
ドルフィンプログラム 開始時間 所要時間 ふれあい度 料金（税込） 内容

※足のつかない場所で泳げる方
※身長120cm以上　※8歳以下のお子様保護者同伴（有料）

新メニュー

2021/7/1～8/31
※足のつかない場所で泳げる方

※身長110cm以上の方は泳げます
※0歳～5歳は保護者同伴（有料）

※0歳～5歳は保護者同伴（有料）

※0歳～5歳は保護者同伴（有料）

※0歳～5歳は保護者同伴

※0～3歳（無料）
※0歳～5歳は保護者同伴（有料）

※1組、最大5名、合計体重150Ｋまで
※0歳～3歳は保護者同伴

もぐもぐピクニック
09：00
12：00
16：00

40分

ドルフィンエンカウンター
2021/4/1～6/30
9/1～2022/3/31

11：00
14：00
15：00

50分

14：00
15：00

50分2021/7/1～8/31

★★

＊＊＊生き物について学ぼう＊＊＊

いろいろな動物にご飯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。
※大人1名につき、小人1名無料（0～11歳）

★★★★ ¥16,000

ドルフィンプログラム
　　　期間：2021年4月1日～2022年3月31日

ドルフィンロイヤルスイム

2021/4/1～6/30
9/1～2022/3/31

9：30
12：30

70分 ★★★★★
￥18,000

＊＊＊イルカと泳ごう＊＊＊

イルカの生態について学んだあとに、全身水の中に入って遊びます。水中で
イルカの背中に背びれにつかまって泳いだり、おなかの上にのって泳ぎま
す。ダイナミックに頭の上をジャンプするイルカを見ることもできます。

＊＊＊イルカと泳ごう＊＊＊

イルカと泳ぎ、遊べるプログラムです。レクチャーの後にイルカと海の中でふ
れあい、背びれにつかまって一緒に泳ぐこともできます。10：00

11：00
12：00
13：00

50分

¥8,000

＊＊＊浅瀬で直接イルカと遊べる＊＊＊

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。

¥4,000

¥5,000

＊＊＊イルカについて学ぼう＊＊＊

濡れずにイルカと遊べるプログラムで、イルカにご飯を上げたりふれあうこと
ができます。

ドルフィンエンカウンターS
（スイムプラス）

＊＊＊イルカを観察しよう＊＊＊

イルカの部屋へ行き、イルカをすぐ近くで観察することが出来ます。、見学的
なプログラムですが、写真も撮ることが出来ます。

ヨナグニウマの馬車

10：00
10：20
13：00
13：20

１周
約10分

１組
￥3,000

イルカウォーキングツアー
09：30
11：30
15：30

20分 ¥1,500

＊＊＊馬車に乗ってお散歩＊＊＊

与那国馬がひく馬車に乗ってもとぶ元気村周辺をお散歩することができま
す。馬に触ったり写真を撮ることもできます。

スマイルドルフィン
**開催期間**
2021/4/1～6/30
9/1～2022/3/31

11：00
14：00

30分

★★★



プログラム名 開始時間 所要時間 料金（税込） 内容

**7月8月料金**
大人　￥1,600
小人　￥1,300 ※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

※身長150ｃｍ以上

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

※4～8歳マスクのみ

※9歳～シュノーケル可能

初心者\6,000
経験者\5,000 ※12歳以上

※足のサイズ、23ｃｍ～28ｍまで

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

※9歳以上

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

※9歳以上

※身長150ｃｍ以上

※0～5歳無料　※8歳以下は保護者同伴（有料）

※最小催行人数2名～

※0～3歳無料　※8歳以下は保護者同伴（有料）

※車椅子、最大10台乗船可能

※最少催行人数2名～最大30名

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

※最小催行人数2名～最大6名

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴（有料）

※最小催行人数2名～最大12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
　　　期間：2021年4月1日～2022年3月31日

¥1,900

10分

9:00～16：30
（30分毎／1日16回）

10分

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。

ビックマーブル

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

海の定番バナナボートで行くシュノーケリングツアー
カラフルなお魚、サンゴを見てみよう。

やんばるイノー探検
**潮位50ｃｎ以下**

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。観察に出か
けてみよう。

バナナボート
＆

シュノーケリング
50分 ¥5,000

¥1,900
海のジェットコースター、スピード感抜群

バナナボート

レ
ギ
ュ

ラ
ー

プ
ロ
グ
ラ
ム

大人（12歳～）￥1,000
小人（4～11歳）￥700

海上アスレチック、大きなダブルシーソー・滑り台・ぐるぐる回る
ＵＦＯなどでいっぱい遊べます。

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。

ヨットセーリング
（小型ヨット）

9：00～16：00
（60分毎／1日8回)

50分

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。

大人（12歳～）￥2,500
小人（4～11歳）￥1,500

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。

カヌー
9：00～16：00

（60分毎／1日8回)
50分

大人（12歳～）￥2,500
小人（4～11歳）￥1,500

50分

　　オーシャンランド
**開催期間**
2021/4/1～11/30
2022/3/20～3/31

10:00
11:00
13:00
14:00
15:00
16:00

¥3,000スタンドアップパドル
9：00～16：00

（60分毎／1日8回)
50分

シーカヤックアドベンチャー
10：00
14：00

大人（12歳～）\5,500
小人（4～11歳）￥4,000

干潮時開催
要確認

90分

フライングジェットボード
9：00～16：00

（60分毎／1日8回)
初30分
経20分

大人（12歳～）3,000
小人（4～11歳）￥2,000

10：00
11：00
14：00
15：00

120分

バンドワゴン
9:00～16：30

（30分毎／1日16回）
10分 ¥1,900

ジェットスキー
9:00～16：30

（30分毎／1日16回）

10分 ¥1,900

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。

ビックスライダー

ト
ー

イ
ン
グ
ス
ポ
ー

ツ

9:00～16：30
（30分毎／1日16回）

10分

水面近くを滑るように走り、爽快感をお楽しみください。

スピード感あふれる体験を満喫できます

¥2,500

サンセットセーリング
（大型ヨット）

**船舶設備運休**
2022/2/1～2/14

日没調整
要確認

50分
大人（12歳～）￥3,000
小人（4～11歳）￥1,800

釣り堀
9：00～16：00

（60分毎／1日8回)
50分 ¥1,300

船釣り
　　　　　　09：00
　　　　　　13：00

180分 ¥5,500

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。

渡し船で、近くの防波堤まで行き、釣りを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。

元気村周辺海域で船釣り体験。スタッフが同行します。
レンタルセット（釣具、餌、船代含む）あり。

海の上で、色々な姿勢で乗る事ができる新感覚！

エクストリーム

フ
ィ
ッ

シ
ン
グ
プ
ロ
グ
ラ
ム

50分

防波堤釣り

　　　　　　09：00
　　　　　　11：00
　　　　　　13：00
　　　　　　15：00

120分

20分ザップボード

護岸釣り

コーラルビュークルージング
**船舶整備運休**
2022/2/14～2/25

ク
ル
ー

ジ
ン
グ

9：00～16：00
（60分毎／1日8回)

¥1,900

10分

9:00～16：30
（30分毎／1日16回）

海の上で、左右に揺れスピード感・スリル感をお楽しみください。

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、サンゴ礁
広がる海へカヤックで出発！途中のビーチに上陸.きれいな海で
海水浴や生物観察など家族で満足できる一押しプログラム

¥800
9：00～16：00

（60分毎／1日8回)

気軽に釣り掘り体験、初心者にお勧めです。
レンタルセット（釣具・餌）あり。

護岸で釣り体験がお楽しみいただけます。
レンタルセット（釣具・餌）あり。

40分
大人（12歳～）￥1,500
小人（6～11歳）￥800

10：00
11：00
13：00
14：00

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。¥2,500

¥1,500
9:00～16：30

（30分毎／1日16回）



プログラム名 開始時間 所要時間 料金（税込） 参加年齢 内容

※8歳以下は保護者同伴

※8歳以下は保護者同伴

※8歳以下は保護者同伴

※8歳以下は保護者同伴

※8歳以下は保護者同伴

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

※8歳以下は保護者同伴

※8歳以下は保護者同伴

※10歳以下保護者同伴

※10歳以下保護者同伴

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。

※Ｔシャツサイズ：110、140、Ｓ、Ｍ，Ｌ，ＸＬ

９歳～

09：00～17：00
（60分毎）

09：00～17：00
（60分毎）

09：00～17：00
（60分毎）

09：00～17：00
（60分毎）

素焼きの湯飲みに、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、着払い発送いたします。（約2ケ月後）

沖縄の伝統楽器「三線」の弾き方を学び、初心者の方でもマスター
できる沖縄民謡「安里屋ユンタ」を先生と一緒に演奏します。

¥1,300

¥1,600

沖縄の伝統的な楽器である「三線」を、空き缶と木を組み立て作り
ます。調弦や弾き方も簡単に指導します。

島ぞうりにデザインした絵や文字を彫り完成させます。

サイズ：21～28ｃｍ

¥800

50分 ¥4,400

１２０分

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。

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
作ります。

¥2,400

４歳～

¥2,000

カンカラ三線作り

期間：2021年4月1日～2022年3月31日

¥1,70050分紅型教室エコバック

ジェルキャンドル作り ¥1,00050分

サンゴ風鈴作り ¥1,00050分

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

自然のサンゴ・貝を使って、涼しげな音を奏でる風鈴を作ります。

琉球文化の染物「紅型」10種類以上の型どりされた　エコバックか
ら好みのバッグに色を挿します。

４歳～

50分

50分

琉球玩具指ハブ作り 50分

グラススケッチ 50分

　陶芸・絵付け

島ぞうりアート

三線教室 50分

¥1,30050分陶芸・手び練りコース

09：00～17：00
（60分毎）

文化交流館プログラム

オリジナルフォト
フレーム作り

50分 ¥1,000

¥2,000

４歳～

フォトフレームを貝殻やサンゴで飾り付け、　お気に入りの写真を
飾ろう。

09：00～17：00
（60分毎）

09：00～17：00
（60分毎）

09：00～17：00
（60分毎）

09：00～17：00
（60分毎）

09：00～17：00
（60分毎）

09：00～17：00
（60分毎）

09：00～17：00
（60分毎）

陶芸用粘土を使って、沖縄の守り神「シーサー」などを作ります。

※焼き上げた後、着払い発送いたします。（約2ケ月後）

美ら海染めTシャツ作り

９歳～

４歳～

４歳～

４歳～

４歳～

４歳～

６歳～

６歳～



開催日 開催時間 所要時間 料金（税込） 内容

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

※4歳以上、8歳以下は保護者同伴

※前日17：00までの要予約制

※各回最大定員　6組36名

※15名以上の団体は、開催日・時間は相談に応じます

※所要時間には食事時間は含まれていません

沖縄料理の定番ゴーヤーチャンプルーを作ります。

砂糖を使用した生地を用いる球状の揚げドーナツ。サーターは砂糖、アンダー
ギーは「油で揚げたもの」という意味。縁起の良い菓子と言われてます。

やんばる野草てんぷら 毎日 13:00

もとぶ元気村に自生している野草を、おいしく調理して食べよう。

サ―ターアンダギー 毎日

11:00
12：00
13：00
14：00

50分 ¥800

ゴーヤーチャンプルー
（白米・自家製漬物付）

毎日

11:00
12：00
13：00
14：00

50分 ¥1,000

料理教室
期間：2021年4月1日～2022年3月31日

ソーキそば
（ジューシー付）

毎日

11:00
12：00
13：00
14：00

50分 ¥1,000

手打ち麺を作り、出来たての沖縄そばを味わえます。モチモチの麺にソーキを
のせて、手作りソーキそばを作ります。

小さなお子様にも人気のタコライス。レタスとトマトの野菜、炒めたひき肉とス
ライスチーズを白ご飯にのせて食べる料理です。教室では、ひき肉の味付け
を中心にご指導致します。

ソーキ汁
（白米・自家製漬物付）

毎日

11:00
12：00
13：00
14：00

50分 ¥1,500

豚の骨付き肉を使ったお汁、昆布や大根、人参などと一緒に煮込みます。

タコライス 毎日

11:00
12：00
13：00
14：00

50分 ¥1,000

沖縄の代表的な伝統料理。豚の皮付き三枚肉を、泡盛、黒砂糖、しょうゆで
じっくりと煮込んだとろけるような美味しさは、おもてなし料理にぴったり。

　　　　　ジーマミー豆腐 毎日

11:00
12：00
13：00
14：00

50分 ¥800

落花生（ピーナッツ）を使った沖縄県の郷土料理。
名前に「豆腐」と入っているが、大豆の加工品ではなく、落花生です。

　　　　　ラフティ 毎日

11:00
12：00
13：00
14：00

50分 ¥1,500

50分 ¥800

やんばるピザ作り教室 毎日

11:00
12：00
13：00
14：00

50分 ¥1,000

生地から作るピザ作りに挑戦！お好きな具材や沖縄の具材をのせておいしく
焼き上げよう。

パイナップルハンバーガー
作り教室

毎日

11:00
12：00
13：00
14：00

50分 ¥1,100

焼き上げたハンバーグの上にパイナップルをのせて、南国風のハンバーガー
を作ろう。



プログラム名 開催日時 所要時間 料金（税込） 内容

※18歳以上

※18歳以上

※18歳以上

※18歳以上
※ペースメーカー等の電気を通すものが身体内にある方は測定できません

フィットネス教室 木　15：30 45分 ¥800

インストラクターによる運動指導がつきます。　ウェルネスセンターのフロア
にて、体をほぐす運動を行います。

※上記、教室料金に￥300追加で体組成測定が利用できます。

体組成測定
月～金

10：00～11：30
13：00～17：00

5分 ¥500

体脂肪率・筋肉量・身体バランス・内臓脂肪・基礎代謝といった項目が測定
できます。測定結果は専用の用紙に印刷してもらうことができます(項目に
よって17歳以下は表示されないものがございます)

ウェルネスセンター
期間：2021年4月1日～2022年3月31日

25mプールにて、ウォーキングを中心とした運動で、筋力や心肺機能を向上
させるプログラムを行い、体力や健康意識の向上を目指します。インストラク
ターの指導もと、ご自身の体力レベルに合わせた運動ができます。プログラ
ム終了後には、海水ジャグジー・ミストサウナがご利用できます。

90分 ¥1,200

水中ウォーキング教室
火　09：30
木　19：00
金　09：00

90分 ¥1,200

海水ジャグジーにて、関節をほぐす、筋肉を緩めるなどの運動で、動作や姿
勢の改善を目的としたプログラムを行います。インストラクターの指導のも
と、目的に合わせた運動ができます。プログラム終了後には、インストラク
ターによるリラクゼーションが受けられ、海水ジャグジー・ミストサウナのご利
用できます。水中エクササイズ教室

月　09：30
月　13：30
火　13：30
木　09：30
木　13：30



プログラム名 開始時間 所要時間 料金（税込） お給料 内容

体験後にお給料がもらえます

体験後にお給料がもらえます

体験後にお給料がもらえます

体験後にお給料がもらえます

体験後にお給料がもらえます

体験後にお給料がもらえます

体験後にお給料がもらえます

体験後にお給料がもらえます

※前日17：00までの要予約制

体験後にお給料がもらえます

※前日17：00までの要予約制

やんばるのうみんちゅ
（りょうし）

マリンエンジニア 50分 ¥1,200

＊＊＊対象年齢　4歳～12歳＊＊＊

09：50
10：50
12：50
13：50

09：00
13：00

イルカのしいくがかり
11：00
15：00

50分

ウミガメのしいくがかり 14:00 50分

どうぶつのおいしゃさん

仕事着に着替えてイルカのトレーナー体験をするプログラムです。
イルカのご飯を作ったり、健康診断をしたり、イルカに合図を出した
りします。

¥1,50050分

¥1,100
10：00
15：00

500げんちゃん

250げんちゃん

500げんちゃん

¥1,500

¥2,500

¥1,200

250げんちゃん

50分 ¥1,500
10：00
16：00

9:00

期間：2021年4月1日～2022年3月31日

仕事着に着替えて、沖縄でゆうめいな黒糖づくりのお仕事をしてみ
よう。出来上った黒糖はどんな味になっているかな

元気Ｋｉｄ’ｓプログラム

ピアザワンのせんちょう 50分 ¥1,600

エイサーめいじん 12:00 50分

500げんちゃん

こくとうづくりしょくにん 50分 ¥1,100
09：00
16：00

うちなーかししょくにん 50分

250げんちゃん

仕事着に着替えて、お魚のお家を掃除したり、ウミガメの甲羅を洗
う体験ができます。上手にお掃除できたらご飯もあげてみよう。

仕事着に着替えて、与那国馬と山羊の健康診断をしましょう。聴診
器で心臓とお腹の音を聞いたり、体の大きさを測ります。

衣装に着替えて、沖縄の伝統のエイサーを踊りましょう。30分の練
習の後に、みんなの前でお披露目です

船員服に着替えて船長の仕事体験をするプログラムです。大型グ
ラスボートを操縦してて海中散歩にでかけよう。サンゴ礁にむかっ
て出航。

仕事着に着替えて、ジェットスキーの動く仕組みを勉強した後、陸
上でエンジンをかけメンテナンスを行い、最後に試乗してお仕事が
終了です。

仕事服に着替えて漁師のお仕事をするプログラムです。えさの準
備、船のそうじゅう、網の仕掛け、網の引上げお魚をとるためにいろ
いろな仕事をやってみよう

仕事着に着替えて、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

500げんちゃん

250げんちゃん

500げんちゃん


