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※小人＝3歳～11歳　 大人=12歳 以上。
※記載の料金は特別な表記がない限り税込です。
※House Guests＝ご宿泊のお客様、
　Visitors=ご宿泊以外のお客様。

20 ¥8,800

Menu Time/min Note

マリンアクティビティ Marine Activity

参加基準／年齢:12歳以上　体重:40～90kg　足のサイズ:22～2８cm
開催時間／海開き～10月 9:00～18:00
　　　　　11月～海開きの前日 9:00～17:00
※天候や海況により中止になる場合あり。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケット、ウェットパンツ、または
ウェットスーツの着用をお願いしています。
※11月～海開きの前日は船のメンテナンスなどにより運休日がございます。
　事前に実施状況をお問い合わせください。
※妊娠中の方はご参加いただけません。

参加基準／年齢:12歳以上　体重:40～90kg
開催時間／海開き～10月 9:00～18:00
　　　　　11月～海開きの前日 9:00～17:00
※天候や海況により中止になる場合あり。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケット、ウェットパンツ、またはウェッ
トスーツの着用をお願いしています。
※11月～海開きの前日は船のメンテナンスなどにより運休日がございます。
　事前に実施状況をお問い合わせください。
※妊娠中の方はご参加いただけません。

参加基準／年齢:12歳以上　体重:40～90kg
開催時間／海開き～10月 9:00～18:00
　　　　　11月～海開きの前日 9:00～17:00
※天候や海況により中止になる場合あり。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケット、ウェットパンツ、またはウェッ
トスーツの着用をお願いしています。
※11月～海開きの前日は船のメンテナンスなどにより運休日がございます。
　事前に実施状況をお問い合わせください。
※妊娠中の方はご参加いただけません。

参加基準／身長140cm以上
開催時間／海開き～10月 9:00～18:00
　　　　　11月～海開きの前日 9:00～17:00
※天候や海況により中止になる場合あり。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケット、ウェットパンツ、またはウェッ
トスーツの着用をお願いしています。
※11月～海開きの前日は船のメンテナンスなどにより運休日がございます。
　事前に実施状況をお問い合わせください。
※妊娠中の方はご参加いただけません。

40 ¥16,500

20 ¥8,800

40 ¥16,500

90~120

¥6,600
7/17～8/31

上記以外

Adult 参加基準／年齢:5～65歳
開催時間／9：00、10：30、13：00、14：30（7～9月は臨時便16：00あり）
催行人数／2名～
※食後2～3時間あけてご参加ください。
※水着着用でのご参加をお願いいたします。
※定員数・出発時間・所要時間・開催場所は、当日の海況により変動する
　場合がございます。
※12歳以下のお子様は保護者同伴でお願いします。
※未成年者がご参加の場合、保護者の同意が必要となります（要同意書記入）。
※妊娠中の方、飲酒されてからのご参加はお断りしております。
※料金は器材レンタル料、レクチャー料込みとなっております。

¥6,050Child

Adult

Child

Adult

Child

Adult

Child

5 歳以下

¥6,050

¥5,500

20 ¥13,200

40 ¥22,000

¥8,800

60

¥2,750

30
¥2,530 参加基準／年齢制限なし

開催時間／9：00、10：00、11：00、13：00、14：00、15：00、16：00
催行人数／～14名
※潮の干満により出発時間の変更あり。
※2歳以下は無料。大人１名につき2歳以下１名までとなります。
※当日の海況によりアオサンゴをご覧いただけない場合もございます。

¥1,980

20

チャレンジコース

マスターコース

フライボード
■通年（2月は運休）
■事前予約制/
  海開き～10月は当日15：00まで
  11月～海開き前日は前日18：00まで

■通年（2月は運休）
■事前予約制/
  海開き～10月は当日15：00まで
  11月～海開き前日は前日18：00まで

■通年（2月は運休）
■事前予約制/
 海開き～10月は当日15：00まで
  11月～海開き前日は前日18：00まで

■通年（2月は運休）
■事前予約制/海開き～10月は当日15：00まで
                      11月～海開き前日は前日18：00まで

■通年（2月は運休）
■事前予約制/
  海開き～10月は当日15：00まで
  11月～海開き前日は前日18：00まで

■通年  ■事前予約制
  海開き～10月は当日15：00まで
  11月～3月は前日18：00まで

■通年  ■事前予約制

Fly boarding

チャレンジコース

マスターコース

ホバーボード
Hover boarding

スノーケリング
Snorkeling

チャレンジコース

マスターコース

乗船のみ

ジェットパック
Jet pack

アオサンゴグラスボート
Glass bottom boat

120

¥7,700

¥7,700

¥14,300

¥7,700

¥14,300

¥6,050

¥5,500

¥5,500

¥4,950

¥11,000

¥19,800

¥7,700

¥2,200

¥2,200

¥6,050¥4,950

¥1,650

¥7,150

¥6,600¥6,050

¥5,500¥4,950

ザップボード
Zup boarding

パラセール

大自然満喫！やしがにビーチ
バケーションツアー

Parasailing

参加基準／体重:21ｋｇ以上
出港時間／9：00、10：00、11：00、13：00、14：00、15：00、16：00、17：00
　　　　 （11月～3月の17：00は運休となります）
催行人数／1名～６名
※お1人様の飛行時間は約10分となります。
※天候や海況により中止になる場合あり。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケットの着用をお願いしています。
※ヘッドギアが必要な方はスタッフへお申し出ください。
※11月～海開きの前日は船のメンテナンスなどにより運休日がございます。
　事前に実施状況をお問い合わせください。

参加基準／年齢:3歳以上
出航時間／出航時間はお問い合わせください。（干潮時のみ運行）
催行人数／2名～8名
※料金は乗船料、保険料込みとなっております。
※到着地のビーチにはお手洗いはございません。
※11歳以下は必ず保護者同伴（保護者1名につき11歳以下2名まで）。
※持ち物：タオル、水着、帽子、日焼け止め、飲料水。

■7月～10月
■事前予約制

Adult

Child

乗船のみ

60

¥7,150

¥6,600

¥3,300

¥7,700

¥7,150

¥3,850

ちょい釣り体験！
トロピカルフィッシング

参加基準／年齢:5歳以上
出航時間／9：00、11：00、13：00、15：00
催行人数／～6名
対象魚／スズメダイ、ベラ、ミーバイ、その他
※料金は釣り竿・仕掛け・ライフジャケットのレンタル料、エサ代、保険料込
　みとなっております。
※キャッチ＆リリースとなります。

■海開き～11月  ■事前予約制
   海開き～10月は当日15：00まで
   11月は前日18：00まで

Charge
House Guests Visitors

Trial �shing! Tropical �shing

Vacation tour on coconut crab beach
to enjoy beautiful nature

ISO 14001認証取得

沖縄県名護市字安部156番地 2

0980・55・8880（代表）



202103

※小人＝3歳～11歳　 大人=12歳 以上。
※記載の料金は特別な表記がない限り税込です。
※House Guests＝ご宿泊のお客様、
　Visitors=ご宿泊以外のお客様。

Menu Time/min Note

マリンアクティビティ Marine Activity

上記以外

7/17～8/31

1Dive

3Dive 1day ¥23,100

2Dive

90~120 ¥9,900
参加基準／国際 Cカード所持者
開催時間／9：00、10：30、13：00、14：30（7～9月は臨時便16：00あり）
催行人数／2名～
※機材レンタル料：宿泊者 ¥4,400、宿泊者以外￥4,730
※定員数・出発時間・所要時間・開催場所は、当日の海況により変動す
る場合がございます。
※未成年者がご参加の場合、保護者の同意が必要となります ( 要同意書記入 )。
※呼吸器・循環器系に支障がある方、過呼吸の経験がある方、参加後18時間以内
　に飛行機搭乗予定の方、妊娠中の方はご参加いただけません。
※持病をお持ちの方・薬を服用中の方は予約時にご相談ください（実施前
に健康チェックあり）。

180~240 ¥16,500

1Dive

3Dive ¥19,800

2Dive

90~120 ¥8,800

180~240 ¥14,300

30~60 ¥6,600
参加基準／年齢:3歳以上
下記①～③のメニューが各1回ずつ楽しめます。
①バンドワゴン　②バナナボート　③スーパーマーブル
※天候や海況により中止になる場合あり。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケット、ウェットパンツ、または　　
　ウェットスーツの着用をお願いしています。
※11月～海開きの前日は船のメンテナンスなどにより運休日がございます。
　事前に実施状況をお問い合わせください。
※妊娠中の方はご参加いただけません。

30~60 ¥6,050

アクティブ3
Active3

10

参加基準／年齢:3歳以上
開催時間／海開き～6月、10月（9:00～17:00）、7月～9月（9:00～17:30）
　　　　　11/1～海開きの前日（9:00～16:30）
催行人数／1～10名
※天候や海況により中止になる場合あり。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケット、ウェットパンツ、または　　　
　ウェットスーツの着用をお願いしています。
※11月～海開きの前日は船のメンテナンスなどにより運休日がございます。
　事前に実施状況をお問い合わせください。
※妊娠中の方はご参加いただけません。

参加基準／年齢:3歳以上
開催時間／海開き～6月、10月（9:00～17:00）、7月～9月（9:00～17:30）
　　　　　11/1～海開きの前日（9:00～16:30）
催行人数／1～4名
※天候や海況により中止になる場合あり。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケット、ウェットパンツ、または　　　
　ウェットスーツの着用をお願いしています。
※11月～海開きの前日は船のメンテナンスなどにより運休日がございます。
　事前に実施状況をお問い合わせください。
※妊娠中の方はご参加いただけません。

参加基準／年齢:3歳以上
開催時間／海開き～6月、10月（9:00～17:00）、7月～9月（9:00～17:30）
　　　　　11/1～海開きの前日（9:00～16:30）
催行人数／1～2名
※海況により年齢・定員など変更する場合あり。
※ジェットスキーはインストラクターの操船となります。
※スピード調整いたします。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケットの着用をお願いしています。
※ヘッドギアが必要な方はスタッフへお申し出ください。
※妊娠中の方はご参加いただけません。
※ジェットスキーの貸し出しは行っておりません。

10

ジェットスキー
Jet ski

10 ¥2,750

10 ¥2,200

バナナボート
Banana boat

10 ¥2,750

10 ¥2,200

スーパーマーブル
Super marble

¥24,750

¥10,450

¥17,600

¥21,450

¥9,350

¥15,400

¥7,150

¥6,600

¥3,300

¥2,750

¥3,630

¥3,080

¥3,080

¥2,530

¥3,080

¥2,530

■通年  
■事前予約制/
  海開き～10月は当日15：00まで
  11月～海開き前日は前日18：00まで

■通年
■海開き～10月は参加当日ビーチにて先着順、
　11月～海開き前日はビーチカウンターにて事前予約制

■通年
■海開き～10月は参加当日ビーチにて先着順、
　11月～海開き前日はビーチカウンターにて事前予約制

■通年
■海開き～10月は参加当日ビーチにて先着順、
　11月～海開き前日はビーチカウンターにて事前予約制

■通年  ■事前予約制

ファンダイビング
Fun diving

60

¥6,600
7/17～8/31

上記以外

Adult

¥6,050Child

Adult

Child

¥6,050

¥5,500

¥6,050

¥5,500

¥5,500

¥4,950

上記以外

7/17～8/31

参加基準／年齢:10～60歳
開催時間／9：00、10：30、13：00、14：30（7～9月は臨時便16：00あり）
※食後2～3時間あけてご参加ください。
※50歳以上の方は1日2回までのご参加を推奨しております。3回以上ご希望の場合 
　はご相談ください。
※定員数・出発時間・所要時間・開催場所は、当日の海況により変動する場合がご
　ざいます。
※未成年者がご参加の場合、保護者の同意が必要となります(要同意書記入)。
※呼吸器・循環器系に支障がある方、過呼吸の経験がある方、参加後18時間以内に
　飛行機搭乗予定の方、妊娠中の方はご参加いただけません。
※持病をお持ちの方・薬を服用中の方は予約時にご相談ください（実施前に健康チェックあり）。
※料金は器材レンタル料、レクチャー料込みとなっております。

90~120

90~120 ¥12,100
■通年  ■事前予約制

体験ダイビング
Beginner's diving

¥11,000

¥14,300¥13,200

 ■事前予約制

バナナボートで行く！
サンゴガーデン
スノーケリングツアー

1day

Adult

Child

Adult

Child

Adult

Child

Adult

Child

Charge
House Guests Visitors

Coral Garden Snorkeling Tour by Bananaboat

参加基準／年齢:5～65歳 開催時間／9：00、10：00、11：00、13：00、14：00、15：00
催行人数／2名～
※食後2～3時間あけてご参加ください。
※水着着用でのご参加をお願いいたします。
※定員数・出発時間・所要時間・開催場所は、当日の海況により変動する場合がございます。
※12歳以下のお子様は保護者同伴でお願いします。
※未成年者がご参加の場合、保護者の同意が必要となります（要同意書記入）。
※妊娠中の方、飲酒されてからのご参加はお断りしております。
※料金は器材レンタル料、レクチャー料込みとなっております。

ISO 14001認証取得

沖縄県名護市字安部156番地 2

0980・55・8880（代表）



202103

※小人＝3歳～11歳　 大人=12歳 以上。
※記載の料金は特別な表記がない限り税込です。
※House Guests＝ご宿泊のお客様、
　Visitors=ご宿泊以外のお客様。

Menu Time/min Note

マリンアクティビティ Marine Activity

7/17～8/31

7/17～8/31

海開き～7/16、
9/1～10/31

海開き～7/16、
9/1～10/31

参加基準／年齢:3歳以上
開催時間／海開き～6月、10月（9:00～17:00）、7月～9月（9:00～17:30）
　　　　　11/1～海開きの前日（9:00～16:30）
催行人数／1～4名
※天候や海況により中止になる場合あり。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケット、ウェットパンツ、または　　　
　ウェットスーツの着用をお願いしています。
※11月～海開きの前日は船のメンテナンスなどにより運休日がございます。
　事前に実施状況をお問い合わせください。
※妊娠中の方はご参加いただけません。

10

¥2,750バンドワゴン
Bandwagon

¥2,200

¥3,080

¥2,530

¥2,750

¥2,200

¥3,080

¥2,530

¥2,750

¥2,200

¥3,080

¥2,530

¥3,520

参加基準／年齢：6 歳以上
開催時間／9：00 ～17：00（7/1～9/30は 9：00 ～17：30）
※12歳以下は必ず保護者同伴 (成人保護者1名につき12歳以下2名まで)。
※料金はライフジャケットレンタル料、保険料込みとなっております。
※お子様の同伴で入場される方も有料となります。

¥2,970

カヌチャオーシャンパーク
Kanucha ocean park

¥3,850

1day ¥3,300

1day

¥2,200
参加基準／年齢制限なし
開催時間／ 9：00 ～17：00（7/1～9/30は 9：00 ～17：30）
※2歳以下は無料
※5歳以下は必ず成人保護者と一緒にご参加ください。
※お子様の同伴で入場される方も有料となります。

参加基準／年齢：6歳以上、体重100kg以下
開催時間／9：00～17：30
※安全のため、上り下りはお1人様ずつとなります。参加基準の年齢に達して
　いても、お1人で上り下りできない方のご利用はできません。

¥1,870
ウォーターキッズガーデン
Kids water garden

10 ¥2,750
参加基準／年齢：5歳以上
開催時間／9：00 ～12：00、13：00 ～17：00
催行人数／1～3名
※海況により年齢・定員など変更する場合あり。
※スピード調整いたします。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケットの着用をお願いしています。
※ヘッドギアが必要な方はスタッフへお申し出ください。
※妊娠中の方はご参加いただけません。

10 ¥2,200

ハーフパイプ
Half pipe

10 ¥2,750
参加基準／年齢：5歳以上
開催時間／9：00 ～12：00、13：00 ～17：00
催行人数／1～2名
※海況により年齢・定員など変更する場合あり。
※スピード調整いたします。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケットの着用をお願いしています。
※ヘッドギアが必要な方はスタッフへお申し出ください。
※妊娠中の方はご参加いただけません。

10 ¥2,200

スキービスケット
Ski biscuit

ビッグマウンテンスライダー
Big Mountain Water Slide

■海開き～10月

■海開き～10月  ■参加当日ビーチにて先着順　

■海開き～10月  ■参加当日ビーチにて先着順　

■海開き～10月

■7月～9月

15

10

経験者 ¥3,850
参加基準／足のサイズ:22cm以上
開催時間／海開き～6月、10月（9:00～17:00）、7月～9月（9:00～17:30）
　　　　　11/1～海開きの前日（9:00～16:30）
※海況により年齢・定員など変更する場合あり。
※ジェットスキーはインストラクターの操船となります。
※スピード調整いたします。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケットの着用をお願いしています。
※ヘッドギアが必要な方はスタッフへお申し出ください。
※妊娠中の方はご参加いただけません

ウェイクボード
Wake boarding

30 未経験者
スクール

¥6,600

¥4,180

¥7,150

■通年
■経験者コースは参加当日ビーチにて先着順
　未経験者スクールは事前予約制

7/17～8/31

7/1～7/16、
9/1～9/30

1day

¥2,200

¥1,870

¥3,850
¥3,300

¥4,180
¥3,630

¥2,530
¥1,650 ¥1,980

¥2,200
¥1,320 ¥1,650

¥3,080

¥2,530

¥3,080

¥2,530

¥2,530
¥1,650 ¥1,980

¥2,200
¥1,320 ¥1,650

Adult

Child

Adult

Child

Adult

Child

Adult

Child

Adult

Child

Adult

Child

Child

Adult

10
Child

Adult

Adult

Child

Adult

Child

Adult

Child

参加基準／年齢：5歳以上
催行人数／1～3名
※海況により年齢・定員など変更する場合あり。
※ジェットスキーはインストラクターの操船となります。
※スピード調整いたします。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケットの着用をお願いしています。
※ヘッドギアが必要な方はスタッフへお申し出ください。
※妊娠中の方はご参加いただけません

参加基準／年齢：5歳以上
催行人数／1～4名
※海況により年齢・定員など変更する場合あり。
※ジェットスキーはインストラクターの操船となります。
※スピード調整いたします。
※お客様の安全性を考慮し、ライフジャケットの着用をお願いしています。
※ヘッドギアが必要な方はスタッフへお申し出ください。
※妊娠中の方はご参加いただけません

ウェイブドラゴン
Wave dragon

Charge House Guests Visitors

■通年
■海開き～10月は参加当日ビーチにて先着順、
　11月～海開き前日はビーチカウンターにて事前予約制

■海開き～10月
■先着順

トレマー
Tremor
■海開き～10月
■先着順

ISO 14001認証取得

沖縄県名護市字安部156番地 2

0980・55・8880（代表）



202103

※小人＝3歳～11歳　 大人=12歳 以上。
※記載の料金は特別な表記がない限り税込です。
※House Guests＝ご宿泊のお客様、
　Visitors=ご宿泊以外のお客様。

Individual Beach Rental Items

マリンアクティビティ

Marine Activity

1day ¥1,100浮輪
1day ¥1,100ボディボード
1day ¥1,100ビーチマット
1day ¥1,100ビーチチェア

1day ¥2,750パラソルセット
1day ¥1,100パラソルのみ

1day ¥1,100ハンモック
1day

1個
1枚
1枚
1台

1式
1台

1台
1式 ¥550

¥1,650
¥1,650
¥1,650
¥1,650

¥3,300
¥1,650

¥1,650

120 ¥550マーメイド水着レンタル 1着 ¥1,100
¥1,100砂遊びセット

①～⑤を滞在中何度でもご利用可（最大8日間）
　①浮輪（180分） ②パラソルセット（1日）
　③ボディボード（1日） ④ビーチマット（1日）
　⑤砂遊びセット
※数に限りがございます。あらかじめご了承ください。
※ご宿泊のお客様のみのご利用となります。

※パラソルセット／パラソル1本+ビーチチェア2脚。
※こちらのレンタルメニューは予約不可となっておりますのでご了承ください。
※レンタル用品は数に限りがございますのであらかじめご了承ください。

ビーチレンタルパスポート
Beach rental passport

¥6,050

¥5,500

Menu Note

お得チケット

Menu Note

ビーチレンタル用品（海開き～10月）

Adult

Child■海開き～10月

Charge House Guests Visitors

Charge
House Guests VisitorsTime/min

7/17～8/31

海開き～10/31

¥6,600
参加基準／年齢：3歳以上(メニューにより5歳以上、6歳以上のものもござ
います)
対象メニュー（下記より3つチョイスして各1回ずつ利用可）
①グラスボート　②バナナボート　③スーパーマーブル　④バンドワゴン
⑤ハーフパイプ　⑥スキービスケット　⑦ウェイブドラゴン　⑧トレマー
※滞在中利用可

¥6,050トリプルチョイス
マリンチケット
Triple choices marine ticket

¥6,050

¥5,500

¥7,150

¥6,600

¥6,600

¥6,050

Adult

Child

Adult

Child

■海開き～10月

Mermaid Swimwear Rental

Swimming �oat

Body board

Beach mat

Beach chair

Parasol only

Parasol set

Hammock

Sand play (beach toy) set (1 set)

ISO 14001認証取得

沖縄県名護市字安部156番地 2

0980・55・8880（代表）



※小人＝3歳～11歳　 大人=12歳 以上。
※記載の料金は特別な表記がない限り税込です。
※House Guests＝ご宿泊のお客様、
　Visitors=ご宿泊以外のお客様。

202102

Gel candle making

Harbarium making class

Glass Pendant Top Works 

ISO 14001認証取得

沖縄県名護市字安部156番地 2

0980・55・8880（代表）

90~120

Menu Time/min Note

体験アクティビティ Culture

キッズプレートコース 参加基準／キッズプレートコース　年齢：3歳以上
　　　　　その他のコース　年齢:6歳以上
開催時間／午前の部9:00、午後の部14:00
催行人数／1名～
※乾燥・窯焼き～発送まで約3ヶ月。
※お届けは着払いとなります。
※海外への発送は承れません。
※予約状況などにより定員人数を変更する場合がございますので必ずお問
い合わせください。
※11歳以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。

開催時間／9:00～17:00
催行人数／1名～
販売場所／レジャーカウンター
※割れ物ですのでご購入後の取扱いには十分にお気を付けください。

90~120

シーサー色塗り体験
Painting course

陶芸体験
Pottery classes

型面（かためん）シーサーコース
Shi-sa face molding course

Bracelet Strap
ブレスレットストラップ

120~150シーサーコース
Shi-sa lion course

Kid’s Ceramic Plaque Works

60 ¥3,850¥3,300

¥550

¥4,400¥3,850

日中（1コート） 開催時間／9:00～22:00（最終受付20:00）
ハードコート：ビーチサイドエリア
人工芝コート：マグノリア棟エリア
※事前にレジャーカウンターにて受付とテニス用具レンタルを済ませたあ
と、テニスコートに移動されてのご利用となります。

60ナイター（1コート）
テニス
Tennis

120 ¥2,750 開催時間／9:00～日没
※リゾート敷地内利用。1日レンタルの方は日没までにご返却ください。

1day

E バイクレンタル（電動アシスト自転車）
E-bicycle rental（Power-assisted bicycle）

¥3,250

¥5,500 ¥6,499

テニス用具レンタル
（1回お 1人様）

参加基準／年齢：5歳以上
開催時間／9:00～18:00（最終受付17:00）
催行人数／1～4名
※11歳以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。
※作品は翌日のお渡しとなります。

開催時間／9:00～18:00（最終受付17:00）
催行人数／1～4名
※11歳以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。
※作品は2日後のお渡しとなります。

ジェルキャンドル作り体験

ガラスペンダントトップ作り体験

催行人員／1～8名
開催時間／9:00～18:00（最終受付17:00）
※11歳以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。

アクセサリー作り教室
Accessory making class 60

90~120

30~60

30~60

参加基準／年齢：6歳以上
開催日／火・木・土
開催時間／11:00
催行人員／2名～
※11歳以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。
※料金は材料費込みとなっております。
※ご宿泊のお客様のみのご利用となります。

手作りソーセージ体験
Sausage-making class 90

参加基準／年齢：6～11歳
開催時間／11:00
※保護者同伴でご参加ください。
※料金は材料費込みとなっております。
※ご宿泊のお客様のみのご利用となります。
※月曜日定休

すし職人体験
Japanese sushi chef class 60

参加基準／年齢：6～11歳
開催時間／11:00
※保護者同伴でご参加ください。
※料金は材料費込みとなっております。
※ご宿泊のお客様のみのご利用となります。
※月曜日定休

てんぷら職人体験
Tempura-making class 60

開催日／月・水・金
開催時間／11:00
催行人員／2～8名
※11歳以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。
※料金はお食事・お飲物代込みとなっております。

ウチナ―ンチュの沖縄料理体験
Okinawa cooking class 60

■通年

■通年  ■事前予約制 /1週間前まで

■通年  ■事前予約制 / 前日の18：00まで

■通年  ■事前予約制 / 前日の18：00まで

■通年  ■事前予約制 / 前日の18：00まで

■通年  ■事前予約制

■通年  ■事前予約制

■通年  ■事前予約制

参加基準／年齢：6歳以上
開催時間／9:00～18:00（最終受付17:00）
催行人数／1～4名
※11歳以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。
※当日持ち帰りできます。

ハーバリウム作り体験
30~60

■通年  ■事前予約制

■通年  ■事前予約制

■通年
■事前予約制

■通年  ■先着順    

Charge
House Guests Visitors

¥3,850¥3,300

¥6,050¥5,500

¥4,950¥4,400

¥2,530～¥1,980～

¥2,530¥1,980

¥2,200～¥1,650～

¥2,750～¥2,200～

¥3,300～

¥3,300

¥2,750～

¥2,200

¥2,750

¥2,750

¥2,200

Menu Time/min Note

フィールドアクティビティ
Charge

House Guests Visitors



※小人＝3歳～11歳　 大人=12歳 以上。
※記載の料金は特別な表記がない限り税込です。
※House Guests＝ご宿泊のお客様、
　Visitors=ご宿泊以外のお客様。

202103

Sociable Cart「SC-1」

■送迎はございませんので、お客様ご自身でのご移動をお願いします。
■持ち物：濡れてもいい服装、着替え（下着を含めた一式）、ビーチサンダル、
　帽子、メガネバンド（必要な場合）、冬場は防寒着、飲物、タオル　
■釣り竿、釣り道具、ルアー、餌などは準備しています。（釣り道具の持ち込みも可能です）
■釣ったお魚はキャッチ＆リリースになります。　
※妊娠中の方、飲酒後のご参加はご遠慮いただいております。
※お客様のご都合によりキャンセルされる場合は当日よりキャンセル料金が
　発生します。（当日キャンセル料金：ツアー料金の100％）なお、悪天候に
　よりツアー中止の場合はキャンセル料はいただきません。 

参加基準／年齢：10歳以上
開催時間／要問い合わせ
催行人数／2～8名(原則として2名以上)
集合場所／やんばる.クラブ
　　　　　株式会社やんばる.クラブ　東村慶佐次155番地
　　　　　※連休日もありますので必ずお問い合わせください。
料金内訳／ガイド料、保険料、カヌーレンタル料、釣り道具一式

ISO 14001認証取得

沖縄県名護市字安部156番地 2

0980・55・8880（代表）

■ツアー中の写真データをプレゼント。
※送迎はございませんので、お客様ご自身でのご移動をお願いします。
※料金にはガイド料、保険料、カヌーレンタル料が含まれます。
※妊娠中の方、飲酒後のご参加はご遠慮いただいております。
※お客様のご都合によりキャンセルされる場合、キャンセル料が発生します。
（当日キャンセル料：ツアー料金の100％）
※基本的に雨天でもツアーを行います。雨具（カッパ）などのご準備もお願
い致します。（100円カッパでも十分対応可能）

参加基準／年齢：3歳以上
開催時間／満潮時間により毎日変動。要確認。
催行人数／2名～
集合場所／やんばる.クラブ
　　　　　株式会社やんばる.クラブ　東村慶佐次155番地
集合時間／ツアー開始時刻の15分前（遅れた場合ツアーに参加できなくな

ります。余裕を持ってお越しください）
服装／濡れても良い動きやすい服装
持ち物／下着を含む着替え一式、タオル、帽子、サンダル、日焼け止め

¥1,320

¥550

¥550
¥550

¥1,870

¥3,300 ¥3,850

¥1,320 ¥1,980

¥1,650

¥1,650
¥3,300 ¥11,000
¥5,500

¥2,200

¥2,200 ¥2,750

¥660 ¥990

開催時間／9:00～21:00（最終受付20:00）
※事前にレジャーカウンターにて受付とクラブ一式レンタルを済ませたあ
と、パークゴルフ場に移動されてのご利用となります。

901ラウンドパークゴルフ（18ホール）
Park golf

開催時間／9:00 ～18:00（最終受付 17:00）
受付／先着順（海開き～10月：ビーチレンタルカウンター　
　　　　　　 　11月～海開きの前日：ビーチカウンター）
※料金はクラブ一式レンタル料込みとなっております。

60パターゴルフ（18ホール）
Putter golf

参加基準／年齢:16歳以上
開催時間／13:00～22:00（最終受付21:00）

1day

ウェア上下レンタル（1回）

シューズレンタル（1日）

120

フィットネスクラブ22
Fitness club 22 滞在中

開催時間／9:00～22:00（最終受付20:00）
※事前にレジャーカウンターにて受付を済ませたあと、会場まで各自で移動
されてのご利用となります。

60卓球
Table tennis

¥9,000

¥7,500

カヤックフィッシング
2時間半コース
Kayak Fishing:2.5hours course 150

体験アクティビティ

Culture
Menu Time/min Note

フィールドアクティビティ

Adult

Child

Adult

Child

¥3,300/1台

開催時間／19:00～22:00（最終受付20:00）
開催場所／カヌチャゴルフコース
定員／1台につき最大4名

選べるコンテンツ
〈感動〉NIGHT AQUARIUM
〈恐怖〉琉球トラウマナイト ローカルホラーリポート 骸骨山

ソーシャブルカートSC-1

■4/1～5/31

30

参加基準／8歳以上　体重：10～100kg
催行人数／1～7名　開催時間／9:00～16:00（7月～9月17:00）
※最初に5分程度の操作説明を行い、その後ホテルゾーン外周コースを線　
動員付きで周回します。
※ヘルメットをご着用いただきます。シートベルトもございます。
※スニーカーなど運動靴持参。ヒールのある靴やサンダルではご参加でき　
　ません。
※ズボンを着用の上、髪の長い方は束ねてご参加ください。
※料金には対人・対物人身保険料が含まれております。
※雨天の場合中止となります。
※状況に応じて走行ルートを変更する場合がございます。あらかじめご了承
　ください。 

ゴーカート体験ツアー
Go-kart Experiene Tour
■通年 ■事前予約制

■通年  ■先着順    

■通年  ■先着順

■通年 ■事前予約制

開催時間／9:00～22:00（最終受付20:00）
※事前にレジャーカウンターにて受付を済ませたあと、会場まで各自で移動
されてのご利用となります。

60
ビリヤード
Billiards
■通年 ■事前予約制

■通年 ■事前予約制

■通年  ■事前予約制 /2日前まで

Charge
House Guests Visitors

レンタルクラブ一式

¥7,000

¥5,000

¥3,000

¥5,000

¥3,500

¥2,500

慶佐次川マングローブ
カヤックツアー

150

10

90

中学生以上

2時間半
コース

1時間半
コース

小学生

5歳～

中学生以上

小学生

3 歳～

■通年
■事前予約制 / 前日の18：00まで

Mangrove Kayak Tour
on the Gesashi River



※小人＝3歳～11歳　 大人=12歳 以上。
※記載の料金は特別な表記がない限り税込です。
※House Guests＝ご宿泊のお客様、
　Visitors=ご宿泊以外のお客様。

202103

YANBARU Zip Line

YANBARU Forest Tour

ISO 14001認証取得

沖縄県名護市字安部156番地 2

0980・55・8880（代表）

■料金に含まれるもの/ガイド料、保険料、カヌーレンタル料、軽食代
■持ち物/濡れてもいい服装、着替え（下着を含めた一式）、スニーカーまたはスポーツサンダル、帽子、メガネバンド（必要な場合）、冬場は防寒着、飲み物、タオル
■送迎対応可能（ただし9名定員）
■注意事項
※妊娠中の方、飲酒後のご参加はご遠慮いただいております。
※お客様のご都合によりキャンセルされる場合は当日よりキャンセル料が発生します。（当日キャンセル料金：ツアー料金の100％）なお、悪天候によりツアー中止の場合はキャンセル料はいただきません。
※ご宿泊のお客様のみのご利用となります。

■送迎はございませんので、お客様ご自身でのご移動をお願いします。
■保険料、レンタル料込み。
■注意事項
※自然環境保護と安全管理のため、ガイドの指示に必ず従ってください。
※このツアーは比較的体力を使います。体調を整えてご参加ください。
※ツアーは雨天決行です。なお、発雷や荒天が予想される場合、ツアーが中止となります。その場合は、前日までにご連絡をさせていただきます。
・ツアー中に濡れますので、防水仕様でない電子機器の持ち込みはお避けください（ガイドによる写真撮影サービスがあります）。
※カタナバー（沢）コースは全身濡れるメニューとなります。ウェットスーツ、マリンシューズ、ヘルメットは現地にて貸し出ししております。
※前日12:00以降のキャンセルは100%のキャンセル料が発生いたします。ご了承ください。

¥6,600
¥4,950

¥6,600

¥4,950

¥8,800

¥5,500

¥8,800

¥5,500

¥8,800

¥4,950

¥1,100

参加基準／年齢：4歳以上
開催時間／9：30～16：15
催行人数／1名～
集合場所／東村又吉コーヒー園
料金内訳／ガイド料、保険料、バギーレンタル料
※4歳～10歳は大人と同乗となります。

※小学生以下のお子様2名毎に1名の保護者（20歳以上）の同伴が必要です。

60
バギーアドベンチャーツアー

¥6,500
¥5,500

¥500

16歳以上

11～15歳

4～10歳
■通年  ■事前予約制 / 前日の17：00まで

参加基準／体重25～100Kg以内、身長120㎝以上
開催時間／10：00～15：00
催行人数／1名～
集合場所／東村又吉コーヒー園
料金内訳／ガイド料、保険料

90～120
やんばるジップライン ¥4,500

¥3,500

16歳以上

15歳以下■通年  ■事前予約制 / 前日の17：00まで

Menu Time/min Note

フィールドアクティビティ

体験アクティビティ

Culture

Charge

参加基準／年齢：6歳以上
開催時間／8:00
催行人数／2～8名
集合場所／フロントロビー（送迎あり）
料金内訳／現地案内ガイド、送迎料（魚、調理代別途）
※日曜・祝祭日・年末年始・旧正月・慰霊の日・お盆・旧盆・振替休日はお
休みとなります。
※なお、お休みは変動する事がございます。お問い合わせください。
※鮮魚購入代金は実費+手数料、調理代金はお1人様あたり￥2,000からと
なります。(魚の大きさ、種類によって調理方法、調理代金が変わります)

※天候により中止になる場合があります。
※ご宿泊のお客様のみのご利用となります。

セリ市場散策体験ツアー
Fish auction at nago �sh market 120
■通年  ■事前予約制 / 前日の18：00まで

参加基準／年齢：3歳以上
開催時間／要問い合わせ
催行人数／1組2名～
集合場所／わんさか大浦パーク（送迎の場合、カヌチャフロント集合）
※干潮時にはマングローブへいけない場合もございます。開催時間は満潮の時間に
よって異なります。また、運休日もありますので必ずお問い合わせください。

参加基準／年齢：7歳以上
開催時間／要問い合わせ
催行人数／1組2名～
集合場所／わんさか大浦パーク（送迎の場合、カヌチャフロント集合）
※干潮時にはマングローブへいけない場合もございます。開催時間は満潮
　の時間によって異なります。また、運休日もありますので必ずお問い合わ
　せください。
※天候により星空が見えない場合もあります。

参加基準／年齢：7歳以上
開催時間／日の出時刻～（要問い合わせ）
催行人数／2名～
集合場所／わんさか大浦パーク（送迎の場合、カヌチャフロント集合）
※天候により朝日が見えない場合もあります。

参加基準／年齢：7歳以上
開催時間／10：00、14：00
催行人数／1組4名～
集合場所／天仁屋公民館（送迎の場合、カヌチャフロント集合）

参加基準／年齢：3歳以上
開催時間／10：00、12：30、15：00
催行人数／1組2名～
集合場所／カヌチャビーチ

わんさか大浦パーク
Wansaka Oura Park

120

90

180

120

120

■通年
■事前予約制 / 前日の16：00まで

大浦マングローブ
カヤック

アンタッチビーチピク
ニックカヤックツアー

朝日パワーで運気UP！
カヤックツアー

ナイトカヤック
マングローブツアー

国指定天然記念物
「嘉陽の褶曲」ジオ体験
カヤックツアー

Adult

Adult

Child

Adult

Child

Child

Adult

Child

Adult

Child

Untouched Beach Picnic Kayak Tour

Oura Mangrove Kayak

Natural Monument “Fold of the Kayo
Formation” Geo experience! Kayak tour

Get lucky with sunrise power! Kayak Tour

Starry Night Kayak Tour

¥9,800

¥7,800

参加基準／10歳～65歳の健康な方
※てんかんや心臓病、妊娠中の方は参加できません。
催行人数／1組2名～6名
開催時間／9:30、13:00
集合場所／福地川海浜公園(東村川田334)
※必須の持ち物／水着またはTシャツ、短パン(ウェットスーツの下に着用します)
   飲み物、着替え、タオル

やんばるの森
秘境ツアー

180

■カタナバー（沢）コース 4月～10月
■ウコール（山）コース 通年（7/1～8/31は休止）
■事前予約制 /前日の12：00まで

カタナバー（沢）コース
Adult

Child

¥12,000

¥9,000

参加基準／10歳～65歳の健康な方
※てんかんや心臓病、妊娠中の方は参加できません。
催行人数／1組2名～6名
開催時間／9:30
集合場所／福地川海浜公園(東村川田334)
※必須の持ち物／濡れてもよい服装と靴(登山靴やスニーカー)、リュック、
　昼食、飲み物、着替え、タオル
※カヌーの構造上、腰から下が濡れます。上半身は速乾性のあるスポーツ
　インナーやアウトドアジャケットなど、下半身は登山用ズボンやジャージ
　でご参加ください。

300ウコール（山）コース

Adult

Child

Buggy Adventure Tour

※送迎はございませんので、お客様ご自身でのご移動をお願いします。　※お客様のご都合によりキャンセルされる場合、キャンセル料が発生します。ご了承ください。（前日：50％、当日：100%）



※小人＝3歳～11歳　 大人=12歳 以上。
※記載の料金は特別な表記がない限り税込です。
※House Guests＝ご宿泊のお客様、
　Visitors=ご宿泊以外のお客様。

202001202103

Pineapple Harvest Tour

JINBUN School One-Day Course

Star Watching

Mobile Planetarium

Star Watching with Star Sommelier 

ISO 14001認証取得

沖縄県名護市字安部156番地 2

0980・55・8880（代表）

Menu Time/min Note

フィールドアクティビティ

体験アクティビティ

Culture

Charge

催行人数／2～12名
開催時間／お問い合わせください。
集合場所／時間帯により異なり、以下のいずれかとなります。ご予約時に
　　　　　ご案内いたします。
●東村ふれあいヒルギ公園（国頭郡東村慶佐次54-1)
●福地川海浜公園（国頭郡東村川田334）
●道の駅サンライズ東（国頭郡東村字平良550-23）
■現地へのご移動は、お客様ご自身でお願いいたします。集合場所から畑　
　まではスタッフがご案内いたします。
■服装／帽子、長ズボン、靴(サンダル不可)
※タオルをご持参ください
※大人、小学生の参加者は、パイナップルをお1人様1つ、お土産としてお持
　ち帰りいただけます。
※お子様のご参加は、保護者の同伴が必要になります。また、見学のみの　
ご参加はお断りさせていただいており、全員参加となります。
※前日17:00以降のキャンセルは100%のキャンセル料が発生いたします。
　ご了承ください。

60
パイナップル狩りツアー

¥3,000

¥2,500

¥2,000  

Adult
（2～3 名）

Adult
（4名以上）

Child

■7月～9月中旬頃
■事前予約制 /2日前まで

催行人数／2～9名 ※1日最大3組様まで
開催時間／9:00～16:00
集合場所／カヌチャホテルフロント（送迎あり）
※レンタカーでお越しの場合は「ハザマ林道入口」（カヌチャリゾートから車で約7分）
料金内訳／滞在中の食費・体験料・保険料・消費税
※0～2歳のお子様も参加可（料金無料、大人の方同伴となります）
※ビーチサンダル、タオルをご持参ください。海の体験をご希望の方は、水着
　とマリンシューズもご持参ください。
※お客様のご都合によりキャンセルされる場合、キャンセル料が発生します。
（当日キャンセル料：ツアー料金の100％）
※大雨、悪天候の場合は中止となります。
※詳細は「じんぶんHP」をご覧ください。

420
じんぶん学校（日帰りコース）

Adult

Child
（7～12 歳）

幼児
（3～6歳）

■通年
■事前予約制 / 前日の10：00まで

催行人数／2～40名
開催時間／11月～6月・・・20:00～21:20
　　　　　7月～10月・・・20:00～21:20、21:30～22:50
　　　　  （毎週金・土曜日開催）
【プログラム】
星ソムリエによる月や宇宙のおはなし/星空カメラマンによる星空フォト撮
影/ビール・泡盛・ワイン・ソフトドリンク飲み放題付き
※アルコールの提供は20歳以上のお客様のみとなります。
※外でのイベントになりますので羽織るものなどのご持参をおすすめいたします。
※先着順の定員40名となります。*当日のキャンセルは参加料金の50%を
申し受けます。
【プレゼント】
星空フォト/「月の土地権利書」(開催日が誕生日の方限定)
※誕生日の確認のため身分証明書などのご提示をお願いいたします。
※月の土地権利書は、ルナエンバシージャパンが発行いたします。

80

星空浴 to宙さんぽ

Adult

Child
（小学生）

¥11,000

¥7,700

¥3,000

¥4,500

¥2,250

¥5,000

¥2,500

¥500 ¥700

¥1,500

¥1,000

¥2,000

¥1,500

¥500 ¥700

3～5歳

Adult

Child
（小学生）

3～5歳

■通年（毎週金・土）
■事前予約制 / 前日20：00まで

催行人数／2～7名
開催時間／1回目  16:00～
　　　　　 2回目  17:30～
※幼児無料
※年齢制限なし。11歳以下のお子様は保護者同伴でご参加ください。
※仰向けになってご観覧いただきます。
※入場後の途中退席は極力お控えください。
※入場後の携帯電話のご利用はお控えください。

45
モバイルプラネタリウム

■通年（毎週 金・土）
■事前予約制 /当日12：00まで

¥2,800

¥1,400

¥3,000

¥1,500

Adult

Child
（小学生）

¥500 ¥7003～5歳

催行人数／2～40名
開催時間／11月～6月・・・20:00～21:00
　　　　　7月～10月・・・20:00～21:00、21:30～22:30
【プログラム】
星ソムリエによる月や宇宙のおはなし/望遠鏡を使っての星空観測
※外でのイベントになりますので羽織るものなどのご持参をおすすめいた
　します。
※先着順の定員40名となります。
※当日のキャンセルは参加料金の50%を申し受けます。

60
星ソムリエto宙さんぽ

■通年（毎週月～木）
■事前予約制 / 前日20：00まで

Menu Time/min NoteCharge
House Guests Visitors



※小人＝3歳～11歳　 大人=12歳 以上。
※記載の料金は特別な表記がない限り税込です。
※House Guests＝ご宿泊のお客様、
　Visitors=ご宿泊以外のお客様。

202103

設備／スクリーン・プロジェクター・マイク・ミキサー・CDプレイヤー。
　　　その他：Wi-Fi・コピー機(有料)・給湯施設・飲料自動販売機・
　　　カードキー発行によるセキュリティー完備

営業時間／8:30～18:00
※レジャーカウンターにて受付

営業時間／8:30～18:00
※レジャーカウンターにて受付

営業時間／8:30～18:00
※レジャーカウンターにて受付

貸切でご利用の際はスクリーン・プロジェクター・マイクは無料で
ご利用可。

貸切でご利用の際はスクリーン・プロジェクター・マイクは無料で
ご利用可。

ISO 14001認証取得

沖縄県名護市字安部156番地 2

0980・55・8880（代表）

その他 アクティビティ

Other Activity

Menu Time/min Charge Note

大型（6名）

ジャンボ（9名）

大型（6名）

ジャンボ（9名）

大型（6名）

ジャンボ（9名）

※記載はモデルコースです。こちら以外のコースもございます。
　詳しくはお問い合わせください。
※料金には各施設での入園・参加料・昼食代・高速代・その他個人的諸
　経費は含まれません
※事前予約制となります。出発日の前日18:00までに
　レジャーカウンター(内線82)までお申込みください。
※ご宿泊のお客様のみのご利用となります。

300

観光タクシー
（沖縄美ら海水族館＆本部半島周遊【北部観光】）
カヌチャリゾート発→沖縄美ら海水族館→
今帰仁城跡→名護パイン園→カヌチャリゾート着

¥17,000

¥22,000

¥27,000

普通車（4名）

480

観光タクシー（沖縄美ら海水族館＆那覇観光）
カヌチャリゾート発→沖縄美ら海水族館→
首里城公園→DFS（免税店）→
那覇空港（又は那覇市内）

¥25,000

¥33,000

¥45,000

普通車（4名）

480

観光タクシー（那覇・南部観光）
カヌチャリゾート発→首里城公園→
ひめゆり平和資料館→玉泉洞→牧志公設市場→
カヌチャリゾート着

¥27,000

¥35,000

¥47,000

普通車（4名）

タクシープラン

Menu Time/min Note

1day

60コワーキングルーム
通常 20 席／貸切（シアター形式）最大59名
■先着順

カヌチャリアンリゾートオフィス

■通年  ■事前予約制 / 前日の18：00まで

■通年  ■事前予約制 / 前日の18：00まで

■通年  ■事前予約制 / 前日の18：00まで

営業時間　 8:30～18:00
■通年

¥1,100

¥5,500

1day

60マルチルーム
通常 20 席／貸切（スクール形式）最大36名
■先着順

¥1,100

¥5,500

1day

60パーソナルルーム
（お1人様用）
■先着順

¥1,100

¥5,500

平日
1day

金・土・休前日
1day

貸切（コワーキングルーム）

■要予約

 ¥55,000  ¥110,000

 ¥27,500  ¥55,000

60
貸切（マルチルーム）

■要予約
 ¥13,068  ¥21,780

Charge
House Guests Visitors

For private use（Coworking Room）

For private use（Multi-room）

Coworking Room

Multi-room

Personal Room



30 ヒアルロン酸をたっぷり使用したトリートメントでうるおいのあるお肌へ。
感触がとても心地よくお肌のキメも整います。妊娠中の方にも受けていた
だけます。

70
カヌチャでアクティビティを楽しんだ後は、アロマオイルを使った全身トリー
トメントで心も身体もリフレッシュ。美と健康を気遣う方へ。

120 アロマボディトリートメントのスペシャルケア。心地よい香りは心と身体の
バランスを整え深いリラクゼーションへと導きます。

70 植物由来成分をふんだんに使用したフェイシャルトリートメントにより自然
治癒力を高め、潤いのあるしっとりとした美肌へ。

80 温かいストーンが心地よい刺激となり、自然治癒力を高め、心地よい感覚
と深いリラクゼーションが得られます。

90

うる肌フェイシャルトリートメント

アロマフルボディ（フットバス付き）

アロマリラックスボディ（バスタイムまたはフットバス付き）

ホットストーン（フットバス付き）

アロマボタニカルフェイシャル

エレクトロフェイシャル

パーツボディ

アロマフルボディ

フェイシャルトリートメント

ボディ＆フェイシャル

スペシャルケア

お顔からデコルテにかけてオールハンドで行うマッサージ。心と体に働き
かけて、美しさと健康を内側から生み出す活力を高めます。

130アロマフルボディ＆フェイシャル（フットバス付き） アロマボディトリートメントと肌本来の美しさにこだわって作られた「くれ
える化粧品」を使用し、自然治癒力を高めしっとりと潤いのあるお肌へと
導きます。

30 背中から肩を中心としたトリートメント。
肩甲骨まわりやデコルテもスッキリ。

30
自然の恵みによる育毛エッセンス（センブリ、アロエ、海藻エキス）使用。
日ごろ酷使している頭皮をいたわり、ストレス、不眠、眼精疲労を和らげ
ます。

30 日々酷使している足をアロマオイルでトリートメント。むくみや冷え、だるさ
を感じる方、是非お試しください。

バックトリートメント

レッグトリートメント

スカルプリラックス

Menu Time/min Note

リゾートリラクゼーション【カヌチャスパ】 Kanucha SPA Resort relaxation

リラクゼーション

Aroma full body (includes foot bath)

Facial treatment

Hot stone (includes foot bath)

Aroma botanical facial

60 温かいオイルが額から頭皮全体に行き渡り、今まで体感したことのない不
思議な感覚に包まれます。

アロマボディ＆フェイシャルのスパメニューを組み込んだスペシャルケア。
心と身体にすばらしい効果をもたらすトリートメントです。180リカバリーデラックス（バスタイム付き）

シロダーラ

Recovery deluxe (includes foot bath)

Shirodhara

Aroma body relaxation (includes foot bath)

40

お客様がご宿泊されているお部屋でスタンダードパーツケアがお受けいた
だけます。
※ジェットバス付きのお部屋に宿泊されているお客様で、女性の方限定。

40

40

うる肌フェイシャルトリートメント

レッグトリートメント

スカルプリラックスケア

お部屋でエステスペシャルケア

Facial treatment

90

Scalp relaxation

Leg treatment

Aroma full body & facial (includes foot bath)

Electronic facial

Leg treatment

Scalp relaxation

Back treatment

営業時間　13:00～22:00
■通年  ■完全予約制

※事前予約制。ご希望の時間が埋まってしまう場合がありますので、お早めのご予約をおすすめいたします。
　13:00～23:00 の背術は当日でも空きがあればご予約を承ります。それ以外の時間は前日の18:00までにご予約ください。
※最終受付はコースによって異なります。
※カップル・男性のみでのご利用も可能です。
※妊娠中のお客様は体調を崩す恐れがございますので「うる肌フェイシャルトリートメント」以外はお受けできません。
※当日のキャンセルは 50%のキャンセル料が発生しますのでご了承ください。
※小人＝3歳～11歳　 大人=12歳 以上　※記載の料金は特別な表記がない限り税込です。
※House Guests＝ご宿泊のお客様、Visitors=ご宿泊以外のお客様。

Charge
House Guests Visitors

¥6,600 ¥7,700

¥6,600 ¥7,700

¥6,600 ¥7,700

¥16,500 ¥17,600

¥20,900 ¥22,000

¥28,380 ¥29,480

¥6,600 ¥7,700

¥16,500 ¥17,600

¥19,800 ¥20,900

¥28,600 ¥29,700

¥39,600 ¥40,700

¥16,500 ¥17,600

¥20,240

¥10,120

¥9,900

¥9,900

¥21,340

ISO 14001認証取得
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※小人＝3歳～11歳　 大人=12歳 以上。
※記載の料金は特別な表記がない限り税込です。
※House Guests＝ご宿泊のお客様、
　Visitors=ご宿泊以外のお客様。

30 ¥4,95030分コース お手軽タイ古式ショートコース。

お好みに合わせて選べる多彩なメニュー。

ツボをほぐして健康効果。
オイルを使ったリフレクソロジーで、指とス
ティックを使って揉みほぐしていきます。

60 ¥8,25060分コース タイ古式の手技をぎゅっと凝縮した人気のコースメニュー。

90 ¥11,55090分コース ボディ60分コースから更にお客様のリクエスト箇所を揉みほぐすベーシッ
クな全身コース。

120 ¥14,850120分コース タイ本国で行われている手技そのままの本格フルコース。
たっぷり時間をかけ揉んでいくので施術後はすっきり極楽気分です。

Menu Time/min Note

タイ古式&アジアンヒーリング【TUKTUK】 TUK TUK Resort relaxation

リラクゼーション

タイ古式ボディコース
�ai massage body course

30 ¥4,95030分コース くるぶしから下の反射区を刺激し、指やスティックを使い、足ツボを押して
いきます。

6060分コース 膝から指先までオイルを使って丁寧に揉みほぐす贅沢なコース。特に足の
疲れや冷え、むくみが気になる方におすすめです。

足裏コース
Foot sole course

90極楽の90分コース
タイ古式で丹念に揉みほぐし、更にハーブボールで全身をくまなく温めます。
タイ古式とハーブコースを組み合わせることにより、さらに筋肉をほぐしま
す。冷え性やお疲れの方、ゆっくりとリラックスされたい方におすすめです。

120至福の120分コース

ホット安らぐアユタヤコース
（ボディとハーブボールのコース）

Body & herbal ball course

150究極の150分コース タイ古式ボディ、天然ハーブ、足裏コースのすべてが堪能できる究極の
150分です。タイ伝統の本格フルコースは特にお疲れの方におすすめです。

極楽のトゥクトゥクスペシャルコース
（ボディ＆ハーブボール＆足裏のセットコース）
�ai traditional special course

9090分コース
疲れた身体と心に究極のプレゼントコース。
足裏の反射区をしっかりと刺激してほぐした後、神秘のタイ古式の技が堪
能できます。人の呼吸に合わせ、ゆっくりとほぐしていくので120分以上の
コースがおすすめです。

120120分コース

150150分コース

ボディと足裏のセットコース
Body & foot sole course

営業時間　14:00～23:00（最終受付22：00）

¥6,050

¥9,350

¥12,650

¥15,950

¥11,550 ¥12,650

¥14,850 ¥15,950

¥18,150 ¥19,250

¥14,850 ¥15,950

¥18,150 ¥19,250

¥21,450 ¥22,550

¥10,560 ¥11,660

¥5,500 ¥6,600

¥2,750 ¥3,850

¥14,850 ¥15,950

¥6,050

¥8,250 ¥9,350

60ちゅらさん
60分コース 背中・足・デコルテヘッドから、お好みの箇所を2つお選びいただけます。

背中・足・デコルテヘッド3ヶ所すべてが堪能できる贅沢メニュー。90あっぱりしゃん
90分コース

アジアンヒーリング
ボディーメニュー

アジアンヒーリング
ヘッドメニュー 30男顔頭

（ダンガンヘッド）
ストレス、パソコンによる疲れに！
お顔のクレンジング・オイルマッサージ・ヘッドマッサージがセットになっ
たストレス疲れ、パソコン疲れ・事務仕事疲れに最高のメニュー。男性に
オススメのメニューです。もちろん女性にも大人気です。

アジアンヒーリング
オプショナルメニュー ハーブボール

ボディメニューに自社農場で栽培した沖縄ハーブをふんだんに使用したハー
ブボールのメニューを追加いただけます。（※事前予約制）

※最終受付はコースによって異なります
※妊娠中のお客様は体調を崩す恐れがございますのでお受けできません
※全コース、ハーバルフットバス込みのお時間となっております (30分のコースを除く)
※当店はリラクゼーションを目的とした施術を行います
※当日のキャンセルは 50%のキャンセル料が発生しますのでご了承ください

■通年　■要予約

Charge
House Guests Visitors

Asian Healing Body Menu

Asian Healing Head Menu

Asian Healing Optional Menu

ISO 14001認証取得
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ISO 14001認証取得

沖縄県名護市字安部156番地 2

0980・55・8880（代表）

※小人＝3歳～11歳　 大人=12歳 以上。
※記載の料金は特別な表記がない限り税込です。
※House Guests＝ご宿泊のお客様、
　Visitors=ご宿泊以外のお客様。

お好みで選べる多彩なメニュー。
頭から足の先まで全身を掌（てのひら）や指
を使い、圧をかけながらほぐしていく施術で
す。肩こりや腰痛、旅の疲れをリフレッシュ
したい方へおすすめです。

Resort relaxation

リラクゼーション

Menu Note

Sui

30 ¥4,95030分コース

20 ¥3,520お試し20分コース
（店内のみ）

初めての方や時間がないけど受けてみたい方へ。体全体の筋肉を伸ばしつ
つ、経絡（ツボ）の流れを良くします。

体全体の筋肉、経絡（ツボ）、骨格の調整に加えストレッチやお客様の気に
なる部位を細かく施術いたします。揉み返しがきやすい方はご相談ください。

40 ¥6,05040分コース

50 ¥7,15050分コース

9090分コース

6060分コース

Menu Time/min Note

整体＆フットサロン【琉球整体】 Ryukyu Seitai

整体コース
“Ryukyu seitai” course

3030分コース

膝下や足裏の反射区を指を使って揉みほぐす施術です。
旅の疲れや、日頃の足の疲れやむくみが気になる方におすすめです。4545分コース

6060分コース

フットリフレクソロジー（足つぼ）
コース
Foot re�exology course

60

整体（30分or 60分）＋
膝下のオイルケアコース（30分）

整体の施術と膝下のオイルケアを組み合わせたセットメニューです。
体の疲れと足の疲れ、むくみなどがある方へおすすすめです。

リセットからスタートへ。心穏やかにつながるワークショップはお互いに触
れ合うことでお互いを認め合い、大切にできる心を感じることができます。
ご夫婦・親子・カップル。大切な人との絆。

90

¥6,050

¥4,620 ¥5,720

¥6,270 ¥7,370

¥9,350 ¥10,450

¥1,100

¥6,050 ¥7,150

¥7,700 ¥8,800

¥11,000 ¥12,100

¥11,000 ¥12,100

¥12,100 ¥13,200

¥7,920 ¥9,020

¥4,620

¥7,150

¥8,250

¥8,250 ¥9,350

¥11,000 ¥12,100

『SUI』絆ハンドケアワークショップ「SUI ～
瑞～」のてーわじゃ（手わざ）は命薬（にうち
ぐすい）。
島人のチムググルから生まれた穏やかな島の
リズムに心が温かくなっていく手わざ。
それは、琉球の風土に息づく生活の技。　
母が子に注ぐ温かい愛情のように心と身体
を包み込んでいく。

背中は着衣のまま、手と足はオイルを使用してゆっくり穏やかに包みこん
でいくタッチケア。丁寧に洗練された手わざで心を整えていきます。

※内科全般の通常診療に加えて、24 時間対応のオンライン診療も可能、また新型コロナウィルスに対応した抗原・抗体検査を実施できる体制も整えております。
■診療科目：内科全般 /外科アドバイス / 医療機関紹介
※完全予約制。※ご宿泊のお客様はフロントへお申し出ください。※オンライン診療の場合は、専用の iPhoneを貸出いたします。
※ドクターの都合により、診療日が木曜日に変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

50花風（手＋足）

40微風（手＋背中）

70瑞風（背中＋手＋足）

70

トータルケアコース
Total care course

営業時間　13:30～24:00

フット出張コース：上記料金に出張料金550円が加算されます。
※最終受付はコースによって異なります。
※妊娠中のお客様は体調を崩す恐れがございますので「フットリフレクソロジー」以外はお受けできません。
※当日のキャンセルは 50%のキャンセル料が発生しますのでご了承ください。

※最終受付はコースによって異なります。
※当日のキャンセルは 50%のキャンセル料が発生しますのでご了承ください。  ※車椅子使用の方、障害のある方は上記の料金より25%OFF。

※ビタミン Cは過剰に摂取しても、必要のない分は排出されるため、基本的に重篤な副作用はありません。
　ただし特定の疾患がある方は受けることができません。高濃度ビタミン C点滴を受ける場合は
　事前にカウンセリングを受けていただくことがございます。

■通年　■要予約

琉球ボディケアサロン【SUI～瑞～】 営業時間　10:00～18:00
■通年

Kin ClinicKINクリニック 営業時間　〈通常診療〉毎週金曜日 14:00～16:00 　〈オンライン診療〉 毎日24時間　

■通年

Charge
House Guests Visitors

Time/min Charge
House Guests Visitors

『SUI』絆ハンドケアワークショップ

絆ワークショップ

施術後に琉球紅茶とケーキのセットをお楽しみいただけます。20アフターティー＆ケーキ

オプショナルメニュー

■事前予約制

“SUI" Kizuna Hand Care Workshop

抗酸化作用、メラミン合成の抑制、コラーゲンの合成促進効果によりシミ、
肝斑、シワ、くすみ、たるみ、ニキビなどを改善、風邪などの感染症予防、
アレルギー対策、疲労回復などの効果に期待ができます。

¥13,200
¥11,000

プリンセスホワイト

マイヤーズカクテル
高濃度ビタミンC点滴
High Concentration Vitamin C Infusion

After Tea & Cake

Touch care using oil on the hands and feet while the back remains clothed.
It is a gentle and gentle touch care.
We use careful and sophisticated hand techniques to calm your mind.

30分＋30分
コース

60分＋30分
コース

Menu NoteCharge
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ISO 14001認証取得

沖縄県名護市字安部156番地 2

0980・55・8880（代表）

※小人＝3歳～11歳　 大人=12歳 以上。
※記載の料金は特別な表記がない限り税込です。
※House Guests＝ご宿泊のお客様、
　Visitors=ご宿泊以外のお客様。

開催時間／ 7:00
催行人数／ 2 名～
開催場所／カヌチャビーチ（ 雨天時は場所が変更になる場合がございます）

開催日／火・木・土
開催時間／ 9:00
催行人数／ 2 ～7名
開催場所／フィットネスクラブ22
※ハンモックはデリケートなため、アクセサリー類、ベルトやジッパー付きの
ウェアなどは外していただきます。
※爪が長い方の場合、ハンモックと爪の保護のため、滑り止め付の夏用手袋
(レンタル無料)を着用していただいております。
※布で肌が擦れる場合がありますので、長袖・長ズボンなど露出の少ない服
装でのご参加が望ましいです。
※脇の下にハンモックを挟むポーズを行いますので、衛生面を考慮し、必ず袖
のあるウェア(半袖可)を着用してください。
※運動に影響のある持病をお持ちの方や妊娠中の方はご遠慮ください。
　（過度な高低血圧、骨粗鬆症、脳の病気、心臓の病気、緑内障、ヘルニアなど）
※タオル、お水などのお飲物をご持参ください。
※インストラクターの指示に従わない場合の事故に関しては、一切責任を負
いかねます。
※レッスン前のお食事は、約2時間以上前におとりいただくようお勧めしております。
※前日の17:00以降のキャンセルは100%のキャンセル料が発生しますので
ご了承ください。
※12/31～翌年1/3は休止とさせていただきます。

開催時間／ 7:00
催行人数／ 2 名～
開催場所／レインフォレスト（インドアプール）

70 ¥5,170

70 ¥4,950 ¥5,500

カヌチャビーチ de 朝ヨガ

70

¥4,620

¥5,170¥4,620
レインフォレストde 朝ヨガ

※タオル、お水などのお飲み物をご持参ください。
※ヨガマットのレンタル代込み。
※荒天の際は中止になる場合がございます。
※動きやすい服装でご参加ください。
※男性・妊婦の方でもご参加いただけます。
※前日の17:00 以降のキャンセルは100%のキャンセル料が発生しますのでご了承ください。
※荒天時以外にも諸般の事情により中止する場合があります。
※12/31～翌年1/3 は休止とさせていただきます。

■4～10月  ■事前予約制 / 前日の17：00まで

■11～3月  ■事前予約制 / 前日の17：00まで

Resort relaxation

リラクゼーション

Menu Time/min Charge Note

カヌチャｄｅ朝ヨガ Yoga

開催日／月・水・金・日
開催時間／ 9:00
催行人数／ 1～ 2名
開催場所／レインフォレスト（インドアプール）
※濡れてもいい服装でご参加ください。（水着着用が望ましいです）
※運動に影響のある持病をお持ちの方や妊娠中の方はご遠慮ください。（過度な
高低血圧、骨粗鬆症、脳の病気、心臓の病気、緑内障、ヘルニアなど）
※タオル、お水などのお飲物をご持参ください。
※インストラクターの指示に従わない場合の事故に関しては、一切責任を負いか
ねます。
※レッスン前のお食事は、約2時間以上前におとりいただくようお勧めしております。
※酔いやすい方はサップヨガ中に酔いのような症状を感じることがあります。
　不調を感じたらすぐにインストラクターにお知らせください。
※前日の 17:00 以降のキャンセルは100%のキャンセル料が発生しますので
　ご了承ください。
※12/31～翌年 1/3は休止とさせていただきます。

70 ¥6,600 ¥7,700
■通年  ■事前予約制 / 前日の17：00まで

■通年  ■事前予約制 / 前日の17：00まで
Air Yoga

Morning Yoga at Kanucha Beach

Morning Yoga at Rain Forest

エアヨガ

SUP Yoga
サップヨガ

202103


