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ACTIVITY GUIDE BOOKACTIVITY GUIDE BOOK
アクティビティガイド

世界遺産群の「斎場御嶽」＆
　　　　神々の島「久高島」ガイド付
～神秘のパワースポット巡り～

元始の森「ガンガラーの谷」＆
　　　世界遺産「斎場御嶽」ガイド付ツアー
おきなわワールド（フリーパス券）入場料とランチ付

久高島ガイド付きツアー

沖縄のスピリチュアルスポット
地元ガイドが詳しく、楽しくご案内いたします。

¥11,500 子供（4歳～11歳） ¥10,200
幼児（3歳以下） ¥3,500

自然崇拝が信仰の中心になっている沖縄でも特にパワーが
強いと言われている斎場御嶽（せーふぁうたき）と久高島を、
南城市教育委員会が認定した地元ガイドと共に巡るツアー。

琉球開闢神話では、アマミキヨが降り立った地とされる五
穀発祥の地、神の島「久高島」。
その久高島だけを思いっきり満喫したいという方におすす
め！！地元ガイドと共に久高島をめぐりませんか。
さらに、南城市道の駅や知念岬でもフリータイムあり♪

送迎

料金に含まれるもの／乗船料・久高島ガイド料・保険料金に含まれるもの／乗船料・ガイド料・保険

料金に含まれるもの／ガイド料（2か所）、おきなわワールド（フリーパス券）入場料、昼食代、保険

所要時間：約8時間 0
～
歳

最少催行人数：2名

¥11,500 子供（4歳～11歳） ¥10,500　幼児（3歳以下） ¥3,500

自然の中に祈りの場や神秘を見出し、風水思想も強い地『沖縄』
その中でもパワーが強いといわれている『斎場御嶽（せーふぁ
うたき）』と、数十万年前の時が作り上げた鍾乳洞が崩壊してで
きた『ガンガラーの谷』を地元ガイドと巡るツアー♪
その後は、おきなわワールドでランチ＆おきなわワールド
（フリーパス）で1日を楽しもう♪

送迎
所要時間：約10時間 0

～
歳

最少催行人数：2名

¥9,200 子供（4歳～11歳） ¥7,900　幼児（3歳以下） ¥3,500
送迎

所要時間：約8時間 0
～
歳

最少催行人数：2名

せ い ふ ぁ う た き

旅行条件書

斎場御嶽（せーふぁうたき）斎場御嶽（せーふぁうたき）

斎場御嶽（せーふぁうたき）斎場御嶽（せーふぁうたき）ガンガラーの谷ガンガラーの谷 おきなわワールドおきなわワールド

〒900-0014 沖縄県那覇市松尾2丁目5ー7
T : 098 860 8366   F : 098 860 8258  W : www.hotelcol lect ive. jp

※本パンフレットに記載されているアクティビ
ティは全て(株)セルリアンブルーが運営して
おります。各アクティビティに関する責任・損
害は全て(株)セルリアンブルーが負い、ホテ
ルコレクティブは一切の責任を負いかねます
ので予めご了承下さい。 
　（株）セルリアンブルー  T：098 941 6828

※取消料について
■旅行開始日の前日から起算して20日～8日前まで
　（日帰りにあたっては、10日前まで）…20％
■旅行開始日の前日から起算して7日～2日前まで…30％
■旅行開始日の前日から起算して旅行開始日前日…40％
■旅行開始日の前日から起算して旅行開始日当日（下記条項を除く）…50％
■旅行開始日の前日から起算して旅行開始後又は無連絡不参加…100％

※最小催行人数はホテル送迎付の場合となります。 お1人様からのアクティビティのご予約も承っております。

※表示価格は大人料金（税込）です。 お子様料金の記載がないものについてはお問い合わせ下さい。
※表示時間は送迎時間を含む目安の所要時間となります。前後する場合もございますのでご了承下さい。

※マスク持参、着用をお願い致します。またツアーにより、受付時に検温をお願いさせて頂く場合がございます。

前日の18：00までにご予約ください。※ご予約はフロントにて承ります。



¥9,980（6歳～59歳まで）　最少催行人数：2名 6～歳所要時間：約6時間

青の洞窟シュノーケリング+ダイヤモンドビーチ

※表示価格は大人料金(税込)です。 お子様料金の記載がないものについてはホテルのフロントまでお問い合わせ下さい。
※表示時間は送迎時間を含む目安の所要時間となります。前後する場合も御座いますことご了承下さい。

¥14,500（10歳～59歳まで）　最少催行人数：2名
所要時間：約6時間

青の洞窟体験ダイビング+ダイヤモンドビーチ
10～歳

送迎

送迎

ホテル⇔アクティビティ
送迎付き

年齢制限
（※表記の場合は4歳から）現地集合・解散 4～歳送迎 現地

持参するもの／ 水着着用の上、バスタオル、ビーチサンダル、着替え等はお持ちください。
 ツアー終了後はショップにてシャワーをご利用頂けます。

大人気スポット！ 青く幻想的な空間「青の洞窟」でのシュノーケリング! 
ガイドと一緒でなければたどり着くことができない穴場ポイントで、神秘
的な時間をお楽しみください。

今、一番人気の「青の洞窟」でダイビング! 自然の神秘を感じるブルーに
染まる時間。 ガイドもついているので初心者でも安心! 
ビーチとは一味違う沖縄の海を満喫ください。
持参するもの／ 水着着用の上、バスタオル、ビーチサンダル、着替え等はお持ちください。
　 ツアー終了後はショップにてシャワーをご利用頂けます。

パラセーリング
¥8,500 最少催行人数：2名 6～歳所要時間：約3時間

沖縄の海を地上40～50メートルから
望めるパラセーリング! 太陽の光で
輝く群青と紺碧のコントラストが美し
い海を独り占め。 絶景の景色を眺め
ながら優雅なひとときを。

※体重20㎏以上

送迎

比謝川マングローブ
カヤックツアー

¥9,800 3～歳所要時間：約4時間

琉球王朝時代から景勝地として知ら
れる比謝川をカヤックを漕いで進み
ます。うっそうとマングローブが生い
茂る生き物たちの楽園で、沖縄の自
然と歴史に触れるひとときを!

最少催行人数：2名 送迎

慶良間諸島
体験ダイビングツアー
¥10,000（10歳～59歳まで）最少催行人数：10名 10～歳所要時間：約7時間

誰もが一度は訪れたい楽園「慶良間
諸島」。ダイバーにとっては｢超｣がつ
くほど有名な日本屈指のダイブエリ
アです。慶良間体験ダイビングで白
い砂と珊瑚の楽園世界に癒されませ
んか？シュノーケルができるのもうれ
しいポイント！

送迎

BUS TOUR

¥9,900

所要時間：約7.5時間

高速船 or フェリーで行く！
渡嘉敷島日帰り海水浴ツアー
①熱帯魚の楽園♪阿波連ビーチ

持参するもの／ 水着、着替え、バスタオル等をご持参ください。  
※別途、『渡嘉敷村環境協力税（100円）』のお支払いをお願い致します。

0～歳 送迎
最少催行人数：2名以上

フェリー利用 大人（12歳～59歳）
子供（6～11歳） ¥6,400
幼児（5歳以下/昼食無し）※大人1名につき1名まで ¥900
幼児（5歳以下）※上記にあてはまらない場合 ¥4,400

¥11,900

所要時間：約9.5時間 0
～
歳 送迎

最少催行人数：2名以上

高速船利用 大人（12歳～59歳）
子供（6～11歳） ¥7,700
幼児（5歳以下/昼食無し）※大人1名につき1名まで ¥900
幼児（5歳以下）※上記にあてはまらない場合 ¥5,700

¥15,500

所要時間：約7.5時間

②【阿波連ビーチ】海水浴+
　【とかしくビーチ】シュノーケリングツアー

6～歳 送迎
最少催行人数：2名以上

フェリー利用 大人（12歳～59歳）
子供（6～11歳） ¥12,400

¥16,800

所要時間：約9.5時間 6
～
歳 送迎

最少催行人数：2名以上

高速船利用 大人（12歳～59歳）
子供（6～11歳） ¥12,800

¥10,400

所要時間：約7.5時間

③ウミガメが棲む♪とかしくビーチ

0～歳 送迎
最少催行人数：2名以上

フェリー利用 大人（12歳～59歳）
子供（6～11歳） ¥6,800
幼児（5歳以下/昼食無し）※大人1名につき1名まで ¥900
幼児（5歳以下）※上記にあてはまらない場合 ¥4,800

¥12,200

所要時間：約9.5時間 0
～
歳 送迎

最少催行人数：2名以上

高速船利用 大人（12歳～59歳）
子供（6～11歳） ¥7,800
幼児（5歳以下/昼食無し）※大人1名につき1名まで ¥900
幼児（5歳以下）※上記にあてはまらない場合 ¥5,800

シュノーケリングも楽しめますシュノーケリングも楽しめます

とかしくビーチとかしくビーチ

阿波連ビーチ阿波連ビーチ

とかしくビーチとかしくビーチ

阿波連ビーチ阿波連ビーチ

沖縄美ら海水族館（海洋博公園）沖縄美ら海水族館（海洋博公園）

熱帯ドリームセンター熱帯ドリームセンター

古宇利島古宇利島

北谷アメリカンビレッジ北谷アメリカンビレッジ

万座毛万座毛

那覇発 美ら島終日観光バスツアー（Ａコース）
¥5,980 子供（3歳～中学生）￥3,980、2歳以下（座席無し）￥0

最少催行人数：10名 所要時間：約10時間 0
～
歳

古宇利島→沖縄美ら海水族館→御菓子御殿→万座毛などを周り那覇
に戻ってくる人気のバスツアーです。（バスガイドがご案内）

現地

8：20集合　県庁前パレットくもじ（ニッポンレンタカー前）
8：50集合　おもろまちＴギャラリア（洋服の青山側）

那覇発 美ら島終日観光バスツアー（Bコース）
¥5,000 子供（3歳～中学生）￥3,980、2歳以下（座席無し）￥0

最少催行人数：10名 所要時間：約10時間 0
～
歳

古宇利島→熱帯ドリームセンター→御菓子御殿→万座毛などを周り
那覇に戻ってくる人気のバスツアーです。（バスガイドがご案内）

現地

8：20集合　県庁前パレットくもじ（ニッポンレンタカー前）
8：50集合　おもろまちＴギャラリア（洋服の青山側）

那覇発 美ら島終日観光バスツアー（Cコース）
¥5,680 子供（3歳～中学生）￥3,880、2歳以下（座席無し）￥0

最少催行人数：10名 所要時間：約11時間 0
～
歳

古宇利島→沖縄美ら海水族館→御菓子御殿→アメリカンビレッジなど
を周り那覇に戻ってくる人気のバスツアーです。（バスガイドがご案内）

現地

8：35集合　県庁前パレットくもじ（ニッポンレンタカー前）
9：05集合　おもろまちＴギャラリア（洋服の青山側）

那覇発 美ら島終日観光バスツアー（Dコース）
¥5,000 子供（3歳～中学生）￥3,380、2歳以下（座席無し）￥0

最少催行人数：10名 所要時間：約11時間 0
～
歳

古宇利島→熱帯ドリームセンター→御菓子御殿→アメリカンビレッジなど
を周り那覇に戻ってくる人気のバスツアーです。（バスガイドがご案内）

現地

8：35集合　県庁前パレットくもじ（ニッポンレンタカー前）
9：05集合　おもろまちＴギャラリア（洋服の青山側）



ホエールウォッチングツアー

渡嘉敷島上陸散策付き♪ホエールウォッチングツアー

冬季限定

モニターキャンペーン

冬の人気アクティビティ
「ホエールウォッチング」！！
冬を繁殖活動の時期としているザトウ
クジラですが温暖で波静かな沖縄に
拠点を移します。
巨大生物の圧倒的な存在感。船の間
近で見れるスポットまで行くのでザトウ
クジラの大迫力に興奮まちがいなし。

セルリアンブルーだけの特別ツアー渡嘉敷島上陸＆
ホエールウォッチングツアーがセットで体験可能！
渡嘉敷島上陸後は、1時間の散策タイム♪
その後、クジラ探しの冒険へ出発♪
クジラを見られる時期は、冬の期間限定なので今がチャ
ンスです！
沖縄の冬の名物、大迫力のホエールウォッチングをこの
機会にぜひお楽しみください♪

地球上最大の哺乳類との出会いに感動！

2022年12月24日～2023年4月2日まで

参加後アンケートに答えるだけで20％OFF！！

9：00発コース／13：30発コース
¥4,800大人（12歳以上） 0～歳所要時間：約3時間

子供（3歳～11歳）¥3,800　幼児（2歳以下）￥1,800

¥4,600大人（12歳以上）
通常¥5,800円が

子供（3歳～11歳）¥4,800→¥3,800
幼児（2歳以下）￥2,000→¥1,600

★万が一クジラをご覧頂けなかった場合、
次のいずれかのご対応となります。
①再乗船（日時を改めてプランにご参加頂
いております。（2023.4/2まで））
②全額返金（※2022.12/24～2023.1/31・
4/1～4/2は対象外）
※ただし下記の内一つでも該当した場合は、
対応を致しかねますのでご了承ください。
●遠くにブロー（潮吹き）が確認できた。
●お客様のうち、複数人がクジラを確認できた。

★送迎サービスをご利用の人数により、お迎えにお時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。★防寒、防水の準備は、お客様ご自身でお願い致します。乳幼児や高齢者の方
は、海況によりご乗船をお断りする場合もございます。また、妊婦のお客様は船のエンジンの振動が悪影響となるため安全上ご参加いただけません。ご了承ください。

最少催行人数：6名以上

0～歳所要時間：約5時間最少催行人数：5名以上
★ツアー終了後アンケートに答えてお得に参加

運営
会社

現地

whale 
watching
2022-2023

送迎



ホエールウォッチングツアー
沖縄で出会えるダイナミックな感動体験！

ホエールウォッチングツアー
沖縄で出会えるダイナミックな感動体験！

ホエールウォッチングで
必要な準備は？

知っていると楽しみ2倍♪
ザトウクジラ水面での主な行動パターン

ホエールウォッチングで出会えるのは、
どんなクジラ？

1月から3月にかけて、沖縄の海はとても賑やかになります。
座間味島沖でザトウクジラが確認される季節、いよいよホエー
ルウォッチングのベストシーズンを迎えます ／( ̂  ▽ ̂  )／
そして連日のように、本当や慶良間島などから船に乗り込み、
クジラの生態に迫るホエールウォッチングツアーが行われます。
クジラとのダイナミックで感動的な出会いは、きっと忘れられない
体験になるはず！
クジラの海へ出かける前に、クジラに関するまめ知識や、
ツアーへ参加する前に知っておきたいこと等、お役立ち情報を
まとめて紹介していきます。

北の海からはるばる慶良間島にやってくるザトウクジラ。
体長約15メートル、体重約30トンもの巨体に、大きな胸びれ
と扇のような尾びれが特徴です。特に尾びれは、体長の
3分の1、約5メートル近くにも及びます。ダイナミックな動き
をするのも納得です！

沖縄本島の西側にある渡嘉敷島や座間味島周辺の慶良間
（ケラマ）近海は、言わずと知れたホエールウォッチングのメッカ。
その他、本島北部の伊江島でもホエールウォッチングが行われて
います。ツアーの出発地は、那覇や読谷村、恩納村など本島発、
座間味島発と様々。例えば、本当をゆっくり観光してホエールウォッ
チングも楽しみたい！ という方には本島発、じっくり島旅を楽しむなら
離島発と旅のスタイルに合わせて選べるのも嬉しいポイントです。

夏場を北の海で過ごし、秋頃から南へ下り始め、小笠原諸島、沖縄周辺などに姿を現すクジラたち。
その移動距離はナント、約9,000km！ 春から夏にかけてアラスカ海域の豊富なエサでお腹を満たし、栄養を
蓄えたザトウクジラは、秋から冬にかけて沖縄近海で出産、育児えおするために訪れています。
ツアー中には、赤ちゃんクジラを連れて泳ぐ愛らしい後継に出会えることも。

なぜ沖縄の海にクジラがやってくるの？
どこでクジラに会えるの？


