ビーチカウンター

［内線13］

マリンカウンター

8：00〜18：00
10：00〜18：00
夏期 3 /18〜10/31 8：30〜16：00
冬期 11/ 1 〜 3 /17 クローズ closed

●チェックイン後から滞在期間中
のご予約を各カウンターにて
先着順で承ります。
●電話でのご予約はお受けして
おりませんのでご了承ください。
（一部メニューを除く）
●Reservations for the duration
of your stay are received after
check-in at each respective
counter on first arrival basis.
●Reser vation requests by
telephone or email are not
accepted.

*To prevent accidents, please follow the instructions of the
staff/instructor.
*Children under 12 yrs old must be acompanied by a paying adult
when participating an activity.
*Please wear a life jacket (free rental) when snorkeling on the beach.
*Elementary school children and under must always be under
parental supervision when swimming.
*Please refrain from swimming under the influence of alcohol.
*Small children are required to wear arm helpers (free rental) when
swimming.

ドルフィンプログラム

ドルフィンラグーン
カウンター
Dolphin Lagoon
Information

1 マリンカウンター

●事故防止のため、
スタッフ・インストラクターの指示に従ってください。
●ビーチにて、シュノーケルをご利用の場合はライフジャケット
（無
料貸出）を着用してください。
●小学生以下のお子様の遊泳は、必ず保護者の監視下にて、お願い
します。
●酒気を帯びての遊泳は、
ご遠慮ください。
●小さなお子様の遊泳には、
アームヘルパー（無料貸出）の着用をお
願いします。

キャンセルについて Cancellation
予約のキャンセルのご連絡は、開催時間の 2 時間前までに、また、
翌日 10：00 までに開催されるメニューについては、前日 18：00
までにお願いいたします。
Please notify cancellation at least 2 hours before the scheduled time
of the reser ved program, or by 18:00 of the previous day for
programs scheduled to start before 10:00 the next day.

出欠航及び開催確認について
天候、海洋状況、動物の健康状態、及びその他の事情により予告なく
欠航や中止・時間変更、定員・年齢制限などの変更が生じる場合がご
ざいます。開催や内容変更などの決定は、開催時間の1時間前となり
ますので、各予約カウンターにご確認の上でご利用ください。
C a n c e l l a t i o n s d u e t o w e a t h e r, o c e a n
conditions and other reasons or changes in
departure time, capacity and age restrictions
m ay o c c u r. F i n a l d e c i s i o n s r e g a r d i n g
cancellations or content changes are made 1
hour before each start time, so please check
at the respective reservation counter.

当日のアクティビティ催行状況

Today’s Activity Status
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1

マリンメニュー

Marine & Dolphin Program Guide

マリンメニュー ／

M ar i n e M enu

ショートプログラム

Short Program

ビーチメニュー

Beach Menu

クルージング・フィッシング・
セーリング

Cruising・Fishing・

海とのつき合い方は人それぞれ、

パラセーリング・
ホエールウォッチング

Parasailing・

その魅力は人の数だけあります。

トローリング・フィッシング

Trolling・Fishing

シュノーケリング・ダイビング

Snorkeling・Diving

時が経つのも忘れて眺める・・・
眩しい太陽の下でアクティブに楽しむ・・・

ルネッサンス リゾート オキナワで
沖縄の海と自然を存分に満喫してください。

9
10・11・12・13

Sailing

14

Whale Watching Tour

ドルフィンプログラム ／
ドルフィンプログラム

6・7・8

D ol p h i n P r ogr am

Dolphin Program

インフォメーション ／
お申し込みのご案内
マリン・ドルフィンプログラム一覧

15
16・17・18・19

20・21・22・23・24・25

I n for m ati on
2・3
26・27

5

ドルフィンプログラム

青く輝く海と遊び、大いなる自然を感じよう。

4

海と遊ぶ・イルカと遊ぶ
マリン・ドルフィン プログラムガイド

料金は全て税別です。各プログラム横にあるマークの説明はP26～P27をご参照ください。

Shor t Program

All prices are exclusive of tax. Please refer to P26-P27 for explanation of marks beside each program.

当日予約

ショートプログラム 受付

ザップボード

マリンメニュー

ショートプログラム

Zup Board

時間：約15分
料金：￥3,500
対象：中学生以上
Duration: 15min
Fee: ¥3,500
*Must be over 13 yrs old

ビーチカウンター

2

P50

C30

P30
S10
Flying Jet Board

C10

S30

フライングジェットボード
時間：初心者 約30分（安全講習を含む）
経験者 約20分
料金：初心者 ￥6,000
経験者 ￥5,000（2回目以降）
対象：中学生以上
（足のサイズ23～28㎝）

※チェックイン後の事前予約可
Duration: 30min
Fee: ¥6,000
*Includes safety training
Must be over 13 yrs old
(Shoe Size 23-28cm)

●営業時間
A）7/1～9/30 8：00～21：00
B）
10/1～6/30 9：00～17：00
●プールの大きさ
最長47m 幅22.5m
（平均1.2m）

深さ1～1.5m

※水深50cmの子供用プールを併設
●パーゴラルーム 7/1～10/31 1日¥3,000
ご予約はダイビングハウスにて承ります。
（当日予約）

インドアプール

※水深50cmの子供用プールを併設
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S50

親子ジェットスキー
SC50C
P

S30
時間：約10分
料金：￥3,000
対象：身長110cm以上
（インストラクター同乗）

時間：約5分
料金： ￥3,000（親子ペア）
対象：身長110cm以上

Jet Ski

Duration: 10min
Fee: ¥3,000
*Must be over 110cm height
(Always with an instructor)

ウェイクボード

Indoor Pool

●営業時間 9：00～22：00

ジェットスキー

●プールの大きさ
最長20.5m 幅6m

最深1.2m

Parent & Child Jet Ski
C50
P50 S50
C30

※小学生以下は保護者（高校生以上）の
同伴（有料）が必要（インストラクター同乗）
Duration: 5min
Fee: ¥3,000(2ps)
*1 adult with 1 child over 110cm height
(Always with an instructor)

Wakeboard

時間：約15分
料金：￥3,500
対象：中学生以上、経験者のみ
Duration: 15min
Fee: ¥3,500
*Experience required, Must be over 13yrs old
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ドルフィンプログラム

アウトドアプール Outdoor Pool

ビーチメニュー
ビーチメニュー

Shor t Program

当日予約

ホビーキャット

S50

S50
C50
C50

時間：約10分
料金：￥2,000
対象：身長110cm以上
※小学生以下は保護者
（高校生以上）の同伴
（有料）が必要
Duration: 10min Fee: ¥2,000
*Must be over 110cm height

Hobie (with instructor)
C50
P50 S50
C30

定員：4名
時間：約30分
料金：1艇￥6,000
※小学生以下は保護者
（高校生以上）
の同伴（有料）が必要
Duration: 30min
Fee: 1boat ¥6,000

C50

P50

C30

S

P

定員：2名
時間：30分

時間：約10分
料金：￥2,000
対象：小学生以上
※小学生は保護者（高校生以上）
の同伴（有料）が必要
Duration: 10min
Fee: ¥2,000
*Over 7yrs old

S30

ビスケットチューブ
Biscuit Tube

P
S
C
P50
S50
C50

時間：約10分
料金：￥2,000
※小学生以下は保護者（高校生以上）
の同伴（有料）が必要
Duration: 10min Fee: ¥2,000

S30
C50
C30

P

SC50C

親子で冒険！カヌースクール

Kayak for Parent & Child

C50
P50 S50
C30

親子でカヌーツーリング。潮だまりの世界をのぞいてみよう。
定員：親子ペア
時間：約1時間30分

料金：１艇￥7,000
対象：小学生以上

※小学生のお子様は保護者
（高校生以上）の同伴（有料）が必要
Duration: 90min Fee:1boat ¥7,000
*Over 7yrs old
S50
シュノーケルレンタル Snorkel Rental

P

C50

P50

C30

S50

時間：約10分
料金：￥2,000

対象：身長110cm以上

※小学生以下は保護者（高校生以上）
の同伴（有料）が必要
S

S50
バナナボート

P

SC50C

Banana Boat

時間：約10分
料金：￥1,000
対象：身長110cm以上
※小学生以下は保護者
（高校生以上）の同伴（有料）が必要
Duration: 10min Fee: ¥1,000
*Must be over 110cm height
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Duration: 10min Fee: ¥2,000
*Must be over 110cm height

S

P

SC50C

時間：1時間 料金：￥1,000
※マスク・シュノーケル・ライフジャケット着用
1hr 1set / ¥1,000 （Mask, Snorkel, Life Jacket）
S

ビーチパラソル
S50
Beach Umbrella

ビーチチェアー
S50
Beach Chair

ビーチマットS50
Beach Mat

2

ドルフィンプログラム

S50

Speed Zone
S30

料金：1艇￥1,000

※小学生以下は保護者
（高校生以上）の
同伴（有料）が必要
Duration: 30min
Fee: 1boat ¥1,000
S50

スピードゾーン

Kayaks

SC50C

ビーチカウンター

S50

High Roller

カヌーレンタル

受付

P

S50
S30
ハイローラー

S30

（スキッパー付）
SC50C
P

ショートプログラム／ビーチメニュー

Big Mable
P

Beach Menu

当日予約

ビッグマーブル
S
C
S
S50

マリンメニュー

ショートプログラム

P
S

SC50C

1日1本 1day

￥1,000

P
S

SC50C

1日1脚 1day

￥1,000

P

SC50C

1日1枚 1day

￥500

ルネッサンスビーチ
Renaissance Beach

遊泳時間：10/16～6/30 9：00～17：00
7/1～ 9/30 8：00～19：30
10/1～10/15 8：00～18：30
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Cruising . Fishing

料金は全て税別です。各プログラム横にあるマークの説明はP26～P27をご参照ください。

All prices are exclusive of tax. Please refer to P26-P27 for explanation of marks beside each program.

当日予約

当日予約

マリンメニュー

クルージング・フィッシング

クルージング・フィッシング
受付

S

S50
HARYU-Boat Cruise

P

3

マリーナカウンター

はりゅう船クルーズ

SC50C

熱帯魚がいるポイントまで青い海を爽快にクルーズ。
※小学生以下は保護者（高校生以上）の
開始：9：00～16：30の随時
同伴（有料）が必要
時間：約20分
料金：￥2,000（小学生未満無料） ※2名様以上での開催
Duration: 20min Fee: ¥2,000
*More than 2 persons

S

S50
護岸釣りFishing Rod Rental

P

C50

ルネッサンスのマリーナで楽しむ初心者にも安心のフィッシング。

ウォーターコースター
S

開始：午前1回・午後1回
※小学生以下は保護者（高校生以上）の
時間：1時間
同伴（有料）が必要
料金：￥1,000（仕掛け・エサ付き）

Water Coaster (Speed Boat)
P

SC50C

ドルフィンプログラム

S50

Duration: 60min Fee: 1rod ¥1,000

爽快でスリリングなスピード
ボートをお楽しみください。
開始：9：00～16：30の随時
時間：約10分
料金：￥1,000
対象：身長110cm以上
Duration: 10min Fee: ¥1,000
*Must be over 110cm height

※小学生以下は保護者
（高校生以上）の同伴（有料）が必要
S30

チャータークルーズ

S10
Charter Cruises

P50

C30

P30

C10

ブルーマーリンなどのクルーザーやカタマランヨットなど、船を貸し
切ってクルージングやトローリングをお楽しみいただけます。また
クルーザーやヨットをベースにカヌーやジェットスキーなどで遊ぶ
海上ピクニックや、
シュノーケリングなど、沖縄の海を満喫できるプラン
をご用意しています。
※事前予約制（7日前までにマリンカウンターにてご予約ください）
Cruising, trolling and snorkeling plans by chartered boats are available
to enjoy the sea in luxury with family and friends.
*Reservation required by 7 days in advance

S50

釣り竿レンタル

S30
Sabiki Fishing Rental

P

SC50C

C50
P50 S50
C30

2～3本の擬似針を使って楽しむフィッシング。経験者におすすめです。
開始：9：00～15：00の随時
時間：3時間
料金：基本セット￥3,000

※小学生以下は保護者
（高校生以上）の同伴（有料）が
必要

ウキ、エサ付き
（ 遠投用サビキ、
）
エサ追加￥1,000

Duration: 3hr
Fee: 1set ¥3,000
10
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Cruising . Sailing

料金は全て税別です。各プログラム横にあるマークの説明はP26～P27をご参照ください。

All prices are exclusive of tax. Please refer to P26-P27 for explanation of marks beside each program.

マリンメニュー

クルージング・セーリング

クルージング・セーリング 受付

S

S

ヨット セーリング

S50
Yacht Sailing

P

SC50C

セールいっぱいに風を受けすべるように走るカタマランヨット。
沖合いから眺める西海岸の景色をお楽しみください。
開始：9：00（4/20～10/31）
9：30（11/1～4/19）
時間：約50分
料金：大人・中学生￥2,500
小学生￥1,000（小学生未満無料）

ヨッ
トセーリング
S サンセッ
C
S ト
Yacht Sunset Sailing
S50

P

S50
C50
C50

東シナ海に沈む夕日を、
ヨットの船上で
優雅にご覧ください。
出航時間は日没時間により調整
時間：約1時間
料金：大人・中学生￥3,000
小学生￥1,500（小学生未満無料）
※小学生以下は保護者（高校生以上）
の同伴（有料）が必要
※4名様以上での開催
※1ソフトドリンク付
※2/1～2/28 船舶整備のため運休
Duration: 1hr Fee: Adult ¥3,000
Child ¥1,500
*More than 4 persons
*2/1-2/28 suspended for maintenance of boat
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S50
コーラルアドベンチャークルーズ

P

SC50C

Coral Adventure Cruise

色とりどりの魚が泳ぐサンゴの海を
水中展望室から眺めよう！
開始：9：30 11：00 13：30 15：00
時間：約50分
料金：大人￥3,500 中学生￥2,000
小学生￥1,000
（小学生未満無料）

ドルフィンプログラム

※小学生以下は保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要
※2名様以上での開催
※2/1～2/28 船舶整備のため運休
Start Time: 9:00（4/20-10/31） 9:30（11/1-4/19）
Duration: 50min
Fee: Adult ¥2,500 Child ¥1,000
*More than 2 persons
*2/1-2/28 suspended for maintenance of boat

マリンカウンター

1

※小学生以下は保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要
※2名様以上での開催 ※1/10～1/31 船舶整備のため運休
Start Time: 9:30 11:00 13:30 15:00
Duration: 50min Fee: Adult ¥3,500 Jr High ¥2,000 Child ¥1,000
*More than 2 persons
*1/10-1/31 suspended for maintenance of boat

ブラックシャーク号
サンセットクルーズ
SC50C
P
S50

The Black Shark Sunset Cruise
(PirateS30
ship) P50 S50
C50
C30
海賊船ブラックシャーク号で夕
暮れの東シナ海へ。真っ赤な夕
日を背景に海賊気分をお楽し
みください。
出航時間は日没時間により調整
期間：水・金・日
時間：約1時間
料金：大人・中学生￥3,000 小学生￥1,500（小学生未満無料）
※小学生以下は保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要 ※4名様以上での開催
※1ソフトドリンク付 ※11/15～11/25 船舶整備のため運休
*Wed,Fri,Sun Duration: 1hr
Fee: Adult ¥3,000 Child ¥1,500
*More than 4 persons
*11/15-11/25 susperded for maintenance of boat
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Parasailing・Whale Watching Tour

トローリング・フィッシング

Trolling・Fishing

S10
体験トローリング（大物大将決戦） Trolling

C30

P30

C10

P30

C10

初めての方でも大丈夫。
トローリングの醍醐味をお楽しみください！
100cm以上の魚を釣り上げた大将には、魚フィギュアをプレゼント！
期間：3/20～10/31
開始：9：00 13：30
時間：約2時間30分
料金：￥5,000（未就学児同乗￥4,000）

1

マリンカウンター

P50

C30

受付

S30

Parasailing
S10

P50

パラセーリング・ホエールウォッチング
トローリング・フィッシング

S30

パラセーリング

マリンメニュー

パラセーリング・
ホエールウォッチング

※小学生以下は保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要
※2名様以上での開催 ※1ソフトドリンク付

開始：11:00 14:00 16:00
時間：約1時間（フライト約10分）
料金：￥8,000
対象：中学生以上、体重35kg以上

S10
フィッシング乗合（釣り名人決戦）Fishing

P30

ドルフィンプログラム

※ご宿泊のお客様は事前予約可 ※11／1～11／10 船舶整備のため運休
Start Time: 11:00 14:00 16:00 Duration: 60 min(Flight time 10 min)
Fee: ¥8,000
*Must be over 13yrs old, over 35kg weight
*11/1-11/10 suspended for maintenance of boat.

※9：00便は前日までのご予約 ※ご宿泊のお客様は事前予約可
Start Time: 9:00 13:30 Duration: 2.5hr Fee: ¥5,000 *3/20-10/31 only
*Preschoolers require passenger fee
*More than 2 persons
*Reservation required by the previous day in case
P50menu
S30of 9:00
C30
C10

15匹以上を釣り上げた名人には、魚フィギュアプレゼント！
期間：3/20～10/31
開始：9：00 13：30
時間：約3時間
料金：￥7,500（未就学児同乗￥4,000）
※小学生以下は保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要
※2名様以上での開催 ※1ソフトドリンク付
※9：00便は前日までのご予約 ※ご宿泊のお客様は事前予約可
Start Time: 9:00 13:30 Duration: 3hr Fee: ¥7,500 *3/20-10/30 only
*Preschoolers require passenger fee
*More than 2 persons
*Reservation required by the previous day in case of 9:00 menu

P50

C30

Whale Watching S10
Tour P30

C10

S30

ホエールウォッチング

期間：1/5～3/18（季節限定）
開始：9：00 13：30 時間：約3時間
料金：大人・中学生￥7,000 小学生￥3,500（小学生未満無料）
※小学生以下は保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要
※2名様以上での開催 ※1ソフトドリンク付
※9：00便は前日までのご予約

※ご宿泊のお客様は事前予約可

Start Time: 9:00 13:30 Duration: 3hr Fee: Adult ¥7,000 Child ¥3,500
*1/5-3/18 only *More than 2 persons
*Reservation required by the previous day in case of 9:00 menu
14
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Snorkeling・Diving

料金は全て税別です。各プログラム横にあるマークの説明はP26～P27をご参照ください。

All prices are exclusive of tax. Please refer to P26-P27 for explanation of marks beside each program.

マリンメニュー

シュノーケリング・ダイビング

シュノーケリング・ダイビング
受付

S50

P

マリンカウンター

1

SC50C

シュノーケルツアー（青の洞窟）

P50 S50
S30
C30
C50
Snorkeling Tour〈Blue Cave〉

太陽の光が作り出す幻想的な青の洞窟を体験しよう。
S

シュノーケリングバケーション

P

期間：5/1～10/31
開始：8：30 10：30 13：30
時間：約1時間20分
料金：￥5,000
対象：身長110cm以上

C

S50 C50

大型カタマランヨットでセーリング＆シュノーケリング。
期間：A）4/20～10/31
B）11/1～4/19
開始：A）10：30 15：30
B）11：00 14：00
時間：約1時間20分
料金：￥5,000
対象：身長110cm以上
Duration: 80min

※小学生以下は保護者（高校生以上）の
同伴（有料）が必要
※2名様以上での開催
※2/1～2/28 船舶整備のため運休
※ライフジャケット着用
※1ソフトドリンク付

Fee: ¥5,000

*Must be over 110cm height *More than 2 persons
*2/1-2/28 suspended for maintenance of boat

ビーチシュノーケルスクール

S50
Beach Snorkeling School

S

P

C50

シュノーケリングの経験がない人はここからスタート。
シュノーケルやフィンの使い方などを講習した後、
ビーチでサンゴや熱帯魚を観察しよう。
期間：4/20～10/31
開始：9：00
時間：約1時間
料金：￥2,000
対象：身長110cm以上
※前日までのご予約
Duration: 1hr

Fee: ¥2,000

*Must be over 110cm height
*Reservation required by the
previous day
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ドルフィンプログラム

※小学生以下は保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要
※2名様以上での開催
※ライフジャケット着用 ※1ソフトドリンク付
※8：30便は前日までのご予約
Duration: 80min Fee: ¥5,000 *5/1-10/31 only
*Must be over 110cm height *More than 2 persons
*Reservation required by the previous day in case of 8:30 menu

Snorkeling Vacation

S30

アイランドクルージング

IsIand Cruising
S10

P50

C30

P30

C10

沖縄本島一の透明度と名高い水納島、瀬底島周辺で
クルージング＆シュノーケリングを楽しもう！
期間：5/1～10/31 開始：9：00 13：30 時間：約3時間
対象：シュノーケルに参加の場合身長110cm以上
料金：￥7,000
※小学生以下は保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要
※2名様以上での開催 ※かき氷・1ソフトドリンク付 ※未就学児同乗¥4,000
※9：00便は前日までのご予約 ※ご宿泊のお客様は事前予約可
Duration: 3hr Fee: ¥7,000 *5/1-10/31 only
*If snorkeling, must be over 110cm height *More than 2 persons
*Reservation required by the previous day in case of 9:00 menu
P16～P19の各プログラム当日のご予約はダイビングハウスにて承ります。
（3/18～10/31）
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料金は全て税別です。各プログラム横にあるマークの説明はP26～P27をご参照ください。

All prices are exclusive of tax. Please refer to P26-P27 for explanation of marks beside each program.

マリンメニュー

Snorkeling・Diving

シュノーケリング・ダイビング

シュノーケリング・ダイビング
受付

Experience Diving (Non-certified)
C50
P50 S50
S30
C30

S50

シーウォーク Sea-walk
S30

P

1

マリンカウンター

体験ダイビング

SC50C

P

S50

SC50C

C50
P50 S50
C30

泳げない人でも安心して参加できる初心者向けダイビングコース。
プールで講習後、サンゴと熱帯魚が待つ沖縄の海へ！

ヘルメットをかぶるだけのお手軽さ。
海底散歩に出かけよう！

期間：A）5/1～10/31
料金：￥10,000（器材代金込）
B）11/1～4/30
対象：中学生以上
開始：A）12：30 15：00
B） 9：00 11：00
時間：約1時間30分
※9：00便は前日までのご予約
Duration: 1.5 hr Fee: ¥10,000
*Equipments included. Must be at least 13 yrs old
*Reservation required by the previous day in case of 9:00 menu

期間：A）5/1～10/31
料金：￥5,000
B）11/1～4/30
対象：10歳以上・身長140cm以上、
開始：A）13：30 15：00
肩幅35cm以上
B）14：00 15：30
※小学生以下は保護者（高校生以上）
時間：約1時間（潜水時間 約15分間） の同伴（有料）が必要

C30

Tour Diving (Need Certification)
P30
S10

C10

開始：9：30
●1DIVE

13：30

料金：￥7,500（器材代金別）
時間：約2時間

ドルフィンプログラム

P50

S30

ツアーダイビング

Duration: 1hr(Dive time 15 min) Fee: ¥5,000
*Must be at least 10yrs old, height over 140cm shoulder width over 35cm

キッズ スプラッシュ
Kids Splash

●期間：5/1～10/31
●時間：9：00～18：00
※8月20：00まで
※10月17：00まで

●2DIVE
料金：￥12,500（器材代金別）
時間：約5時間

●料金：無料
*5/1-10/31 only

※前日までのご予約
※Cカードの提示が必要です。

Fee: Free

2 Dive
1 Dive
Duration: 5hr
Fee: ¥12,500
Duration: 2hr
Fee: ¥7,500
*Reservation required by the previous day *Equipments not included

ツアーダイビング用器材レンタル
◎ウエットスーツ / B・C・D / レギュレーター /
3点セット（マスク、フィン、シュノーケル）
各￥1,000
Wetsuit / B･C･D / Regulator ¥1,000
Mask, Snorkel & Fins ¥1,000

Diving Gear Rental
◎器材レンタル一式
￥3,500
Full Set : ¥3,500

※体 験ダイビ ング 及びツアー ダイビ ング参 加 のお 客 様 で、当日
飛 行 機 搭 乗 予定の方は参 加をご 遠 慮ください 。
*Please refrain from joining the Diving Program who will fly on that day.
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フィットネスジム

Fitness Gym

●場
所：インドアプール中2階
●営業時間：6：00～23：00
●対
象：16歳以上のご宿泊のお客様
●エクササイズ機器：
ランニングマシン/バイク/ジョーバ/
クロストレーナー/ベンチプレスなど
※レンタルシューズをご用意しています（無料）。
ご利用の際は靴下をご持参ください。
Location: On the 1st Floor within indoor pool
*Limited to persons over 16yrs old, staying at the Hotel
*Free rental shoes are available. Please provide your own socks
P16～P19の各プログラム当日のご予約はダイビングハウスにて承ります。
（3/18～10/31）
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Dolphin Program

料金は全て税別です。各プログラム横にあるマークの説明はP26～P27をご参照ください。

All prices are exclusive of tax. Please refer to P26-P27 for explanation of marks beside each program.

マリンメニュー

ドルフィンプログラム

P50
S30 C30

ドルフィン オーシャン アドベンチャー

P30
S10 C10
P10

Dolphin Ocean Adventure

開始：10：00
料金：￥20,000
※7/15～8/31 ￥22,000

時間：約1時間
対象：中学生以上、泳げる方

※未就学児は保護者（高校生以上）
の同伴（有料）が必要

イルカを貸し切って遊ぼう
一頭のイルカが、1グループ（1名～最大6名）だけに対応するプログラムで
す。浅瀬での遊びが中心となり、身長110cm以上で泳げる方は、1回ずつイ
ルカにつかまって泳げます。
Start Time: 9:30 Duration: 50min Fee: Per Group ¥48,000 7/15 - 8/31 ¥60,000
Touch and play games with the dolphin in the lagoon. Persons of height 110cm
or more can try to swim with the dolphin by holding on to the dorsal fin. Please
prepare a swimsuit.
*Children ages 6 or under must be accompanied by a paying adult.
*Maximum 6 people per group.

ドルフィン オディッセイ
Dolphin Odyssey

P30
S10 C10
P10

時間：約1時間30分
対象：身長120cm以上、
水深3m以上の海で泳げる方

4

◎ご宿泊のお客様は事前予約可（詳しくはお問い合せください）
ドルフィントレーナー体験
最もイルカと泳いで遊べるプログラム。最初の30
分はイルカについて学び、その後、
ドルフィント
レーナーとよく行っている遊びや泳ぎを体験します。
Start Time: 13:30 Duration: 90min
Fee: ¥18,000 7/15 - 8/31 ¥20,000
In this program, play with a dolphin most intimately. Learn
about Dolphin Cognition and Communication, Behavior and
Conservation for 30 min. Then, play and swim with the dolphin
while holding on to the dorsal fin. Please prepare a swimsuit.
Recommended to Japanese speakers
*Height: 120cm or more
*Able to swim to depths of over 3m
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ドルフィンラグーンカウンター

開始：13：30
料金：￥18,000
※7/15～8/31 ¥20,000

P50
S30 C30

受付

スイムチェック 開始：8：10 時間：30分
◎前日18:00までのお申し込み
◎ご宿泊のお客様は事前予約可（詳しくはお問い合せください）
Star t Time: 10:00 Duration: 60min
Fee: ¥20,000
7/15-8/31 ¥22,000
Go on a boat to the open ocean area, touch and swim with the dolphin. When you
swim, you can choose to wear a life jacket or not. (Everyone must wear a life jacket
while on a boat.)
※If you choose to swim without a life jacket, you need to take a skill check and be
certified. Please prepare a swimsuit.
◎Skill check: Start 8:10 (length about 30min) ,
If you cannot clear the skill check, you need to wear a life jacket.
*Able to swim, over junior high-school students.
*Reservation is needed by 18:00 of the previous day. *Maximum 4 people per group.

Family Dolphin

開始：9：30
時間：約50分
料金：1組（1～6名）¥48,000
※7/15～8/31 ¥60,000

ドルフィンプログラム

青い海でイルカと泳ぐ
イルカに関するレクチャーの後、船で沖合に暮らすイルカのもとへ出発！
まるで野生のイルカと一緒に泳いでいるかのように楽しく遊びながら学べるプ
ログラムです。申込み時にライフジャケットの着用が選択可。着用しない場合は
「スイムチェック」にてスイムスキルの認定が必要です。

ファミリー ドルフィン

料金は全て税別です。各プログラム横にあるマークの説明はP26～P27をご参照ください。

Dolphin Program

All prices are exclusive of tax. Please refer to P26-P27 for explanation of marks beside each program.

マリンメニュー

ドルフィンプログラム

フォルテ

ドルフィンエンカウンター
P50
S30 C30
Dolphin Encounter
P30
S10 C10
P10

開始：13：00

時間：約50分

料金：¥8,000 ※7/15～8/31 ¥10,000

※未就学児は保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要

浅瀬で直接イルカと遊べる
イルカに関するレクチャーの後、膝位の深さまで海に入って、直接イルカと
楽しく遊びながら学びます。小さなお子様から大人様まで最もイルカと遊び
やすくなっています。

ハロー! ドルフィン
Hello! Dolphin

開始：9：00

S10

スマイルドルフィン
P50 S50
C50
C30
Smile Dolphin

P50
P30
S30
C30
C10

開始：10：30

時間：約30分

料金：¥5,000

※未就学児は保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要
水に入らずにイルカと遊ぼう
イルカに関するレクチャーの後、海に入らない状態でイルカとふれあう
プログラム。小さなお子様は手が届かないなど遊べない場合があります。
Start Time: 10:30 Duration: 30min Fee: ¥5,000
After listening to a lecture on dolphins, touch and play games with a dolphin
above the water. Young children can also join this program although it might be
hard to reach the dolphins from the pier. Participate with your clothes on.
*Children ages 6 and under must be accompanied by a paying adult.

時間：約20分
料金：1組（1~5名）¥15,000

受付

※未就学児は保護者（高校生以上）
の同伴（有料）が必要

ドルフィンプログラム

Start Time: 13:00 Duration: 50min Fee: ¥8,000 7/15 - 8/31 ¥10,000
After listening to a lecture on dolphins, you can touch and play games with the
dolphins in shallow water. (Depth is below knee-level of an adult) Open to all ages.
Please prepare a swimsuit.
*Children ages 6 or under must be accompanied by a paying adult.

S30

ドルフィンラグーンカウンター

4

小さなマダライルカと遊ぼう
イルカに関するレクチャーの後、海に入らない状態で小さなマダライルカと
ふれあうプログラム。イルカ１頭とご家族（1名～最大5名）で遊びます。
小さなお子様は手が届かない場合があります。
Start Time: 9:00 Duration: 20min Fee: Per Group ¥15,000（maxium 5people）
After listening to a lecture on dolphins, you can touch and play games with a Little
dolphin. You can participate with your clothes on.
*Children ages 6 or under must be accompanied by a paying adult.
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ドルフィンKiss

Dolphin Program

ドルフィン Photo

Dolphin Kiss

開始：11：30 時間：約30分 料金：¥5,000
※未就学児は保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要

Dolphin Photo

時間：約30分

料金：¥3,000 ３歳以下 無料

※未就学児は保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要
イルカと記念撮影
イルカたちの暮らすラグーンに皆様をご案内。イルカの元気な姿を間近で
ご覧いただけるプログラムです。プロカメラマンが撮影した、イルカとの写
真を１枚プレゼントいたします。
※写真撮影は、有料参加（4歳以上）の方のみ。写真のプレゼントも有料参加（4歳以上）
の方1人1枚となります。
※3歳以下の方はイルカとのKissやタッチはありません。

Start Time: 15:00 Duration: 30min Fee: ¥3,000（Under 3 yrs old FREE）
Learn about the dolphins through fun-filled easy lecture and watching dynamic
jumps. This program does not include a touching session but you can come close
to the dolphins. You can participate with your clothes on. Photos of persons over
age 4 kissing a dolphin are taken and 1 photo is offered as a present.
*Children ages 6 or under must be accompanied by a paying adult.
*Persons under age 3 cannot kiss a dolphin and there is no photo present.
*You may take pictures with your camera, but please follow the rules below:
・Do not move to any other place from the designated area.
・Do not go near the photographer's position.
・Do not ask a staff or other guests to take pictures for you.
・Persons other than participants of the program cannot enter the facilities.

受付

Start Time: 11:30 Duration: 30min
Fee: ¥5,000
After listening to a lecture on
dolphins, touch and play games with
a dolphin above the water. Young
children can also join this program
although it might be hard to reach
the dolphins from the pier. Each
person over age 4 receives a kiss
present from the dolphins. You can
participate with your clothes on.
*Children ages 6 or under must be
accompanied by a paying adult.
*Persons under age 3 cannot kiss a
dolphin.

開始：15：00

ドルフィンプログラム

イルカからKissのプレゼント
イルカに関するレクチャーの後、海に入らずにイルカとふれあうプログラ
ム。4歳以上の方には、イルカからKissのプレゼントがあります。小さなお
子様でも参加できますが、イルカに手が届かないなど、遊べない場合もあ
ります。

Ar t & Crafts Studio

開始：9:30～12:30の随時
時間：約30分～1時間
料金： 基本セット ￥1,000
※各種パーツは追加料
金となります。
対象：小学生以上
※お子様は必ず保護者（高校生
以上）がお付き添いください。

ドルフィンラグーンカウンター

4

手作りアート工房
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料金は全て税別です。各プログラム横にあるマークの説明はP26～P27をご参照ください。

All prices are exclusive of tax. Please refer to P26-P27 for explanation of marks beside each program.

マリンメニュー

ドルフィンプログラム

ガラスの器の中に、ジェルキャンドルで「沖縄の海」を作りましょう。
ジェルキャンドルのほか、おさかな絵つけ、シーサー色塗り、紅型体
験などもお楽しみいただけます。
Start Time: 9:30～12:30 Duration: about 30～60min
Fee: Basic set ¥1,000 *Extra charge for individual parts.
Let's make an original candle, by adding favorite parts to the basic set. Choice
of parts includes sand, shells, miniature fish, etc. Reservation is not necessary.
Apply anytime from 9:30 to 12:30, participation is based on seat availability.
※This is not a dolphin program.
*Ages over 6 years old. *Children must be accompanied by an adult.
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マリン・ドルフィンプログラム一覧
メニュー

所要時間

2 ビーチカウンターにて受付
S30

フライングジェットボード S10

P50
P30

C30

安 全
講習付

C10

２回目
以 降

メニュー

I n f o r ma t i o n

料 金

約30分

¥6,000

約20分

¥5,000

掲載頁

P6

2 ビーチカウンターにて受付（当日予約）

ザップボード
ジェットスキー S50
S30
親子ジェットスキー

P

SC50C

￥3,500 P7

約10分

￥3,000 P7

P50 S50
C50 約5分
C30

親子ペア ￥3,000 P7

S10
S30

P30
P50

C10
約1時間
C30

ホエールウォッチング

S30
S10

P50
P30

C30
C10
約3時間

P50
S30
P30
S10
フィッシング乗合（釣り名人決戦）

C30
C10
約2時間30分

￥8,000 P14

大人・中学生 ￥7,000
P14
小学生 ￥3,500

￥5,000 P15

C30
C10
約3時間

￥7,500 P15

S30
S10
1DIVE

P50
P30

C30
C10
約2時間

¥7,500 P18

S30
S10
2DIVE

P50
P30

C30
C10
約5時間

¥12,500 P18

S10

P30

C10
1時間～

料金表別 P10

チャータークルーズ

1 マリンカウンターにて受付
S（当日の予約はダイビングハウスにて受付）
C

シュノーケリングバケーション

P S50SC50C
S50
P
ビーチシュノーケルスクール

約1時間
C50

￥2,000 P16

￥2,000 P8

S30
シュノーケルツアー

C30
約1時間20分

￥5,000 P17
￥7,000 P17

S

￥3,500 P7

ビッグマーブル S50

S50
C50
P S50
C50
約10分
P
C50

P

S
S50 C50

P50
P50S30
S50
C50
C30

S50

C30
約10分
C
P S30SC50P50

￥2,000 P8

C10
C
P S10SC50P30
S50
アイランドクルージング
約3時間

S30
ビスケットチューブ

P50S50
S50
C50
C30
約10分
P
C50

￥2,000 P8

S50
体験ダイビング S30

SC30
C
P S50
C50
P50
C50

約1時間30分

¥10,000 P18

P50 約10分
C30

￥2,000 P8

シーウォーク

S30

P50 S50
C50
C30

約1時間

￥5,000 P19

約10分

￥1,000 P8

P50
C50 約30分
C30
S S50

1艇 ￥6,000 P9

ハイローラー

スピードゾーン
バナナボート

S S30

S50

ホビーキャット S30
カヌーレンタル S50

P

P

SC50C

SC50C

30分

P50
C50 約1時間30分
S30
C30
親子で冒険!カヌースクール
S S50

1艇 ￥1,000 P9
1艇 ￥7,000 P9

S50
シュノーケルレンタル

SP

SC50C

1時間

S50
ビーチパラソル／ビーチチェアー

SP

SC50C

1日

各 ￥1,000 P9

ビーチマット

P

SC50C

1日

￥500 P9

S50

￥1,000 P9

3 マリーナカウンターにて受付
（当日予約）
S
SP

SC50 C

約20分

¥2,000 P10

S50
ウォーターコースター

SP

SC50 C

約10分

¥1,000 P10

護岸釣り

P
P

SC50
C50C

1時間

¥1,000 P11

P50 S50
C50 3時間
C30

￥3,000 P11

S50
S50

1 マリンカウンターにて受付
S

ヨットセーリングS50
ヨットサンセット
S50
セーリング
コーラル
S50
アドベンチャークルーズ
S50

ブラックシャーク号
S30
サンセットクルーズ

P
S
P
S

SC50C
S
C

約50分

S50
C50 約1時間
C50

P

SC50C

P

SC50C

P50 S50
C50
C30

約50分
約1時間

パーゴラルームレンタル

大人・中学生 ￥2,500
P12
小学生 ￥1,000

大人・中学生 ￥3,000
P12
小学生 ￥1,500
大人 ￥3,500
中学生 ￥2,000 P13
小学生 ￥1,000
大人・中学生 ￥3,000
P13
小学生 ￥1,500

1室 ￥3,000 P6

1日

4 ドルフィンラグーンカウンターにて受付
P50
S30 C30

ドルフィン オーシャン
アドベンチャー

S10 C10
P10P30

ファミリードルフィン

P50
S30 C30

約1時間
約50分

￥20,000 P20
1組 ￥48,000 P21

￥18,000 P21

S10 C10 約1時間30分
ドルフィンオディッセイ P10P30
P50
S30 C30

ドルフィン
エンカウンター

S10 C10
P10P30

約50分

￥8,000 P22

C50
P50 S50
C30

約20分

1組 ￥15,000 P22

S10
スマイルドルフィン

S30
C30
P30P50
C10

S30
ハロー! ドルフィン

ドルフィンKiss

S50
はりゅう船クルーズ

釣り竿レンタル S30
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C30

パラセーリング

P50
S30
P30
S10
体験トローリング（大物大将決戦）

掲載頁

￥5,000 P16

約15分

C

P50

料 金

約1時間20分

ウェイクボード

S

S30
1 マリンカウンターにて受付

ツアーダイビング

約15分

所要時間

ドルフィンPhoto

約30分～1時間

同乗
（見学・雰囲気を楽しむ）

S
S
S50
S50
S30
S30
S10

Club Savvy 対象

S50
S50
Club Savvy 50%OFF
S30
S30
Club Savvy 30%OFF
S10
Club Savvy 10%OFF

￥5,000 P23
￥5,000 P24

約30分

約30分

手作りアート工房

外来者施設利用

約30分

￥3,000 P25

￥1,000～ P24

メニュー内容による
当日のみ

￥4,000
大人 ￥3,000
小学生 ￥2,000
幼児
無料

S
P
Club Savvy Premium 対象（滞在中1回）
P
C50
P
C50Savvy Premium
Club
P50
C30
P50 Club
C30Savvy Premium 50%OFF

P30 Club
C10Savvy Premium 30%OFF

P10 Club Savvy Premium 10%OFF

※ C はClub CoCo対象です。表記はClub Savvyに準じます。

上記プログラムは、2018年4月1日～2019年3月31日までの内容です。
※料金は全て税別です。
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