
●内容
（体験ダイビングと同時進行の場合は、要相談となります）
ボートに乗って絶好のポイントへ移動♪　普段は泳げない穴場スポットでプロのインストラク
ターさんによる安心安全シュノーケルが行えます。（ウエットスーツ代込です）

●回数 １日最大４回転

●注意 １グループ最大８名。人数が多い場合は前半・後半に分けて実施します。
3.ボートシュノーケル

●料金 ￥６，３００（税抜） ●時間 約１時間３０分

●定員 ６名より１６０名

６名より１２名 ●回数

【基本、阿真ビーチで実施】当日の天候によって別会場になる場合があります。（前日判断）

●内容
ハワイ生まれの最近急速に人気が高まっているアクティビティです。大きなサーフボードの上に
立ち、オール（パドル）を使って漕ぎます。まるで海の上に浮いているかのような感覚を楽しん
でください。

１日最大２回転

約１時間３０分

●定員 ６名より１２名 ●回数 １日最大４回転

6.スタンドアップパドル

●料金 ￥４，５００（税抜） ●時間

●注意

【基本、阿真ビーチで実施】２名乗りのカヤックに乗船するので、原則２名１組の班を組んで下さい。

●内容
経験豊富なガイドのコーチングにより、シーカヤック操舵を取得しましょう。
ウミカメに出逢えるかも！？　ライフジャケットを着用するので安全です！

約３時間

●回数 １日最大２回転

5.シーカヤック&
　 　　　　シュノーケル

●料金 ￥７，８７５（税抜） ●時間

●定員 １０名より３４名

●内容
シーカヤックで無人島に渡り、シュノーケル体験もできる贅沢なプランです。
ライフジャケットを着用するので安全です！
（ウエットスーツは有料となります。別途＠￥１、２００【税抜】）

●注意 【基本阿真ビーチで実施】２名乗りのカヤックに乗船するので、原則２名１組の班を組んで下さい。

約１時間３０分

●定員 １０名より３４名 ●回数 １日最大４回転

4.シーカヤック

●料金 ￥３，６７５（税抜） ●時間

●注意

【古座間味ビーチで実施】１グループ最大８名。人数が多い場合は前半・後半に分けて実施します。

●内容
経験豊富なインストラクターが透明度抜群の座間味の海で安心安全にガイド致します。ライフ
ジャケットを着用するので安全です！
（ウエットスーツは有料となります。＠￥１、２００【税抜】）

２名より(最大人数は相談下さい) ●回数 １日最大４回転

約１時間３０分

●定員 ８名より(最大人数は相談下さい) ●回数

1.体験ダイビング
古座間味ビーチよりエントリー。経験豊富なインストラクターが安心安全にガイド致します。
おだやかな海のゆらぎに体をゆだね、どこまでも透明な水中に広がるサンゴ礁と熱帯魚の群舞に
囲まれながら、至福の時間を過ごせます。

ウエットスーツを着用しますので、水着を着用。タオル。体験後に上から羽織る上着。サンダル。

●内容

●持ち物

●注意 生徒２名のバディーで実施(奇数では承れません)。ボートシュノーケルと同時進行の場合は要相談。

―平成３０年度　座間味 島人(しまんちゅ)体験プログラム―（料金は変動する場合がございます）
※使用している写真はすべてイメージです※

●料金

１日最大４回転

￥１１，２００（税抜） ●時間 約１時間３０分

●定員

￥３，６７５（税抜） ●時間

２.ビーチシュノーケル
●注意

●持ち物 ウエットスーツを着用する場合は水着。着用しない場合はラッシュガードに水着。滑らないサンダル。タオル。

●持ち物 濡れてもいい格好（長袖が好ましい）。タオル・サンダル

7.スタンドアップパドル
　　　&シュノーケル

●料金 ￥７，８７５（税抜） ●時間

●持ち物 ウエットスーツを着用する場合は水着。着用しない場合はラッシュガードに水着。タオル・サンダル

●注意 【基本、阿真ビーチで実施】当日の天候によって別会場になる場合があります。（前日判断）

約３時間

●定員

●料金

●内容
スタンドアップパドルでポイントまで行き、シュノーケルも楽しめる欲張りプランです。
透明度の高い座間味の海を満喫して下さい。ライフジャケットを着用するので安全です！
（ウエットスーツは有料となります。別途＠￥１、２００【税抜】）

●持ち物 ウエットスーツを着用する場合は水着。着用しない場合はラッシュガードに水着。タオル。体験後に上から羽織る上着。

●持ち物 濡れてもいい格好（長袖が好ましい）。スポーツサンダル（滑らないサンダル）。タオル。

●持ち物 ウエットスーツを着用するので水着を着用。タオル。体験後に上から羽織る上着。サンダル。
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約３時間

１日最大２回転

１２.無人島探検

●料金 ￥２，７３０（税抜） ●時間

●定員 １０名より約７０名 ●回数

●注意

●持ち物 海に入る場合は濡れてもいい格好（サンダル）。入らない場合は普通の格好でも可（靴でも可）。飲み物必須。帽子。

監視員代金込です。基本遊泳禁止となりますので、ご注意下さい。乗船用の班分けは、こちらで行います。

●内容
座間味港桟橋より船で５分。無人島「アゲナシク島」に上陸するプランです。
真っ白い砂浜と光輝く海はまるでプライベートビーチ！海水浴をしたり貝殻拾いをしたり。。
ゆったりのんびりの無人島ライフをお楽しみ下さい。（※トイレも木陰もありませんのでご注意

１日最大２回転

●内容
釣れるかどうかは運しだい！？　竿、釣具込です。
大物を狙ってLet's Fish！！！釣った魚は捌いて晩御飯にいかがですか？（ご相談ください）

１１.磯釣り体験
　（釣具セットレンタル）

●料金 ￥２，４１５（税抜） ●時間

●持ち物 波を被る場合があるので、多少濡れてもいい格好。風が吹くと寒いので上着を着用。飲み物。

●注意 古座間味ビーチ遊泳禁止エリアで行います。ガイド料別途＠￥７，０００(税抜)

約３時間

●定員

約４５分

１日最大６回転

●注意 １２名乗り。それ以上の場合は班分けを行い、時間をずらしての実施となります。

●内容

10.沖釣り体験

●料金 ￥８，４００（税抜） ●時間 約３時間

8.クルージング

●料金 ￥３，８００（税抜） ●時間

9.グラスボート

●料金 ￥２，３００（税抜） ●時間

●持ち物 濡れないので通常の格好で可。飲み物。船酔いする場合は酔い止め服用。

約１時間３０分

●注意 最大人数はお問い合わせ下さい。

●内容
座間味港桟橋から出発し、座間味近海を優雅にクルージングすれば気分はセレブ☆
大きな船なので、あまり揺れず、安心！！ベテラン船長の座間味レクチャーもお楽しみ下さい。

１日最大４回転

●定員 ５名より ●回数

●持ち物 濡れないので通常の格好で可。飲み物。船酔いする場合は酔い止め服用。

●定員 １０名より ●回数

座間味港桟橋から出発。
海底のサンゴ礁やキレイな魚を船長から説明を受けながら観察する事が出来ます。
海ガメに逢えるかも！？

●定員 ５名より１５名 ●回数 １日最大２回転

●内容
座間味を知り尽くしたガイドによる、ゆったりのんびりの名所めぐり。
座間味島を堪能して下さい！
実施時間を短縮する事も可能です。（料金は同一です）

●定員 ５名より２５名 ●回数 １日最大２回転

１３.島内観光

●料金 ￥３，６９５（税抜）

●注意 ５名～６名までは小型ワゴン、７名～はマイクロバスを使用します。

●持ち物 波を被る場合があるので、多少濡れてもいい格好。風が吹くと寒いので上着を着用。飲み物。船酔いする場合は酔い止め服用。

●時間 約３時間

●注意 ６名以上の場合は２艇に分けて乗船します。人数によっては無人島探検との併用は承れません。

●内容
竿、釣具込です、船に弱い方はご遠慮下さい。ライフジャケットを着るので安全！
ベテラン船長が穴場スポットへ案内！かなりの確率で魚をＧｅｔ！！
釣った魚は捌いて晩御飯にいかがですか？（数に限りがあります。ご相談ください）

１本～３０本 ●回数

１４.
ノルディックウォーキング

●料金 ￥３，５００（税抜） ●時間 約１時間３０分

●定員 ２名より１５名 ●回数 １日最大４回転

●注意 期間限定（１２月～５月）。

●内容
北欧発信のウォーキングスポーツ。陸の座間味を、島の自然を、風景を、生きものたちを観察し
ながらの島内散策。島を愛する公認ガイドたちがエスコートしますよ！
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●内容
座間味港桟橋より出港、近海にてホエールウォッチング。ライフジャケットを着用するので安
全！
出港前にクジラ先生による説明会を受けて頂きます。これであなたも、クジラ博士に！！

約２時間

●定員 １５名より約２００名 ●回数 １日最大２回転

１３.ホエール
　　　ウォッチング

●料金 ￥５，２５０（税抜） ●時間

●注意 冬季のみ（１月～３月）。乗船人数の設定により、グループ分けはこちらで行います。

１学年可能

●持ち物 寒いので暖かい格好。飲み物必須。酔い止めは飲んでおいた方が好ましいです（結構揺れます）

●回数 夜間のみ

●注意 施設使用料込。座間味島離島振興総合センターにて実施。（都合により受けられない場合もあります）１５.エイサー公演

●料金 ￥３１，５００（税抜） ●時間 約３０分

●定員

●内容
座間味エイサー同好会による雄大なエイサーをご堪能下さい。
エイサー体験もあるよ！！

１６.島のお話し

●料金 昼\15,750・夜\18,900（税抜） ●時間 約１時間

●定員 １学年可能 ●回数

●注意 施設使用料込。座間味島離島振興総合センターにて実施。（都合により受けられない場合もあります）

●内容
座間味の歴史や戦争体験、エコツーリズムなどのお話しを座間味島生まれの語り部に語って頂き
ます。
お昼の場合は、「平和の塔」での平和講和も可能です。

１8.貝殻マリンクラフト
　　　　　　体験

●料金 ￥１，８００（税抜） ●時間 約１時間３０分

●定員 ３名より１０名 ●回数 １日最大４回転

●注意

１０名以上は、座間味地区・阿真地区　２箇所での受入となる場合があります。

●内容
座間味のキレイな海をイメージしてオリジナルのジェルキャンドルを作ろう♪
その日で持って帰れます！

下記内容のどちらかを選択して下さい。

●内容

①貝殻マグネット絵付け体験
　二枚貝のマグネットにお好きな絵や文字を描いてオリジナルマグネットを作りましょう♪
②ＵＶレジンで作るマリンクラフト
貝殻や琉球ガラスなどを透明なレジン（樹脂）で固めて、海の思い出を残しましょう☆

約１時間３０分

●定員 ３名より２０名 ●回数 １日最大４回転１９.ジェルキャンドル
　　　　　　作り

●料金 ￥１，７８５（税抜） ●時間

●注意

２０.郷土菓子作り

●料金 ￥１，３００（税抜） ●時間

●注意

約１時間３０分

●定員 ８名より約２０名 ●回数 １日最大４回転
都合により受けられない場合もあります。詳細は担当までお問い合わせください。

●内容
沖縄の郷土菓子「ぽんみかさー（さーたーあんだぎー）」が作れるよ♪
おいしくて頬っぺた落ちちゃう！！

１７.島人と歩く
　　　ぶらり島さんぽ

●料金 ￥２，０００（税抜） ●時間 約１時間３０分

●定員 ３名より１５名 ●回数 １日最大２回転

●注意 座間味地区　集落内で実施。歩きやすい靴、飲み物必須。

●内容
島産まれ・島育ちの島人と一緒に、お散歩のように島暮らしのあれこれを、おしゃべりしながら
…、ゆっくりと…。沖縄・離島の歴史や文化、戦争について興味がある方にはぴったりのプログ
ラム。

１日最大１回転
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※ 時期により内容変更がある場合がございます、事前にご確認下さい。
※ 「定員」は、1回転あたりの定員をさします。
※ 遊泳時監視員について

安全面強化の為、監視員は必須とさせて頂きます。
● 料金　：　１名￥２０，０００（税込）　【半日・終日限らず】
● 人数：ビーチ監視員－５０名以下で１名・５０名以上で２名

●内容
カラーサンドを使って写真と一緒に座間味の思い出を飾りましょう。
貝殻やﾋﾞｰﾁｸﾞﾗｽ、オリジナル海の仲間のガラス細工も加えて一緒に飾り付けすることも出来ま
す。

●定員 ６名より２０名 ●回数 １日最大４回転

約４０分

２１.砂絵カラーサンド
　　ハンドクラフト

●料金 ￥１，７６０（税抜） ●時間

●注意

２２.福徳寿シーサー
　　　色づけ体験

●料金 ￥３，１５０（税抜） ●時間

阿真集落にて実施。ジェルキャンドル作り、シーサー色付け体験との同時進行の場合は要相談。

約４０分

●定員 ６名より２０名 ●回数 １日最大４回転

実施場所：阿真地区または港ターミナル

１日最大４回転

●注意 阿真集落にて実施。ジェルキャンドル作り、カラーサンドハンドクラフトとの同時進行の場合は要相談。

●内容
いろんな姿のシーサーに自分好みの色付けを行い、オリジナルの室内装飾用ペアシーサーが作れ
るよ♪

約１時間３０分

●定員 ４名より１０名 ●回数

２３.貝殻書道アート

●料金 ￥１，７８５（税抜） ●時間

●注意

●回数

●内容
プロの書道講師に教わる貝殻書道アート！座間味での思い出を、文字に乗せて、貝に乗せて。
本格的な書の指導で、想いを形にします。お土産にぴったり！

１日最大４回転

２４.ガラスアート体験

●料金 ￥２，７３０（税抜） ●時間

●注意 都合により受けられない場合もあります。ご相談ください。

●内容
グラスに下絵を描き、その絵を専用の工具を使って刻みます。
オリジナルの絵を刻んでも、サンプル絵を刻んでもＯＫ！
自分だけのオリジナルグラス作りに挑戦しよう！！！

約１時間３０分

●定員 ４名より１５名

※注意事項

◆お問い合わせ◆ 

座間味村観光協会 
０９８－９８７－２２７７ 


