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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 アクセサリー作り体験 ハーバリウム作り体験

ジェルに詰めた
自分だけの美ら海♪
色とりどりの砂とガラスでできたパーツを
並べて描く想い出の海。透明ぷるぷる
キャンドルに小さなビーチを詰め込んで。

ボトル (小)　 ￥1,650
ボトル (四角) ￥1,650
ボトル（玉子）￥1,980

1作品

ガラスで作る
オリジナルペンダントトップ♪
ガラスの板に小さなガラスのカケラや棒
をのせてオリジナルのペンダントトップ
作り。簡易焼成炉で溶かして完成します。

ストラップ　 ￥2,200
ペンダント(革) ￥2,5301作品

サンゴや貝殻で作る
リゾート気分のアクセサリー♪
自然素材を使って作るアクセサリー。
お気に入りの貝やサンゴ、可愛い天然
ビーズをつなげてオリジナルの作品を。

ストラップ　 ￥1,980
ブレスレット ￥1,9801作品

サンゴやドライフラワーで
オリジナルのインテリア♪
カラフルなドライフラワーや貝殻を瓶に
詰めてインテリア雑貨作り。沖縄らしい
アイテムでお土産にもぴったり。

ボトル (大)    ￥3,0801作品

ご予約/お問い合わせ 内線レジャーカウンター  82

※上記金額はホテルご宿泊のお客様専用料金です。（すべて税込表示） 
※使用されるパーツによって追加料金がかかります。

より

より

シーサー色塗り体験

素焼きのシーサーやプレートに
好きな色を塗ろう♪
手作りの作品に色を付けたり、メッセー
ジを描いたりと、オリジナルに仕上げる
ことができます。素敵なお土産にどうぞ。

プレート(小) ￥1,980
プレート(大) ￥3,630
シーサー　　 ￥5,280

1作品

オススメ
アクティビティ 受付9:00‐17：00

ドライフラワーや貝殻で作る
ボタニカルなアイテム♪
透明感のあるジェルにドライフラワーや
サンゴ貝殻を詰めこんで、ボタニカルな
インテリア。プレゼントにもピッタリ。

ミニ　　￥2,500
シングル ￥3,500
ダブル　￥4,500

1作品

ボタニカルジェルキャンドル作り体験
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￥2,250
￥3,150
￥4,050

スタートキャンペーン

１０％OFF



パラセールフライボード

カヌチャスパ

※上記金額はホテルご宿泊のお客様専用料金です。（すべて税込表示） 
※詳しくは、オプショナルガイドブック「ファンファンクラブ」をご参照ください。

オススメ
アクティビティ

バギーアドベンチャーツアー ソーシャブルカート「SC-1」ゴーカート体験ツアー

バギーで沖縄やんばるの森を駆け抜けよう！
■ 参加基準　4 歳以上
■ 開催時間　9：30 ～ 16：15（所要時間 60 分）
■ 集合場所　東村又吉コーヒー園
※送迎はございませんので、お客様ご自身でご移動ください。
※ガイド料、保険料、バギーレンタル料込み
※前日の 17：00 までにご予約ください。

■9:00～21:00（最終受付時間19:30）
■1ラウンド（18 ホール）
■ハウスゲスト￥1,320
※クラブレンタル別途（お1人様）　￥550

■10:00～15:00
■所要時間　90～120 分
■集合場所　東村又吉コーヒー園
■16 歳以上￥4,500、15 歳以下￥3,500

■予約最終受付時間　前日16:00
■所要時間　120 分
■わんさか大浦パーク
■12歳以上￥6,600、3～11歳￥4,950

■9:00～22:00（最終受付時間21:30）
■ナイトプール 19:00～
■ハウスゲスト 大人￥1,650
　 小人（未就学）￥550

■16:00～、17:00～（最終受付時間12:00）
■所要時間  45 分　■催行 2 名以上
■ハウスゲスト￥1,500
　 小学生￥1,000、3～5 歳￥500

●16 歳以上￥6,500 ●11～15 歳 ￥5,500
● 4～10 歳￥500（４～10歳のお子様は大人の方と同乗）

●ハウスゲスト￥3,300 ●ビジター￥3,850

リゾートをカートで駆け抜ける！
■ 参加基準　8 歳以上、体重10～100kg
■ 開催時間　9：00～16：00（所要時間 30 分）
 　　　　　※7～9 月のみ 17：00 開催あり
※スピードは、8 ～ 11 歳のお子様は最高 8km/h、
　12 歳以上のお客様は最高 18km/h に設定しています。
※前日 18：00 までにご予約ください。

最先端の MR 技術で、非現実な世界へ！
■ 開催時間　19：00 ～ 22：00（所要時間 10 分）
■ 最終予約受付　17：30
■ 開催場所　カヌチャゴルフコース

● 1台 ￥3,300（1台につき最大 4名まで）

選べる
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内線レジャーカウンター  82 ＰFUNFUNクラブ  11

内線 751 内線 753 内線 754

内線レジャーカウンター  82 ＰFUNFUNクラブ  49内線ビーチカウンター  86 ＰFUNFUNクラブ 50

※料金には保険料（対人対物人身）が含まれます。

パークゴルフ やんばるジッ
プライン

モバイルプラ
ネタリウム

インドア・ナ
イトプール

大浦マングロ
ーブカヤック

ＰFUNFUNクラブ  51 ＰFUNFUNクラブ  11 ＰFUNFUNクラブ  15 ＰFUNFUNクラブ  56 ＰFUNFUNクラブ  17

■9:00～17:00（7～9 月 17:30 まで）
■6 歳以上（12 歳以下は保護者同伴）
■7/16 まで大人￥3,520、小人￥2,970
　7/17～ 8/31  大人￥3,850、小人￥3,300

リゾートならではの開放感がたっぷり。贅沢な
ロケーションの中で受けるスパトリートメント
は日常を忘れる至福のひと時。
■金・土のみ営業　13 : 0 0～22 : 0 0

SUI ～瑞～琉球整体タイ古式＆アジアンヒーリング
ＴＵＫＴＵＫ

伝統あるタイ古式リラクゼーションと、ハワイ
アンロミロミをベースとしたオリジナルのアジ
アンヒーリング。
■火曜定休　14:00～23:00

中国伝統の整体術をカヌチャ流にアレンジ。
頭から足の先まで全身の筋肉に圧をかけながら
伸ばしてほぐします。
■13:30～24:00

内線 8475

新しいようで懐かしい優しい手の温もり。「10 分
で手から伝わる幸せホルモン」が心と体に深く
沁みわたり、今までにない心地良さ。
■土・日のみ営業　10:00～18:00

■9:00～17:00（7～9 月 17:30 まで）
■年齢制限なし  5 歳以下は保護者同伴
■7/16 まで大人￥1,870、小人￥1,320
　7/17～ 8/31  大人￥2,200、小人￥1,650

■9:00～17:00（7～9 月17:30 まで）
■所要時間 10 分
■ハウスゲスト大人￥2,750
　 小人￥2,200（3 歳以上）

■9:00～18:00
■所要時間 チャレンジコース20 分
■12 歳以上、40～90kg、足22～28cm
■ハウスゲスト大人￥7,700

■9:00～17:00
■所要時間 60 分（飛行時間約10分）
■21kg 以上
■ハウスゲスト￥7,700、乗船￥2,200

オーシャンパ
ーク

ウォーターキ
ッズガーデン スーパーマー

ブル

ＰFUNFUNクラブ  19

ＰFUNFUNクラブ  39 ＰFUNFUNクラブ  41 ＰFUNFUNクラブ  47 ＰFUNFUNクラブ  45

ＰFUNFUNクラブ  20 ＰFUNFUNクラブ  22 ＰFUNFUNクラブ  21 ＰFUNFUNクラブ  28

内線レジャーカウンター  82

内線レジャーカウンター  82内線ビーチカウンター  86

毎週金・土
開催

��������������������


