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行 先： 沖縄本島 

日 程： ２０１３年５月３日（金）～５月６日（月） 

集合時間： ５月３日（金）ＡＭ３：４０分 

集合場所： 甲府駅南口 信玄公銅像前 

宿泊場所：  

【５月３日】リゾートホテル ザ・ブセナテラス 

【５月 4日】ＡＮＡインターナショナルコンチネンタル ホテル 

【５月 5日】ホテル ムーンビーチ 
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～１日目～ 
甲府駅南口 ............................... 羽田空港 .................................... 那覇空港 ........................... トヨタレンタカー 

4:00 7:02  8:00(JAL903 便) 10:40  12:00 12:30 

 

トヨタレンタカー ........................ 青の洞窟 .................................... 万座毛 .......................... ザ・ブセナテラス 

13:00 14:00  17:10 17:20  18:30 19:00 

≪観光≫ 

平田潜漁店（ヒラタセンギョテン） 

住所 〒904-0304 沖縄県中頭郡読谷村字楚辺 1181 

TEL：098-956-5470 OPEN：8：00〜20：00（年中無休） 

■青の洞窟  シュノーケル（￥2800） 

■体験時間  14：30〜17:00 

（潜水時間 2 時間 30 分） 

■みどころ 

陸からの青の洞窟を目指す冒険コースに拘り、みなさんに喜んで頂いております。移動距離は 15 分くらいです

ので、ヘトヘトになる事は御座いません。青の洞窟と呼ばれる水面がブルーに光る場所へは、シュノーケルで

進みます。水面がブルーに光る場所で、感動する事間違いなし！青の洞窟で記念撮影をして、思い出に残る一

日を♪ 

住所 〒904-0304 沖縄県国頭郡恩納村恩納 

■営業時間：なし（入場自由） 

■定休日：年中無休 

■みどころ 

隆起サンゴ礁の断崖に打ちよせる荒波と、エメラルドの海に開かれた眺望 

何処のガイドブックにも出ている名所、万座毛。 

１８世紀、琉球王朝の尚敬王が、「万人を座するに足る毛」（言い換えると「万人が座れる広い原」）と言ったのがこ

の呼び名の由来だそうで、確かに海岸に突き出した崖の上には平らな芝生が広がっています。  
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≪昼食≫ 
空港食堂 （クウコウショクドウ） 

★沖縄そば 

メニューで[沖縄そば]とそのまんまのそばがあります。沖縄そばとはも

っともシンプルなそばで、ほとんどのそば屋ではかまぼこや三枚肉など

が 1,2 枚のっかったそばです。肉が苦手な方はただの沖縄そばがおすす

め。 

 

≪宿泊≫ 
ザ・ブセナテラス （THE BUSENA TERRACE） 

 

 

・所在地 

〒905-0026 沖縄県名護市喜瀬 1808 

電話番号 0980-51-1333 

FAX 番号 0980-51-1331 

 

 

 

・夕食 

鉄板焼き『龍譚』 

 

 

 

 ゲストの目の前でシェフが調理する臨場感と、 

県産和牛をはじめ厳選された素材の持ち味をご堪能いただける鉄板焼きスタイルのレストランです。 

 場所 ：ノースタワー3F 

 席数    26席 (全席禁煙) 

 営業時間 夕食 17：30～22：00（ラストオーダー21：30） 
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～２日目～ 
ザ・ブセナテラス ...................... 美ら海水族館 ............................ 今帰仁城跡 ............. オリオンビール工場 

8:50 10:00  12:30 12:50  13:50 14:40  16:00 

 

沖縄シーサー作り体験工房琉球窯 ............................ ＡＮＡインターナショナルコンチネンタルホテル 

16:15  17:30  18:30 

≪観光≫ 

沖縄美ら海水族館（おきなわちゅらうみすいぞくかん）は、沖縄本島北西部の本部半島備瀬崎近く

にある国営沖縄記念公園・海洋博覧会地区（海洋博公園）内の水族館。「チュらうみ」とは沖縄弁で「清

[きよ]ら（しい）海」という意味。大水槽を泳ぐジンベエザメやイルカショーが人気で、沖縄県の著名

な観光地となっている。2005 年（平成 17 年）にアメリカのジョージア水族館が開館されるまでは世

界最大の水族館であった。 

営業時間 

夏期 3 月～9 月 

8:30～20:00(入館締切 19:00) 

入館料 

大人：1,800円 

【なきじんグスクあと】 （沖縄県今帰仁村） 

今帰仁村は、沖縄本島の北西部に大きく瘤【こぶ】のように突き出した本部

半島【もとぶはんとう】の北部に位置する。 

かつての琉球（沖縄）では、沖縄の英雄として語り継がれる尚巴志【しょうは

し】王によって国内が統一される以前の時代を三山【さんざん】時代(1400 年

前後)と呼び、３つの大きな勢力が争っていた。三山は北山【ほくざん】、中山

【ちゅうざん】、南山【なんざん】に分かれ、ここ今帰仁城は北山を支配する

按司【あじ：領主】の居城とされた。その大きさは首里城に匹敵すると言われ

る。 

国指定史跡（昭和４７年５月指定） 

世界遺産  「琉球王国のグスクおよび関連遺産群」  （２０００年１２月登録） 

開園時間：08:30～18:00（11 月～ 5 月） 観覧料 ：大人 400 円  

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E6%9C%AC%E5%B3%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9C%AC%E9%83%A8%E5%8D%8A%E5%B3%B6
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%96%B6%E6%B2%96%E7%B8%84%E8%A8%98%E5%BF%B5%E5%85%AC%E5%9C%92#.E6.B5.B7.E6.B4.8B.E5.8D.9A.E8.A6.A7.E4.BC.9A.E5.9C.B0.E5.8C.BA
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B4%E6%97%8F%E9%A4%A8
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A6%E3%83%81%E3%83%8A%E3%83%BC%E3%83%A4%E3%83%9E%E3%83%88%E3%82%B0%E3%83%81
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%B3%E3%83%99%E3%82%A8%E3%82%B6%E3%83%A1
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%AB
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B2%96%E7%B8%84%E7%9C%8C
http://ja.wikipedia.org/wiki/2005%E5%B9%B4
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B9%B3%E6%88%90
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%82%A2%E6%B0%B4%E6%97%8F%E9%A4%A8
http://www.ajkj.jp/ajkj/okinawa/naha/kanko/shurijyo/shurijyo.html
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オリオンビール工場見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

 場所 〒905-0021 沖縄県名護市東江 2-2-1 

 TEL 0980-54-4103 

 

 

 

 

 

 

 

シーサー陶芸体験工房 琉球窯 

 

 

 

 

 

 

 

 

琉球土を使い、焼き締めの立体シーサーをつくるコース。 

■ 陶器シーサー作り体験  

料金...3000 円 

制作時間...約 90 分 

場所 〒905-0005 沖縄県名護市 沖縄県名護市為又 479-5 

TEL 0980-43-8660 
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≪昼食≫ 
美ら海キッチン  ぱぱいや  

★青パパイヤオムライス 

住所 本部町字山川９７３－３ 

沖縄美ら海水族館より車で約１分。 

電話番号 0980-48-4351 

 

≪宿泊≫ 
ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート 

 

・所在地 

〒904-0493 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣 2260 番地 

電話番号 098-966-1211 

FAX 番号 098-966-2210 

・夕食 

『オーキッド 琉球料理』 

 

ゴージャスな雰囲気に包まれた本格的シアターレストランで沖縄ならではの素材を活かした美味しくて

ヘルシーな郷土料理と華やかで優雅な琉球芸能のショーをたっぷりとご堪能ください。 

＊2 部ショー終了後、記念写真撮影可能 

 

料金  

1 部 18:00～19:45 （ ショータイム 19:00〜 19：30 ） 

大人 4,000 円 小学生 2,000 円 幼児(4-6 歳) 1,200 円 

 

2 部 20:00～21:30 （ ショータイム 20:45〜 21：15 ） 

大人 3,500 円 小学生 2,000 円 幼児(4-6 歳) 1,200 円 
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～３日目～ 
ＡＮＡインターナショナルコンチネンタル ...................................  ...................................................... ホテルムーンビーチ 

9:00   9:30 

 

ホテルムーンビーチ .................................................... ナップ島 ...................................................... ホテルムーンビーチ 

10:00 10:15  16:00 16:15 

≪観光・昼食≫ 

自然の楽園 ナップ島（ヨウ島） 

珊瑚礁の海に浮かぶ自然の楽園「ナップ島」では、色鮮やかな花や緑、鳥、真っ白い砂浜、サンゴの海

を泳ぐ熱帯魚などもとから息づく亜熱帯の豊かな自然がまるごと体験できます。 

ナップ島を冒険しよう！海で思いっきり遊ぼう！ 

南国の花々や生き物に出会う島内エコツアーや、サンゴの海を 

熱帯魚と一緒に遊ぶシュノーケル体験。お腹が空いたら浜辺でバーベキュー！ 

ハンモックでちょっとお昼寝など、トロピカルな楽しさ満載です！ 
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ジェットスキー（２０名様まで /１名 4,200円） 

水しぶきをあげて爽快に走り抜ける、ワクワク感が抜群のジェットスキー！ 

インストラクターが同乗するので、お子さまでも安心して楽しめます。 

シーカヤック エコツーリング（時間１０分/1名 2,100円） 

青い海の上をゆったりと散歩するように進んでいくのが楽しい。自然保護指導員、 

インストラクターがガイドする人気のエコツーリングです。 

※その他のオプションプログラム 

ルアーフィッシング、サンゴのフレーム作り、サンゴの風鈴作り 

≪宿泊≫ 
ホテルムーンビーチ 

・所在地 

  〒904-0414 沖縄県国頭郡恩納村字前兼久 1203 

電話番号 098-965-1020 

FAX 番号 098-965-0555 

 

一日を通してバラエティ豊かな美味が楽しめるメインレストランをはじめ、琉球料理と和食を融

合させた新しい味わいの和琉炉端焼レストラン、ふたつのスタイルで優雅な時を過ごす、大人のた

めの特等席としてのラウンジ・バー。そして、デイタイムはゆったりとカジュアルカフェとして夜

は賑やかにバーべキューを楽しめるカフェテラスを揃えて自然と一体となる空間美に磨きをかけ、

南国リゾートの楽しさに満ちたレストラン施設への進化を目指しています。 

オールデイダイニング  『コラーロ』 

多彩な美味しさを自由に、至福のブッフェ。 

シェフ達が目の前で調理する、臨場感あふれるオープンキッチンスタイル。 

和食、洋食、中華、琉球料理、多彩に創り上げた本格美味の数々を 

ブッフェスタイルで心ゆくまでお楽しみください。 

 

ディナー料金：3,880 円 

※料金には税金・サービス料が含まれています。 
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～４日目～ 
ホテルムーンビーチ ............... 国際通り ..................................... トヨタレンタカー ......................... 那覇空港 

9:00 10:00  12:300 13:00 13:30 14:00  15：05 (JAL916)便 

 

羽田空港 ................................... 浜松町駅 .................................... 新宿駅 ........................................ 甲府駅 

17:20  17:43 18:03  18:10 18:35  19:00 20:35 

 

≪お土産≫ 
わしたショップ 国際通り本店 

住所 沖縄県那覇市久茂地 3-2-22 

★1階は菓子などの食品や泡盛、2階は琉球ガラスや焼物、染物といった工芸品や化粧品、 

雑貨などがずらりと並ぶ。本島では手に入りにくい離島の特産品も数多くそろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪昼食≫ 
家庭料理の店 まんじゅまい 

★家庭料理（ゴーヤチャンプル他） 

住所 沖縄県那覇市久茂地 3-9-23 

TEL:098-867-2771 

通年  日曜不定休 

11:00～21:30 

（閉店 22:00、日曜は 17:00～） 

TEL:098-867-2771

