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

那覇発 美ら島終日観光
バスツアー（Cコース）

所要時間：約11時間 0
～歳

沖縄美ら海水族館→古宇利島→御菓子御殿→万
座毛→アメリカンビレッジの人気スポットを巡り那
覇に戻ってくる、観光もショッピングも楽しめる充
実のバスツアーです。

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）

気分爽快オープントップバス

2便／アメリカンビレッジコース

1便／ウミカジテラスコース 那覇市

北谷町

¥2,500 子供（4歲～12歳）￥1,500　3歳以下（座席あり）￥1,000
3歳以下（座席無し）￥0

最小催行人数：10名

¥5,100 子供（3歳～中学生）￥3,600 
2歳以下（座席無し）￥0

最小催行人数：10名

料金に含まれるもの／バス乗車料・沖縄美ら海水族館入場料・バスガイド料
※昼食代は含まれておりません、海洋博公園（美ら海水族館）にて各自で
　おとりいただいております。

料金に含まれるもの／バスガイド代
※3歳以下のお子様は無料（バスの座席はなしとなります）
　座席有りの場合は￥1,000となります

所要時間：約2.5時間 0
～歳 現地

¥2,800 子供（4歲～12歳）￥1,700　3歳以下（座席あり）￥1,000
3歳以下（座席無し）￥0

最小催行人数：10名 所要時間：約2.5時間 0
～歳 現地

1便／  8：50集合　県議会前（県庁前ひろば）
2便／11：10集合　県議会前（県庁前ひろば）

斎場御嶽&
久高島ガイド付きツアー 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。

¥10,800 子供（4～11歳） ¥9,500
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、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。

斎場御嶽&ガンガラーの谷
ガイド付きツアー

送迎送迎

パワースポット『斎場御嶽』と、数十万
年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
イドと巡るツアーです。
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

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！！南城市教育委
員会認定の地元ガイドと共に巡った
後は、フリータイム！ 約2時間自由に
久高島内を散策することができます！
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

所要時間： 8時間 0
～歳

最小催行人数：2名

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

所要時間：8時間 0
～歳

最小催行人数：2名 送迎

¥10,800 子供（4～11歳） ¥9,800
幼児（3歳以下） ¥3,500

所要時間：10時間 0
～歳

最小催行人数：2名

〒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。



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

※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ください。
※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。

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

（10歳～59歳まで）

（高校生以上）

¥10,000 子供（5～11歳）6,400円　
幼児（4歳以下）1,500円大人 0～歳所要時間：約7時間

阿波連ビーチフリープラン

送迎
最小催行人数：2名

¥13,500 子供（6～11歳）10,500円大人 6～歳所要時間：約7時間

阿波連ビーチ
シュノーケリングツアー

送迎
最小催行人数：2名

¥15,500 子供（6～11歳）12,400円大人 6～歳所要時間：約7時間

渡嘉敷島 阿波連ビーチ海水浴+
とかしくビーチ海亀インストラクター付き
シュノーケリングツアー

送迎
最小催行人数：2名

¥10,400 子供（5～11歳）6,800円　
幼児（4歳以下）1,500円大人

所要時間：約7時間

とかしくビーチフリープラン

最小催行人数：2名

昼食付き

昼食・シュノーケル一式付き 昼食・シュノーケル一式付き

昼食付き

［フェリー］要予約、那覇10：00発/渡嘉敷16：00発(所要時間約70分)、 ［持参するもの］水着/バスタオル/お着替え/日焼け止めなど

慶良間諸島渡嘉敷島ビーチプラン慶良間諸島渡嘉敷島ビーチプラン
阿波連ビーチ・とかしくビーチ阿波連ビーチ・とかしくビーチ

0～歳 送迎

¥9,800（6～59歳まで）　最小催行人数：2名

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。

6～歳所要時間：4時間

青の洞窟シュノーケリング

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。

¥13,000 （10～59歳まで）　最小催行人数：2名
所要時間：4時間

青の洞窟体験ダイビング

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。

※いづれも送迎とインストラクターは1グループに1名対応のプライベートアクティビティ。但し、船は乗り合いとなります。

10～歳

送迎

送迎

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で漕いで進み
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!

所要時間：4時間

比謝川マングローブカヤックツアー

3～歳 送迎
最小催行人数：2名

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! 日本屈指のダイブエリア。慶良間体験ダイビングで白い砂と珊瑚
の楽園で癒されませんか？シュノーケルができるのもうれしいポイント！

所要時間：7時間

慶良間諸島体験ダイビングツアー
送迎

最小催行人数：8名

ナガンヌ島日帰り海水浴ツアー

所要時間：約7時間 0
～歳 送迎

最小催行人数：2名

チービシ半日シュノーケルツアー
¥7,000（12歳以上）　

所要時間：約4時間 12
～歳 送迎

最小催行人数：2名

クルーザーで20分、慶良間の無人島。のんびり散策や貝
殻拾いは疲れた心を癒します。太陽の光で輝く海。絶好の
ロケーションで、賛沢な一日を過ごしてみませんか。

那覇出発、船で20分！慶良間諸島でも那覇から一番近
いチービシでシュノーケリング！運が良かったらウミガメ
にも会える！

¥6,20010月¥8,0007～9月

¥10,000 10～歳

持参するもの／ 水着着用の上、バスタオルをお持ちください。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。

¥9,800

クルーザー＆ボートプライベートチャーター

所要時間：4時間～

大型クルーザーをはじめ、ボート
チャーターがOK！ 海を熟知したベテ
ラン船長が沖縄の海をガイドします。

¥119,000～ ¥85,000～
デイチャーター4時間 ナイトクルーズ1.5時間

現地

半日沖釣り体験
¥10,500 最小催行人数：5名 0～歳所要時間：5時間

那覇から一番近い慶良間の無人島付
近で沖釣り体験。経験者・初心者問わ
ず楽しめます!

パラセーリング
¥8,500 最小催行人数：2名 4～歳所要時間：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! 絶景を眺め
ながら優雅なひとときを。

※体重20㎏以上

送迎 送迎


