
プログラム名 開始 所要 イルカとのふれあい度 料金（税別） 内容

ドルフィンファンスイム
12:00
14:00

70分 ★★★★★
通常⇒\14,000

2017.7/1～8/31⇒\16,000

イルカについて学んだあとに、イルカとおもちゃを使って遊んだり、全身水の中に
入って遊びます。水中でイルカの背中を触ったり、イルカの背びれにつかまって
泳ぐこともできます。

※身長125cm以上。25m以上泳げる方。

ドルフィンエンカウンター
10:00
11:00

50分 ★★
通常⇒\7,000

2017.7/1～8/31⇒\8,000

イルカとのふれあいを通して、イルカについて学ぶプログラムです。ゲームを
しながら生態を学んだり、膝まで水中に入ってイルカとふれあいます。

※0歳以上　※未就学児は保護者同伴（有料）

イルカウォーキングツアー
9:00
11:00
15:00

20分
大人（中学生以上）：\1,000

小人（4歳以上）：\800
幼児：無料

イルカの部屋へ行き自由時間のイルカをすぐ近くで観察することができる、
見学的なプログラムです。写真も自由に撮ることができます。

※0歳以上　※未就学児は保護者同伴（有料）

もぐもぐピクニック
11:00
13:00

40分
通常⇒\2,500

2017.7/1～8/31⇒\3,500

いろいろな動物にご飯をあげるプログラムです。リクガメ、ウミガメ、イルカに
ご飯をあげ、食べ方の違いなどを観察することができます。

※0歳以上　※未就学児は保護者同伴（有料）

ドルフィンわくわく散歩
※2017.11/1～2018.3/20 限定

11:00
14:00

30分 ★ ¥3,500

冬季限定プログラムです。ぬれずにイルカと遊べるプログラムです。手のひらに
キスのプレゼントがあります。

※0歳以上　※未就学児は保護者同伴（有料）

ファミリードルフィン
※マリンピアザオキナワ宿泊者 限定

※2017.4/1～6/30・
2017.10/1～2018.3/20 限定

9:00 50分 ★★★★
1組(5名まで）/\50,000

貸し切りでイルカと遊べるプログラムです。イルカとおもちゃを使って
遊んだあとは水の中に入って一緒に泳ぎます。背びれにつかまって
泳ぐこともできます。

※0歳以上　※イルカと泳ぐのは身長110㎝以上の方のみ
※未就学児は保護者同伴（有料）

ドルフィンプログラム



プログラム名 開始時間 時間 料金（税別） 内容

シーサイクル
9:00～16:00

60分毎
50分 ￥5000／ 艇

海上を自由にサイクリング。自転車と同じようにペダルを漕いで進みます。
子供から大人まで安心して楽しめます。

定員：4名
※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

ビックスライダー
9:00～16:40

20分毎
10分 ¥1,800

水面近くを滑るように走り、爽快感をお楽しみください。

定員：3名
※9歳以上

オーシャンパーク
※2017.4/1～9月末　限定

10:00
14:00

120分
大人（中学生以上）：\6,500

小人（4歳～）：\5,500

大型カタマランヨットをベースにサンゴ礁近くに浮かべて海水浴、
バナナボート、マリンジェット、海上遊具等、自由に遊ぶ2時間
（移動時間含む）のプログラムです。

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

フライングジェットボード
9:00～16:00

60分毎

初心者：30分
※安全講習含む

経験者：20分

初心者：￥6,000
経験者：￥5,000（2回目以降）

水上バイクの噴射を利用して簡単に空へ異次元体験の空中散歩。

定員：1名
※中学生以上（足のサイズ23ｃｍ～28ｍ）

バナナボート
9:00～16:40

20分毎
15分 ¥1,500

マリンスポーツの定番！波しぶきをあげながら水面をすべるように
走ります。

定員：10名
※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

ビックマーブル
9:00～16:40

30分毎
10分 ¥1,700

海のジェットコースター、スピード感抜群！！

定員：4名
※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

ZUP（ザップ）ボード
9:00～16:40

30分毎
20分 ¥2,500

腕力や難しい技術はいりません。誰でも気軽にボードスポーツを
楽しめます。

定員：1名
※身長150ｃｍ以上

ジェットスキー
9:00～16:40

20分毎
10分 ¥1,500

スピード感あふれる体験を満喫できます。

定員：2名
※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

マリンプログラム

マリンスポーツ



カヌー
9:00～16:00

60分毎
50分

大人（中学生以上）：￥2,800
　小人（4歳以上）：￥1,900

初心者の方でも安心して乗れるカヌーは、カップルでも親子でもペアで
楽しめる人気メニューです。

1艇/定員：2名
※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

シーカヤック
アドベンチャー

9:30
13:00
15:00

120分
大人（中学生以上）：￥5,000

小人（4歳以上）：￥3,800

もとぶ元気村からバナナボートでプライベートビーチへ、。カヤックに
乗り換えてサンゴ礁広がる海へ出発。途中のビーチに上陸したり、きれいな
海で海水浴や生物観察など満足できる2時間です。

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

スタンドアップパドル
9:00～16:00

60分毎
50分 ¥3,000

ハワイ生まれのスタンドアップパドル。水上散歩をしながら、熱帯魚や
サンゴ礁をのぞいてみよう。

※参加条件：身長150ｃｍ以上

スタンドアップ
シュノーケル

10:00
13:30
15:30

120分 ¥6,000

スタンドアップパドルで、もとぶ元気村近くのサンゴ礁までパドリング。
ボードと身体をリーシュコード結ぶので安心してシュノーケリングを
楽しめます。

定員：8名
※身長150ｃｍ以上
※9歳以上

シュノーケリング
9:00
13:00

120分
大人：￥5,500
小人：￥4,500

プールトレーニング受講後、もとぶ元気村周辺の美しい海で熱帯魚と
サンゴ礁を満喫！

※9歳以上

やんばるイノー探検
干潮時のみ開催
（潮位50ｃｍ以下）

9:00～16:00
60分毎
1日8回

90分
大人（中学生以上）：￥2,900

小人（4歳以上）：￥1,900

大潮限定プログラム。潮の引いた浅瀬（イノー）には、普段見ることの
できない海の生き物やサンゴが生活しています。観察しに出かけて
みましょう。

定員：20名
※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）



モーターボート操縦体験
※2017.4/1～9月末　限定

9:00
10:00
11:00
14:00
15:00
16:00

10分 ¥1,500

モーターボートを自分で操縦できます。モーターボート操縦の楽しさと
スピード感をお楽しみください。

定員；4名
※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

コーラルビュー
クルージング

10:00
11:00
13:00
14:00

40分
大人（中学生以上）：￥2,200
　小人（4歳以上）：￥1,400

幼児：無料

沖縄本島で最も美しいと言われているいるサンゴ礁を水中展望室から
お楽しみください。（ポイント到着後、船室が約1.2m海中へ下がります）

定員：44名
※0歳以上、未就学児は保護者同伴（有料）

サンセットセーリング
（大型ヨット）

出航時間は
日没により調整

50分
大人（中学生以上）：￥3,500

小人（4歳以上）：￥2,500

大型ヨット「ゆいま～る号」はバリアフリーで車椅子でも乗船可能です。
夕日に染まるヨットの上で風と波の音をお楽しみください。

定員：30名
※最小催行6名
※車椅子：最大10台
※出航時間は日没時間により調整
※8歳以下は保護者同伴（有料）

ヨットセーリング
（小型ヨット）

9:00～16:00
60分毎

50分
大人（中学生以上）：￥2,800
　小人（4歳以上）：￥1,900

カタマランヨット（小型双胴船）は安定感があり、初心者でも風の力だけで
進む帆走体験ができます。

1艇/定員：4名
※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

クルージング・セーリング



護岸釣り
9:00～16:00

60分毎
50分 ¥1,000

護岸で釣り体験がお楽しみいただけます。初心者にお勧めです。
レンタルセット（釣具・餌）あり。

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

釣堀
9:00～16:00

60分毎
50分 ¥1,100

気軽に釣り体験！初心者にお勧めです。レンタルセット（釣具・餌）あり。
※釣れたお魚はキャッチ＆リリースとなります。

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

防波堤釣り

9:00
11:00
13:00
15:00

120分 ¥2,500

渡し船で、もとぶ元気村の防波堤まで行き、釣りをお楽しみいただけます。
中級者にお勧めです。レンタルセット（釣具、餌、船代含む）あり。

定員：12名
※最小催行2名
※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

船釣り
9:00
13:00

180分 ¥5,000

もとぶ元気村周辺海域で船釣り体験！スタッフが同行しますので、
初心者の方でもお楽しみいただけます。
レンタルセット（釣具、餌、船代含む）あり。

定員：6名
※最小催行2名
※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

カヤックフィッシング
10:00
13:00
15:00

120分 ¥4,200

元気村周辺海域のフィッシングポイントに浮かべているブイに、カヤックを
係留しフィッシングを楽しめます。

※最小催行2名
※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

フィッシング



プログラム名 開始時間 所要時間 料金（税別） 内容

紅型エコバッグ作り 9：00～17：00 50分 ¥1,000
型取りされた模様に色を塗り、琉球文化の染物「紅型」のエコバッグを作ります。

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

三線教室 9：00～17：00 50分 ¥2,000

チンダミ（チューナーを使った調弦の仕方）を覚え、沖縄の伝統楽器
「三線」の弾き方を学び、初心者の方でも弾きやすい沖縄民謡
「安里屋ユンタ」を演奏します。

※9歳以上

カンカラ三線作り 9：00～17：00 50分 ¥4,000

沖縄の伝統楽器「三線」を空き缶と木を組み立てて作ります。
チンダミ（調弦）や弾き方も指導します。

※9歳以上

琉球玩具指ハブ作り 9：00～17：00 50分 ¥1,000

昔ながらの玩具「指ハブ」を、アダンの葉を使って、編みこみながら
手作りします。

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

ジェルキャンドル作り 9：00～17：00 50分 ¥1,000

好きなグラスに沖縄の砂・サンゴ・貝を入れて、透明なロウを流し込み
オリジナルキャンドルを作ります。

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

サンゴ風鈴作り 9：00～17：00 50分 ¥1,000
自然の木・サンゴ・貝を使って、涼しげな音を奏でる風鈴を作ります。

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

陶芸手練り 9：00～17：00 50分 ¥1,000

陶芸用粘土を使って、沖縄の守り神「シーサー」や一輪挿しなどを
作ります。※焼き上げた後、発送いたします。（着払い、国内のみ）

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

陶芸絵付け 9：00～17：00 50分 ¥1,000

素焼きした陶器に、陶芸用絵の具で絵を描いて作品を完成させます。
※焼き上げた後、発送いたします。（着払い、国内のみ）

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

美ら海染め 9：00～17：00 50分 ¥2,000

サンゴの模様を活かし、好きな色でデザインしたオリジナルＴシャツを
作ります。

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

グラススケッチ 9：00～17：00 50分
\1,800～\2,500

※グラスの色・サイズによって料金が
異なります。

カラーグラスに好きな絵を彫って自分だけのオリジナルグラスを作ります。

※6歳以上、10歳以下は保護者同伴

ウッドバーニング 9：00～17：00 50分 ¥1,300

沖縄県産木材に絵や文字をデザインし電熱ペンでネームプレート等を
描いていきます。

※6歳以上、10歳以下は保護者同伴

島ぞうりアート 9：00～15：00 120分 ¥1,500
島ぞうりにデザインした絵や文字を彫り完成させます。

※6歳以上、10歳以下は保護者同伴

文化体験プログラム



プログラム名 開始時間 所要時間 料金（税別） 内容

海馬あしび～
※2017.7/1～9/30 限定

9:00
15:00

40分 ¥10,000

与那国馬について学ぶプログラムです。馬のブラッシングや蹄の手入れに
挑戦しよう。仲良くなったら最後は一緒に海に入って遊びましょう。

※10歳以上　※要予約(前日まで）

カメさん教室
9:30
14:00

30分 5名1組/\4,000

貸し切りでリクガメとふれあうプログラムです。リクガメをお風呂に入れたり、
ご飯をあげたりすることができます。

定員：1組（5名）
※0歳以上　※未就学児は保護者同伴（有料）

お魚教室
11:30
15:30

20分 \1,500
※幼児：無料

沖縄の海やサンゴについて学んだ後、珊瑚礁に棲む生き物を見学に
ふれあいラグーンへ行きます。ナマコやヒトデ触れながら沖縄の自然に
ついて学びましょう。お魚にご飯をあげることもできます。

※未就学児は保護者同伴（有料）

乗馬体験
10:00
12:00
14:00

5分 ¥500

与那国馬にまたがって散歩できるプログラムです。海をバックに記念撮影も
行えます。

※0歳以上　※0～3歳の方は写真撮影のみ

馬の学校
※2017.4/1～6/30・

2017.10/1～2018.3/31 限定

9:00
15:00

40分 ¥2,500

与那国馬について学ぶプログラムです。馬のブラッシングや蹄の手入れに挑戦
しよう。馬と仲良くなれば一緒にお散歩ができます。

※4歳以上　※未就学児は保護者同伴（有料）　※要予約(前日まで）

生き物ふれあい体験



プログラム名 開始時間 所要時間 料金（税別） 内容

イルカのしいくがかり 14:00 50分 ¥2,500

イルカのご飯を作って、笛をふく練習をして、合図を出してみよう！うまく
ジャンプしてくれるかな？

※おきゅうりょう：500げんちゃんえん

ウミガメのしいくがかり 9:00 50分 ¥1,500

お魚のお家をそうじしたり、ウミガメのこうらをあらってあげよう。上手に
おそうじできたらごはんもあげてみよう。

※おきゅうりょう：500げんちゃんえん

ピアザワンのせんちょう

9: 50
10: 50
12: 50
13: 50

50分 ¥2,000

大型グラスボートをそうじゅうして海中散歩に出かけよう！サンゴ礁に向かって
出航！

※おきゅうりょう：500げんちゃんえん

マリンエンジニア
9:00
11:00

50分 ¥1,500

水上オートバイのエンジンを見てさわって、エンジニアのお仕事をやって
みよう。乗ることもできるよ！

※おきゅうりょう：500げんちゃんえん

やんばるのうみんちゅ
10:00
14:00

50分 ¥1,500

船のそうじゅうや、「魚かご」をしかけるよ。お魚をつかまえるために、
『うみんちゅ』になって色んなお仕事をやってみよう。

※おきゅうりょう：500げんちゃんえん

うちなーかししょくにん
10:00
15:00

50分 ¥1,000

沖縄のおかし「ちんすこう」を作りましょう。出来上ったらみんなで
食べてみようね！

※おきゅうりょう：250げんちゃんえん

こくとうづくりしょくにん
11:00
16:00

50分 ¥1,000

沖縄で有名なこくとう作りのお仕事をしてみよう！出来上ったこくとうはどんな
味になっているかな？

※おきゅうりょう：250げんちゃんえん

元気kid's　参加条件：4～12歳
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