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01チームビルディング
チームビルディングとは、参加メンバー全員に一体感を与え、団結力を高め、
集団での生産性を増大させることを目的とする組織作りのプログラムです。
沖縄という自然豊かな開放された空間や、沖縄独自の文化をテーマにした集団
で行うチームビルディングプログラムを設けています。

MICE
Experience Program
Guide Book
Okinawa, JAPAN

T E A M  B U I L D I N G

美しい大自然の中でチームの絆を強める

亜熱帯海洋性気候に育まれた沖縄ならではの碧い海と白い砂のコントラストが眩しい
沖縄のビーチを会場にしたオリンピックゲームで、参加者の交流を促進し、団結力を醸成します。

●参加人数：制限なし
●所要時間：ご相談に応じます。（約2時間から約2時間30分がお勧め）
●窓　　口：株式会社ＤＭＣ沖縄
 Ⓐ沖縄県那覇市首里当蔵町1-6-4
 Ⓦ http://www.dmc-okinawa.co.jp/
 Ⓣ 098-943-6642 Ⓕ 098-943-6641
●営業時間：ご依頼内容により調整
●料　　金：ご依頼内容によりお見積もり
●対  言  語：英語・中国語
●アクセス：沖縄県内全域（離島含む）へデリバリー対応

亜熱帯海洋性気候に育まれた沖縄ならではの自然。中でも碧い海と白い砂のコントラストが眩し
い沖縄のビーチは、世界トップクラスです。夢のようなビーチを会場にしたオリンピックゲームで、
参加者の交流を促進し、団結力を醸成します。ビーチオリンピックは体力勝負の運動会ではありま
せん。チームメンバーの得意分野を活かし、チームプレーでパフォーマンスを競うユニークなゲー
ムで構成しています。実施する目的、参加者の属性、達成したい成果などをお伺いし、プログラムを
カスタマイズいたします。沖縄県内全域へデリバリーいたします。会場探しもお任せください。
《プログラム例：１００名の場合》※カスタマイズいたします。
◆イントロダクション（１５分） ◆アイスブレイク（１５分） ◆浮き輪すり抜けリレー（２０分） ◆連結ソ
フトビーチバレー（６０分） ◆泡盛ドブ漬けリレー（２０分） ◆綱引きバトルロイヤル（２０分）
計：２時間３０分　※表彰式は夜の懇親会など

Pickup!

「ビーチオリンピック」
交流を促進し、団結力を醸成する
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「ハーリー体験」
チームワークを高め組織力向上に寄与

沖縄の代表的な伝統行事で知られる「ハーリー競漕」体験を通じて連帯感、団結力、
人間関係の構築などを図ることができます。

名護市観光協会では、チームビルディング理論に基づいたハーリー体験プログラムを提供しています。ハー
リーの漕ぎ方のレクチャーだけでなく、チームとしての目標を立て、全員が力を合わせて一つのゴールを目指
し協力し合うことで、団結力・達成感を実感することができます。このプログラムの一連の流れでチームワーク
と組織力向上に寄与します。プログラム内容は、オリエンテーション・準備を終えると、地元の海人(うみんちゅ)
から漕ぎ方を学び、約１０名程度で一チームとなりハーリー競漕を行っていただきます。

●参加人数：50名～ 300名 
●所要時間：約2時間～約6時間
●窓　　口：公益財団法人名護市観光協会
 Ⓐ沖縄県名護市大中1-19-24
 Ⓦ http://kanko.city.nago.okinawa.jp/
 Ⓣ 0980-53-7755 Ⓕ 0980-52-1797
●営業時間：8：30 ～ 17：30 ／定休日：土曜・日曜・祝日
●料　　金：1名3,200円（税込）※50名～ 100名の料金／要予約 ※濡れても良い服装
●アクセス：那覇空港から車で約90分
 沖縄コンベンションセンターから車で約60分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約40分
 万国津梁館から車で約15分

「エイサー体験」
沖縄の伝統芸能でチームの呼吸を合わせよう

文化体験を通して、参加者で息を合わせ、
コミュニケーションの量を増やすことで、チームの関係性を構築します。

エイサーとは、お盆の時期に現世に戻ってくる祖先の霊を送迎するために踊られる沖縄の伝統芸能です。主に、
旗頭、太鼓踊、手踊、チョンダラー、地謡で構成され、若者たちが踊りながら地区を練り歩きます。祖先崇拝の強
い沖縄では、お盆はとても大切な行事で盛大に行います。そんなエイサーについて学び、実際に演技を実践し
ていきます。
《内容》　1.エイサーの説明　2.模範演技　3.演技指導
軽装（動きやすい服装）、タオル ・参加人数により、指導者人数も異なる。・衣装（別途）を付けて記念撮影可能

●参加人数：衣装有り5名～ 40名、衣装無し5名～ 80名 
●所要時間：約2時間
●窓　　口：一般社団法人恩納村観光協会
 (恩納村ふれあい体験学習センター内)
 Ⓐ沖縄県国頭郡恩納村字恩納5973
 Ⓦ http://www.onnaweek.jp/
 Ⓣ 098-966-2893 Ⓕ 098-966-2892
●営業時間：8：30 ～ 17：30 ／定休日：土日祝日、年末年始（予約に関しましてはこの限りではありません）
●料　　金：衣装有り 1名2,100円（税別）、衣装無し 1名1,800円（税別）
●アクセス：那覇空港から車で約70分
 沖縄コンベンションセンターから車で約40分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約10分
 万国津梁館から車で約20分
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「じんぶん学校」
自然と本気で向き合い“生きる力”を養う

電気やガスのない環境下で自然を壊すことなく暮らしてきた先人たちの
“じんぶん(知恵)”を学び、助け合うプログラムです。

沖縄にある「じんぶん学校」では、日帰りで沖縄の自然・郷土を学ぶエコツアーを実施しています。じんぶん学
校の「じんぶん」とは、沖縄の方言で「生きるための知恵」という意味です。電気もガスもない、まるで陸の離れ
島のようなヌーファの里で、限りある資源・命の尊さを一緒に学んでみませんか。自然と共に生きてきた先人た
ちの「じんぶん」に学び、自然をまるごと体験。ヌーファの大自然は学びの宝庫！野生の生きものたちと触れあっ
たり、野草や木の実を採取して食べたり、都会では体験できないことがたくさんできます。ご家族や仲間と一緒
に大自然から生きるための知恵を学んでいきましょう。

●参加人数：1名～45名まで
●所要時間：約7時間～約8時間
●窓　　口：エコネット・美（ちゅら）
 Ⓐ沖縄県名護市嘉陽72
 Ⓦ http://www9.big.or.jp/̃chura/
 Ⓣ 0980-55-8077
 Ⓕ 0980-55-9077
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：年中無休
●料　　金：日帰りコース1名11,000円（税込）
 ※1泊午前上がりコース、1泊午後上がりコースもあり ※子ども・幼児料金あり
●対 言 語：英語（日常会話）
●アクセス：那覇空港から車で約100分
 沖縄コンベンションセンターから車で約70分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約60分
 万国津梁館から車で約35分

初めて楽器に触れる人でも必ず弾けるようになる工夫を施し、沖縄独特の楽器に触れ、
沖縄特有の旋律を奏でることで、文化を体験し思い出を共有いただけます。

「Making Okinawan Music」
沖縄特有の文化に触れる

沖縄のメロディーにのせて、特別セッションの指導アーチストが登場。誰もが知っているオキナワンポップスで会場を盛
り上げたところで、参加者各人の担当する楽器を決めます。使用する沖縄楽器は4種類。三線（さんしん）、三板（さんば）、
パーランクー、太鼓です。楽器の演奏方法の説明や楽譜には、分かりやすい絵や記号を用いるなど、ノンバーバルで活
用できる教材をご用意すると共に、初めて楽器に触れる人でも必ず弾けるようになる工夫を施しています。指導員は沖
縄のプロミュージシャンがつとめます。沖縄独特の楽器に触れ、沖縄特有の旋律を奏でることで、沖縄の文化を体験・体
感していただくとともに、思い出を共有いただけます。沖縄県内全域へデリバリーいたします。会場探しもお任せください。
《プログラム例：１００名の場合》※カスタマイズいたします。
◆指導アーチストによるアイスブレイクライブ（１０分） ◆挑戦楽器の選択（４種類の楽器に触れて選びます）（１５分）
◆ＳＴＥＰ１：簡単な楽曲を題材に楽器（パート）ごとの基本的な演奏方法を訓練（４０分） ◆ＳＴＥＰ２：全員で合奏にチャレン
ジし完成度を確認（１５分） ◆ＳＴＥＰ３：チームに分かれてチーム毎の課題曲をマスター（３０分） ◆ＳＴＥＰ４：チーム毎のオリジナ
ルパフォーマンスを完成（２０分） ◆コンペティションでチーム毎にパフォーマンスを披露（２０分）
計：２時間３０分　※表彰式は夜の懇親会など

●参加人数：20名～最大400名
●所要時間：ご相談に応じます。
 (人数によって約2時間から約3時間がお勧め）
●窓　　口：株式会社ＤＭＣ沖縄
 Ⓐ沖縄県那覇市首里当蔵町1-6-4
 Ⓦ http://www.dmc-okinawa.co.jp/
 Ⓣ 098-943-6642 Ⓕ 098-943-6641

●営業時間：ご依頼内容により調整
●料　　金：ご依頼内容によりお見積もり
●対  言  語：英語・中国語
●アクセス：沖縄県内全域（離島含む）へデリバリー対応
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「じんぶん学校」
自然と本気で向き合い“生きる力”を養う

電気やガスのない環境下で自然を壊すことなく暮らしてきた先人たちの
“じんぶん(知恵)”を学び、助け合うプログラムです。

沖縄にある「じんぶん学校」では、日帰りで沖縄の自然・郷土を学ぶエコツアーを実施しています。じんぶん学
校の「じんぶん」とは、沖縄の方言で「生きるための知恵」という意味です。電気もガスもない、まるで陸の離れ
島のようなヌーファの里で、限りある資源・命の尊さを一緒に学んでみませんか。自然と共に生きてきた先人た
ちの「じんぶん」に学び、自然をまるごと体験。ヌーファの大自然は学びの宝庫！野生の生きものたちと触れあっ
たり、野草や木の実を採取して食べたり、都会では体験できないことがたくさんできます。ご家族や仲間と一緒
に大自然から生きるための知恵を学んでいきましょう。

●参加人数：1名～45名まで
●所要時間：約7時間～約8時間
●窓　　口：エコネット・美（ちゅら）
 Ⓐ沖縄県名護市嘉陽72
 Ⓦ http://www9.big.or.jp/̃chura/
 Ⓣ 0980-55-8077
 Ⓕ 0980-55-9077
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：年中無休
●料　　金：日帰りコース1名11,000円（税込）
 ※1泊午前上がりコース、1泊午後上がりコースもあり ※子ども・幼児料金あり
●対 言 語：英語（日常会話）
●アクセス：那覇空港から車で約100分
 沖縄コンベンションセンターから車で約70分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約60分
 万国津梁館から車で約35分

初めて楽器に触れる人でも必ず弾けるようになる工夫を施し、沖縄独特の楽器に触れ、
沖縄特有の旋律を奏でることで、文化を体験し思い出を共有いただけます。

「Making Okinawan Music」
沖縄特有の文化に触れる

沖縄のメロディーにのせて、特別セッションの指導アーチストが登場。誰もが知っているオキナワンポップスで会場を盛
り上げたところで、参加者各人の担当する楽器を決めます。使用する沖縄楽器は4種類。三線（さんしん）、三板（さんば）、
パーランクー、太鼓です。楽器の演奏方法の説明や楽譜には、分かりやすい絵や記号を用いるなど、ノンバーバルで活
用できる教材をご用意すると共に、初めて楽器に触れる人でも必ず弾けるようになる工夫を施しています。指導員は沖
縄のプロミュージシャンがつとめます。沖縄独特の楽器に触れ、沖縄特有の旋律を奏でることで、沖縄の文化を体験・体
感していただくとともに、思い出を共有いただけます。沖縄県内全域へデリバリーいたします。会場探しもお任せください。
《プログラム例：１００名の場合》※カスタマイズいたします。
◆指導アーチストによるアイスブレイクライブ（１０分） ◆挑戦楽器の選択（４種類の楽器に触れて選びます）（１５分）
◆ＳＴＥＰ１：簡単な楽曲を題材に楽器（パート）ごとの基本的な演奏方法を訓練（４０分） ◆ＳＴＥＰ２：全員で合奏にチャレン
ジし完成度を確認（１５分） ◆ＳＴＥＰ３：チームに分かれてチーム毎の課題曲をマスター（３０分） ◆ＳＴＥＰ４：チーム毎のオリジナ
ルパフォーマンスを完成（２０分） ◆コンペティションでチーム毎にパフォーマンスを披露（２０分）
計：２時間３０分　※表彰式は夜の懇親会など

●参加人数：20名～最大400名
●所要時間：ご相談に応じます。
 (人数によって約2時間から約3時間がお勧め）
●窓　　口：株式会社ＤＭＣ沖縄
 Ⓐ沖縄県那覇市首里当蔵町1-6-4
 Ⓦ http://www.dmc-okinawa.co.jp/
 Ⓣ 098-943-6642 Ⓕ 098-943-6641

●営業時間：ご依頼内容により調整
●料　　金：ご依頼内容によりお見積もり
●対  言  語：英語・中国語
●アクセス：沖縄県内全域（離島含む）へデリバリー対応
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観光地を巡りながら楽しくチャレンジ！ 創造力、チームワーク、一体感を醸成！
チーム毎に観光先でタスクに挑戦します。

「Amazing Race In NAHA City」
ミッションをクリアして組織力強化

観光地を巡りながら楽しくチャレンジ！ 創造力、チームワーク、一体感を醸成！ スタート地点でチーム毎に渡さ
れるミッションシートに従って、観光先でタスクに挑戦します。各タスクステーションでのチームパフォーマンス
に応じて得点をＧＥＴ！ 移動には「ゆいレール（沖縄都市モノレール）」の一日乗車券を利用して、那覇市内を戦
略的にチーム単位で駆け巡ります。旅の思い出を共有し、参加者の一体感と組織への求心力を高めます！ 実施
する目的、参加者の属性、達成したい成果などをお伺いし、プログラムをカスタマイズいたします。
《プログラム例：１００名の場合》※カスタマイズいたします。
◆イントロダクション＆アイスブレイク（２０分）　　◆ミッション発令（１０分）
◆チームで観光地などに点在するタスクステーションをまわり各タスクに挑戦（１８０分）
◆全てのタスクをクリアしてゴールポイントへ
計：３時間３０分　※表彰式は夜の懇親会など

●参加人数：制限なし
●所要時間：ご相談に応じます。
 （約3時間から約4時間がお勧め）
●窓　　口：株式会社ＤＭＣ沖縄
 Ⓐ沖縄県那覇市首里当蔵町1-6-4
 Ⓦ http://www.dmc-okinawa.co.jp/
 Ⓣ 098-943-6642 Ⓕ 098-943-6641

●営業時間：ご依頼内容により調整
●料　　金：ご依頼内容によりお見積もり
●対 言  語：英語・中国語
●アクセス：ゆいレール（沖縄都市モノレール）の駅から
 徒歩圏内へデリバリー対応

「サトウキビ刈りと黒糖作り」
農から学ぶ沖縄

豊かな自然が残る本島中北部を中心に、本格体験プログラムを実施し、
農業体験や海でのトレッキングなどさまざまな体験を通じて五感を養います。

沖縄を代表する基幹作物サトウキビは、沖縄ではウージと呼ばれ古くから栽培がされてきました。全長３メート
ルほどに成長した甘いキビは、地元の子ども達にとっては最高のおやつでした。畑で説明を受けながら、農機具
を用いてサトウキビを刈り取った後、農家の方と一緒にキビジュースの試飲や黒糖作りを楽しむことができま
す。刈り取ったばかりのサトウキビをその場でかじったり、でき立て黒糖の甘味を堪能できるのもこのプログラ
ムの醍醐味です。

●参加人数：20名～ 120名
●所要時間：約2時間～約3時間
●窓　　口：沖縄体験ニライカナイ
 場所：やまだ体験広場、まえだ体験館
 Ⓐ沖縄県恩納村山田524
 Ⓦ http://www.niraikanai.co.jp/
 Ⓣ 098-964-1616
 Ⓕ 098-964-1617
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：日曜・祝日（予約があれば営業します）
●料　　金：1名3,000円（税込）
●対  言  語：英語(日常会話程度)
●アクセス：那覇空港から車で約60分
 沖縄コンベンションセンターから車で約40分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約15分
 万国津梁館から車で約35分
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観光地を巡りながら楽しくチャレンジ！ 創造力、チームワーク、一体感を醸成！
チーム毎に観光先でタスクに挑戦します。

「Amazing Race In NAHA City」
ミッションをクリアして組織力強化

観光地を巡りながら楽しくチャレンジ！ 創造力、チームワーク、一体感を醸成！ スタート地点でチーム毎に渡さ
れるミッションシートに従って、観光先でタスクに挑戦します。各タスクステーションでのチームパフォーマンス
に応じて得点をＧＥＴ！ 移動には「ゆいレール（沖縄都市モノレール）」の一日乗車券を利用して、那覇市内を戦
略的にチーム単位で駆け巡ります。旅の思い出を共有し、参加者の一体感と組織への求心力を高めます！ 実施
する目的、参加者の属性、達成したい成果などをお伺いし、プログラムをカスタマイズいたします。
《プログラム例：１００名の場合》※カスタマイズいたします。
◆イントロダクション＆アイスブレイク（２０分）　　◆ミッション発令（１０分）
◆チームで観光地などに点在するタスクステーションをまわり各タスクに挑戦（１８０分）
◆全てのタスクをクリアしてゴールポイントへ
計：３時間３０分　※表彰式は夜の懇親会など

●参加人数：制限なし
●所要時間：ご相談に応じます。
 （約3時間から約4時間がお勧め）
●窓　　口：株式会社ＤＭＣ沖縄
 Ⓐ沖縄県那覇市首里当蔵町1-6-4
 Ⓦ http://www.dmc-okinawa.co.jp/
 Ⓣ 098-943-6642 Ⓕ 098-943-6641

●営業時間：ご依頼内容により調整
●料　　金：ご依頼内容によりお見積もり
●対 言  語：英語・中国語
●アクセス：ゆいレール（沖縄都市モノレール）の駅から
 徒歩圏内へデリバリー対応

「サトウキビ刈りと黒糖作り」
農から学ぶ沖縄

豊かな自然が残る本島中北部を中心に、本格体験プログラムを実施し、
農業体験や海でのトレッキングなどさまざまな体験を通じて五感を養います。

沖縄を代表する基幹作物サトウキビは、沖縄ではウージと呼ばれ古くから栽培がされてきました。全長３メート
ルほどに成長した甘いキビは、地元の子ども達にとっては最高のおやつでした。畑で説明を受けながら、農機具
を用いてサトウキビを刈り取った後、農家の方と一緒にキビジュースの試飲や黒糖作りを楽しむことができま
す。刈り取ったばかりのサトウキビをその場でかじったり、でき立て黒糖の甘味を堪能できるのもこのプログラ
ムの醍醐味です。

●参加人数：20名～ 120名
●所要時間：約2時間～約3時間
●窓　　口：沖縄体験ニライカナイ
 場所：やまだ体験広場、まえだ体験館
 Ⓐ沖縄県恩納村山田524
 Ⓦ http://www.niraikanai.co.jp/
 Ⓣ 098-964-1616
 Ⓕ 098-964-1617
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：日曜・祝日（予約があれば営業します）
●料　　金：1名3,000円（税込）
●対  言  語：英語(日常会話程度)
●アクセス：那覇空港から車で約60分
 沖縄コンベンションセンターから車で約40分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約15分
 万国津梁館から車で約35分
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植物に囲まれリラックスしながらチーム力アップ

●参加人数：20名～ 150名
●所要時間：約2時間～約3時間
●窓　　口：東南植物楽園
 Ⓐ沖縄県沖縄市知花2146
 Ⓦ http://www.southeast-botanical.jp/
 Ⓣ 098-939-2555
●営業時間：日～木 9：00 ～ 18：00、金・土・祝前日 9：00 ～ 22：00 ／定休日：年中無休
●料　　金：ご依頼内容によりお見積り
●アクセス：那覇空港から車で約50分
 沖縄コンベンションセンターから車で約30分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約25分
 万国津梁館から車で約40分

資源を活用した敷地内でのアクティビティプログラム。チーム競技となるため、
連携が必要。スタッフの協力体制構築やモチベーションアップに効果を発揮
します。

「ミドリンピック」

熱帯、亜熱帯地域に生息する約1,300種類の植物が観賞できる植物園で
自然を使ったプログラムを体験・共有し結束を育みます。

「サトウキビ収穫&黒糖作り」
産品を学び・味わう

農家の方々と共に汗をかきながら手作業による共同作業を体験できます。

●参加人数：10名～ 60名 
●所要時間：約2時間～約2時間30分
●窓　　口：一般社団法人恩納村観光協会(恩納村ふれあい体験学習センター内)
 Ⓐ沖縄県国頭郡恩納村字恩納5973
 Ⓦ http://www.onnaweek.jp/
 Ⓣ 098-966-2893 Ⓕ 098-966-2892
●営業時間：8：30 ～ 17：30（10月～ 5月）／
 定休日：土日祝日、年末年始（予約に関しましてはこの限りではありません）
●料　　金：1名1,800円（税別）
●アクセス：那覇空港から車で約70分
 沖縄コンベンションセンターから車で約40分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約10分
 万国津梁館から車で約20分

沖縄らしい風景といえば赤瓦屋根とサトウキビ畑です。沖縄を代表する基幹作
物サトウキビは、沖縄ではウージと呼ばれ古くから栽培がされてきました。プロ
グラムに参加して、採れたてのサトウキビの皮をむいてキビをまるかじりしましょ
う。また黒糖作り体験でも出来立ての美味しさを堪能できます。
《内容》 1.収穫指導　2.収穫体験　3.圧搾体験　4.黒糖作り　5.試食

「ハーリー競漕体験」
協調性や達成感、そして団結力が身につく

伝統行事のハーリー競漕を楽しむだけでなく、
協調性を養い連帯感を高めます。

●参加人数：80名～／2隻（80名～約100名）、3隻（101名～） 
●所要時間：約3時間～
●窓　　口：一般社団法人恩納村観光協会 (恩納村ふれあい体験学習センター内)
  Ⓐ沖縄県国頭郡恩納村字恩納5973  
  Ⓦ http://www.onnaweek.jp/
  Ⓣ 098-966-2893 Ⓕ 098-966-2892
●営業時間：8：30 ～ 17：30（4月～ 12月）／
 定休日：土日祝日、年末年始（予約に関しましてはこの限りではありません）
●料　　金：2隻232,000円（税別）、3隻312,000円（税別）
●アクセス：那覇空港から車で約70分
 沖縄コンベンションセンターから車で約40分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約10分
 万国津梁館から車で約20分

ハーリーは１４世紀頃中国から伝えられたもので、沖縄では旧暦の５月４日に海運
と豊漁を願い勇壮なハーリー競漕が行われる爬竜船競漕の行事です。現在でも
各地の漁港では、旧暦５月４日うみんちゅ（漁師）たちが、豊漁や海の安全を祈願し
て賑やかに漁船競漕が行われています。全員で息を合わせて日頃のチームワーク
を発揮しましょう。

「帆かけサバニ&レース体験」
チームの団結力を高める

（1日コース）

伝統木造舟「帆かけサバニ」に乗って、
帆に風を受けながらみんなで息を合わせて漕ぐことで、一体感が生まれます。

●参加人数：10名～100名
●所要時間：約5時間
●窓　　口：フーカキサバニ
  Ⓐ沖縄県名護市東江2-8-47
  Ⓦ http://www.f-sabani.net/
  Ⓣ 098-988-3821
●営業時間：10：00 ～ 19：00 ／定休日：不定休(プログラムは10：00より)
●料　　金：1名9,000円（税別）
●対応言語：英語
●アクセス：那覇空港から車で約70分
  沖縄コンベンションセンターから車で約60分
  沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約40分
  万国津梁館から車で約15分 

「帆かけサバニ」は、沖縄の伝統的な木造舟です。沖縄は周辺を豊かな海に囲ま
れていることから優れた海の文化が開花し、帆を揚げ漕いで、遠くは海外にまで
航海していたことが知られています。海を越える道具として、最も庶民の間で普
及したのが「帆かけサバニ」です。プログラム内容としては、午前中にサバニにま
つわる話を聞きながら、漕ぎ方などを教わり、ランチ後にサバニレースが体験で
きます。※荒天時は、室内でロープワークのワークショップなどの体験メニュー
で対応も可能。国内旅行保険への加入は別途承ります。
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 Ⓣ 098-939-2555
●営業時間：日～木 9：00 ～ 18：00、金・土・祝前日 9：00 ～ 22：00 ／定休日：年中無休
●料　　金：ご依頼内容によりお見積り
●アクセス：那覇空港から車で約50分
 沖縄コンベンションセンターから車で約30分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約25分
 万国津梁館から車で約40分

資源を活用した敷地内でのアクティビティプログラム。チーム競技となるため、
連携が必要。スタッフの協力体制構築やモチベーションアップに効果を発揮
します。

「ミドリンピック」

熱帯、亜熱帯地域に生息する約1,300種類の植物が観賞できる植物園で
自然を使ったプログラムを体験・共有し結束を育みます。

「サトウキビ収穫&黒糖作り」
産品を学び・味わう

農家の方々と共に汗をかきながら手作業による共同作業を体験できます。

●参加人数：10名～ 60名 
●所要時間：約2時間～約2時間30分
●窓　　口：一般社団法人恩納村観光協会(恩納村ふれあい体験学習センター内)
 Ⓐ沖縄県国頭郡恩納村字恩納5973
 Ⓦ http://www.onnaweek.jp/
 Ⓣ 098-966-2893 Ⓕ 098-966-2892
●営業時間：8：30 ～ 17：30（10月～ 5月）／
 定休日：土日祝日、年末年始（予約に関しましてはこの限りではありません）
●料　　金：1名1,800円（税別）
●アクセス：那覇空港から車で約70分
 沖縄コンベンションセンターから車で約40分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約10分
 万国津梁館から車で約20分

沖縄らしい風景といえば赤瓦屋根とサトウキビ畑です。沖縄を代表する基幹作
物サトウキビは、沖縄ではウージと呼ばれ古くから栽培がされてきました。プロ
グラムに参加して、採れたてのサトウキビの皮をむいてキビをまるかじりしましょ
う。また黒糖作り体験でも出来立ての美味しさを堪能できます。
《内容》 1.収穫指導　2.収穫体験　3.圧搾体験　4.黒糖作り　5.試食

「ハーリー競漕体験」
協調性や達成感、そして団結力が身につく

伝統行事のハーリー競漕を楽しむだけでなく、
協調性を養い連帯感を高めます。

●参加人数：80名～／2隻（80名～約100名）、3隻（101名～） 
●所要時間：約3時間～
●窓　　口：一般社団法人恩納村観光協会 (恩納村ふれあい体験学習センター内)
  Ⓐ沖縄県国頭郡恩納村字恩納5973  
  Ⓦ http://www.onnaweek.jp/
  Ⓣ 098-966-2893 Ⓕ 098-966-2892
●営業時間：8：30 ～ 17：30（4月～ 12月）／
 定休日：土日祝日、年末年始（予約に関しましてはこの限りではありません）
●料　　金：2隻232,000円（税別）、3隻312,000円（税別）
●アクセス：那覇空港から車で約70分
 沖縄コンベンションセンターから車で約40分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約10分
 万国津梁館から車で約20分

ハーリーは１４世紀頃中国から伝えられたもので、沖縄では旧暦の５月４日に海運
と豊漁を願い勇壮なハーリー競漕が行われる爬竜船競漕の行事です。現在でも
各地の漁港では、旧暦５月４日うみんちゅ（漁師）たちが、豊漁や海の安全を祈願し
て賑やかに漁船競漕が行われています。全員で息を合わせて日頃のチームワーク
を発揮しましょう。

「帆かけサバニ&レース体験」
チームの団結力を高める

（1日コース）

伝統木造舟「帆かけサバニ」に乗って、
帆に風を受けながらみんなで息を合わせて漕ぐことで、一体感が生まれます。

●参加人数：10名～100名
●所要時間：約5時間
●窓　　口：フーカキサバニ
  Ⓐ沖縄県名護市東江2-8-47
  Ⓦ http://www.f-sabani.net/
  Ⓣ 098-988-3821
●営業時間：10：00 ～ 19：00 ／定休日：不定休(プログラムは10：00より)
●料　　金：1名9,000円（税別）
●対応言語：英語
●アクセス：那覇空港から車で約70分
  沖縄コンベンションセンターから車で約60分
  沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約40分
  万国津梁館から車で約15分 

「帆かけサバニ」は、沖縄の伝統的な木造舟です。沖縄は周辺を豊かな海に囲ま
れていることから優れた海の文化が開花し、帆を揚げ漕いで、遠くは海外にまで
航海していたことが知られています。海を越える道具として、最も庶民の間で普
及したのが「帆かけサバニ」です。プログラム内容としては、午前中にサバニにま
つわる話を聞きながら、漕ぎ方などを教わり、ランチ後にサバニレースが体験で
きます。※荒天時は、室内でロープワークのワークショップなどの体験メニュー
で対応も可能。国内旅行保険への加入は別途承ります。
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「ハーリー体験」
海人の伝統行事を体感
うみんちゅ

南城市奥武島で沖縄の海人の伝統行事であるハーリー（爬竜船）の
船漕ぎを体験して連帯感、団結力、人間関係の構築などを図ることができます。

●参加人数：1組30名～ 100名
●所要時間：約3時間
●窓　　口：一般社団法人南城市観光協会
  Ⓐ沖縄県南城市知念字久手堅541番地（がんじゅう駅・南城内）
  Ⓦ http://okinawa-nanjo.jp/
  Ⓣ 098-948-4611 Ⓕ 098-948-4644
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：年中無休
●料　　金：1名2,500円（税込）～ ※料金は体験人数によって変動します。
  また、3月～5月はモズク漁がある為予約が取れない場合も ございます。
●対 言 語：英語
●アクセス：那覇空港から車で約50分
  沖縄コンベンションセンターから車で約45分
  沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約60分
  万国津梁館から車で約80分

奥武島ハーリーは県内でも有名。その奥武島の漁師がハーリーの漕ぎかたを優
しくレクチャーしてくれます。透明度の高い海の上で漕ぐ爬竜船はワクワクする
事間違いなし。また、爬竜船は漕ぎ手が息を合わせ、ウェイトバランスをしっかり
保たないと速く走らないのでチーム一丸となって考えることが重要。その為、会
社や組織のチームビルディングにも人気の高いアクティビティー 。ぜひ南城市
奥武島でハーリー体験しみませんか？

「プロジェクトアドベンチャー」
参加者の自主性や協調性を養う

冒険教育ともいわれ、心理学や体験学習の手法を取り入れた、
野外活動を中心としたプログラムです。

●参加人数：10名～80名
●所要時間：約8時間(1日)、約4時間(半日)
●窓　　口：つつじエコパーク（東村ふるさと振興株式会社）
  Ⓐ沖縄県東村平良766-1　Ⓦ http://higashi-ecopark.com/
  Ⓣ０９８０‐４３‐３３００ Ⓕ０９８０‐４３‐３０３０
●営業時間：9：00～17：30(予約受付) ／定休日：年中無休
●料　　金：1名　ゲーム+ハイエレメント無2,800円（半日）、3,800円（1日） （税別）
 1名　ゲーム+ハイエレメント1つ3,300円（半日）、4,300円（1日） （税別）
 1名　ゲーム+ハイエレメント2つ3,800円（半日）、4,800円（1日） （税別）

●アクセス：那覇空港から車で約100分
  沖縄コンベンションセンターから車で約90分
  沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約70分
  万国津梁館から車で約50分

プロジェクトアドベンチャーとは冒険教育ともいわれ、心理学や体験学習の手法
を取り入れた、参加者の自主性や協調性を養う野外活動を中心としたプログラ
ムです。かつての子どもたちは、山や川、原っぱで遊び、その中で協調性や信頼
関係を学んできました。ところが今、子どもたちはその大切な遊びのための場所
も時間も相手も不足しています。プロジェクトアドベンチャーは、限られた時間で
効果的なプログラムを展開することで、その不足を補い学びの環境をつくるこ
とをねらいとしています。東村村民の森プロジェクト・アドベンチャーコースは、
国内最大規模の施設で経験豊富なファシリテーターが指導を行います。

02エクスカーション
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E X C U R S I O N

特有の歴史・文化に触れて教養を深める
MICEの開催プログラムの一部として、参加者及びその同伴者のために計画
された、会場を離れて行うテーマに沿った小旅行や視察。生産現場や生産施設
を専門的に視察するテクニカルビジットも含まれます。観光要素の強い体験プ
ログラムは「特別観光」で紹介します。
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「自然観察とカヌー体験」
マングローブを実際に見て、触れて、感じる

羽地内海と東シナ海の2つの海に面する屋我地島には、本島最大級の
マングローブ群落があり、亜熱帯気候特有の豊かな自然を満喫することができます。

●参加人数：20名～ 80名まで
●所要時間：約3時間30分
●窓　　口：屋我地エコツーネット
 Ⓐ沖縄県名護市字屋我376  Ⓦ http://www.yagaeco.net/
 Ⓣ 090-1942-2882  Ⓕ 0980-52-8690
●営業時間：8：30 ～ 19：00 ／定休日：不定休
●料　　金：1名4,000円 (税込)※団体料金
●対  言 語：英語(日常会話)
●アクセス：那覇空港から車で約80分／沖縄コンベンションセンターから車で約70分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約55分／万国津梁館から車で約30分

沖縄八景にも選ばれ、「沖縄の松島」とも呼ばれる風光明媚な沖縄本島北部の屋我地島、
羽地内海。そこにはマングローブに育まれ、さまざまな生き物たちが暮らしています。本
施設では、マングローブ林および広大な干潟を散策する自然観察と、透明度が高く波が
穏やかな海域でのカヌー体験の２つのプログラムを楽しむことができます。マングロー
ブではミナミコメツキガニなどの愉快な生き物との出会いがあります。カヌーでは沖に
浮かぶ小島を巡り、開放感や冒険が味わえます。料理、サイクリング、染め物などとの組
み合わせも可能です。古宇利大橋、ワルミ大橋、屋我地大橋の3つの橋があり、名護から
はもちろん古宇利島、今帰仁村、本部へのアクセスも非常に良いフィールドです。

Pickup!

「泡盛蔵見学」
五感で楽しみ心に残る

工場内に入る事で普段味わえない、モロミの香りや
蔵の雰囲気を五感で体験します。

1.「泡盛ができるまで」のビデオを見て学習
2.蔵人が工場内を案内
3.実際に使用している原料米などに触れて見学
4.美味しい古酒についてお勉強
5.さまざまな泡盛の飲み比べやもろみ酢の試飲
2010年・2011年、２年連続で沖縄MICEコンテンツコンテストにおいて、独自の工夫を凝らした沖縄らしい
プランとして高い評価を受け、賞を受賞しました。

●参加人数：1名～ 25名まで。1グループとしてご案内いたします。
●所要時間：約40分（ご案内時間約20分・試飲約20分）※受付時間は10：00 ～ 16：00迄となっております。
●窓　　口：有限会社神村酒造
 Ⓐ沖縄県うるま市石川嘉手苅570
 Ⓦ http://kamimura-shuzo.co.jp/
 Ⓣ 098-964-7628 Ⓕ 098-964-7627
●営業時間：10：00 ～ 17：00 ／定休日：年末年始（12/30～1/3）
●料　　金：入場料無料／要予約
●アクセス：那覇空港から車で約55分
 沖縄コンベンションセンターから車で約35分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約10分
 万国津梁館から車で約30分
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浮かぶ小島を巡り、開放感や冒険が味わえます。料理、サイクリング、染め物などとの組
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2010年・2011年、２年連続で沖縄MICEコンテンツコンテストにおいて、独自の工夫を凝らした沖縄らしい
プランとして高い評価を受け、賞を受賞しました。

●参加人数：1名～ 25名まで。1グループとしてご案内いたします。
●所要時間：約40分（ご案内時間約20分・試飲約20分）※受付時間は10：00 ～ 16：00迄となっております。
●窓　　口：有限会社神村酒造
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●営業時間：10：00 ～ 17：00 ／定休日：年末年始（12/30～1/3）
●料　　金：入場料無料／要予約
●アクセス：那覇空港から車で約55分
 沖縄コンベンションセンターから車で約35分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約10分
 万国津梁館から車で約30分
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「沖縄空手体験」
沖縄伝統空手の鍛錬を体験し文化に触れる

沖縄伝統空手の鍛錬を体験し、形の演舞に挑戦することで、
日本の武道を体感します。

沖縄で生まれた空手にチャレンジ！2020年東京オリンピックの追加種目に決定した空手。1億人の愛好家が世
界中にいると言われています。空手は日本武道の代表格です。沖縄伝統空手の鍛錬を体験し、形の演舞に挑戦
します。実施する目的、参加者の属性、達成したい成果などをお伺いし、プログラムをカスタマイズいたします。
沖縄県内全域へデリバリーいたします。会場探しもお任せください。
《プログラム例：１００名の場合》※カスタマイズいたします。
◆イントロダクション＆アイスブレイク（１５分）  　◆沖縄空手に関するレクチャー（１５分）
◆基礎練習（４５分）　　　　　　　　 　　　 　 ◆挑戦する形の手本披露（１５分）
◆形の訓練（４５分） 　　　　　　　 　　 　　　◆体得した形の披露（１５分）
計：２時間３０分

●参加人数：制限なし
●所要時間：ご相談に応じます。（約1時間から約2時間がお勧め）
●窓　　口：株式会社ＤＭＣ沖縄
 Ⓐ沖縄県那覇市首里当蔵町1-6-4
 Ⓦ http://www.dmc-okinawa.co.jp/
 Ⓣ 098-943-6642 Ⓕ 098-943-6641
●営業時間：ご依頼内容により調整
●料　　金：ご依頼内容によりお見積もり
●対  言  語：英語・中国語
●アクセス：沖縄県内全域（離島含む）へデリバリー対応

「海を渡るサイクリング体験」
沖縄の自然を活かしたアクティビティー

サイクリングリーダーとサポートカーが安全で快適なサイクリングをサポートし、
島を結ぶ橋や海中道路を自転車で走りぬけるアクティビティーです。

島を結ぶ橋や海中道路を自転車で走りぬけるアクティビティーです。サイクリングリーダーとサポートカーが
安全で快適なサイクリングをサポートします。実施する目的、参加者の属性、達成したい成果などをお伺いし、
プログラムをカスタマイズいたします。
《プログラム例：８０名の場合》※カスタマイズいたします。
◆イントロダクション（２０分） 　　　◆自転車のフィッティング（２０分）
◆サイクリング（往路）（６０分） 　　 ◆中継点でタスクに挑戦（２０分）
◆サイクリング（復路）（６０分） 　　 ◆ゴール
計：３時間

●参加人数：30名～80名
●所要時間：ご相談に応じます。 （約3時間がお勧め）
●窓　　口：株式会社ＤＭＣ沖縄
 Ⓐ沖縄県那覇市首里当蔵町1-6-4
 Ⓦ http://www.dmc-okinawa.co.jp/
 Ⓣ 098-943-6642
 Ⓕ 098-943-6641
●営業時間：ご依頼内容により調整
●料　　金：ご依頼内容によりお見積もり
●対  言  語：英語・中国語
●アクセス：沖縄本島全域へデリバリー対応
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「マングローブカヌー体験」
自然のマングローブから環境について考える

沖縄・金武町の億首川でマングローブ林をカヌーで周り、自然環境を学びます。

●参加人数：１０名～１２０名
●所要時間：約２時間
●窓　　口：ネイチャーみらい館 
  Ⓐ沖縄県国頭郡金武町金武11818-2
  Ⓦ http://www.nature-kin.com/
  Ⓣ 098-968-6117  Ⓕ 098-968-6187
●営業時間：9：00～21：00 ／定休日：不定休
●料　　金：大人1名５‚３００円／小人（６才～１１才）1名３‚７００円（税別）
  ※１０名以上の団体の場合、大人／小人：一律４‚０００円（税別）
●アクセス：那覇空港から車で約60分
  沖縄コンベンションセンターから車で約50分
  沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約30分
  万国津梁館から車で約25分

マングローブとは淡水が交じり合う汽水域に生い茂る諸物群の通称で、地球温
暖化の主要因と言われる二酸化炭素の吸収固定力が大きい事で注目される中、
その根が作り出す安全な空間は「命のゆりかご」として幼い魚やカニ・エビなど
を育て、生態系保全の効果もあります。沖縄本島内では４種類のマングローブを
見る事が出来ます。カヌーに乗りながらマングローブ林を地元インストラクター
と周り、奥の深い自然環境の素晴らしさを学んでいきます。

「伝統空手文化体験」
独自の文化遺産の保存・継承・発展…

「空手発祥の地・沖縄」で伝統空手の真髄を学ぶ。
2017年3月オープンの新施設で体感する沖縄独自の文化遺産、「空手」。

沖縄を発祥地として、今や世界中に愛好家がいる「空手」。沖縄空手会館は、沖縄空手を独自の文化遺産として
保存・継承・発展させ、「空手発祥の地・沖縄」を国内外に発信し、伝統空手の真髄を学ぶ拠点となる施設です。
空手発祥地であることをシンボリックに表した「特別道場（守禮之館）」を中心に、特別道場前庭や、屋外鍛錬場
がある施設エリア、空手家から一般の方までお楽しみいただける、エンターテイメント性を備えた「有料資料
室」を中心に、空手関連の限定グッズ等を販売するショップや、飲食スペースを備えた展示施設。空手の練習や
大会開催の場としてはもちろん、空手以外の各種イベントにもご活用可能な「道場」を中心に、鍛錬室、研修室、
シャワー室等を完備した道場施設など、国内外の空手関係者とともに、空手の経験のない方や観光客のみなさ
まにも楽しんでいただける施設となっています。

●参加人数：ご相談に応じます。
●所要時間：ご相談に応じます。
●窓　　口：沖縄空手会館
 Ⓐ沖縄県豊見城市字豊見城854-1
 Ⓦ http://karatekaikan.jp/
 Ⓣ 098-851-1025
 ※10月25日は「空手の日」

●営業時間：展示施設9：00～18：00・道場施設9：00～21：00
 ／休館日：水曜日、12/30～1/3
●料　　金：ご依頼内容によりお見積もり
●アクセス：那覇空港から約14分
 沖縄コンベンションセンターから車で約30分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約45分
 万国津梁館から車で約60分

「サンシン体験」
伝統芸能・文化に学ぶ

沖縄で最も身近な楽器である「サンシン」で
琉球音楽を実際に体験出来るプログラムです。

●参加人数：5名～ 40名    
● 所要時間：約2時間
●窓　　口：一般社団法人恩納村観光協会 (恩納村ふれあい体験学習センター内)
 Ⓐ沖縄県国頭郡恩納村字恩納5973
 Ⓦ http://www.onnaweek.jp/
 Ⓣ 098-966-2893 Ⓕ 098-966-2892
●営業時間：8：30 ～ 17：30／
 定休日：土日祝日、年末年始（予約に関しましてはこの限りではありません）
●料　　金：1名1,800円（税別）
●アクセス：那覇空港から車で約70分
 沖縄コンベンションセンターから車で約40分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約10分
 万国津梁館から車で約20分

三線とは中国から琉球に伝わった、へびの皮を胴に張った三弦の楽器のことを
言います。実際に三線を持って演奏いただくことで文化を体験いただきます。
1.サンシンの説明 2.模範演奏 3.実技指導・島唄・安里屋ユンタ・てぃんさぐの
花・いっぺーかなさんどーなど
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 万国津梁館から車で約20分

三線とは中国から琉球に伝わった、へびの皮を胴に張った三弦の楽器のことを
言います。実際に三線を持って演奏いただくことで文化を体験いただきます。
1.サンシンの説明 2.模範演奏 3.実技指導・島唄・安里屋ユンタ・てぃんさぐの
花・いっぺーかなさんどーなど
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「カヌー体験とマングローブ観察」
慶佐次川の大自然に触れて環境について考える

「地域密着・環境の保全・ホスピタリティー」をモットーに、マングローブをはじめ
地域の特性にこだわった体験プログラムを用意しています。

●参加人数：20名～ 120名まで
●所要時間：約3時間(半日コース)
●窓　　口：やんばる自然塾
  Ⓐ沖縄県東村字慶佐次82
  Ⓦ http://www.gesashi.com/
  Ⓣ 0980-43-2571 Ⓕ 0980-43-2585
●営業時間：8：00 ～ 18：00 ／定休日：元日
●料　　金：1名4,100円（税込）
●アクセス：那覇空港から車で約120分
  沖縄コンベンションセンターから車で約90分
  沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約70分
  万国津梁館から車で約50分

沖縄県東村にある国指定天然記念物の慶佐次川マングローブは、アマゾンを彷
彿させる、貴重な動植物が数多く生息しています。メインフィールドの「慶佐次
川」は干満の差が大きく、また環境に無理のないプログラムを行うため潮の干満
によってカヤック体験を行うフィールドが異なります。 幻想的な自然を体感する
リバーカヤックやシーカヤック、トレッキングなどの自然体験以外にも沖縄料理
体験やパイナップル収穫＆ジャム作り体験といった文化体験も用意しています。
自然を感じるとともに地域の歴史、文化、生態系や動植物の生きていく知恵、不
思議などを学ぶプログラムです。

げ さ し

「雪塩ミュージアム見学」
雪塩を通して宮古島を学ぶ

美しい海で知られる宮古島の素晴らしい自然の恵み「雪塩」を通して、
製造工程だけでなく宮古島についても学べるプログラムです。

●参加人数：1名～40名／要予約
●所要時間：約15分～約20分
●窓　　口：一般社団法人宮古島観光協会
  Ⓐ沖縄県宮古島市平良字西里187番地2Ｆ
●運　　営：雪塩ミュージアム
  Ⓐ沖縄県宮古島市平良字狩俣191
  Ⓦ http://www.yukisio.com/
  Ⓣ 0980-72-5667
●営業時間： 9：00 ～ 18：30（4月～ 9月） 9：00～17：00（10月～3月）／
  定休日：年中無休（工場が稼働していない日もございます。ご了承くださいませ）
●料　　金：無料
●アクセス：宮古空港から車で約30分

海水の成分を残すことにこだわった塩、それが宮古島の雪塩です。製造工程はも
ちろん、沖縄の海の特徴やサンゴ礁との関係性、その他宮古島に関するさまざ
まな情報までガイドがご案内いたします。プログラムを通して素晴らしい自然の
恵みを感じてください。

「蔵人ケータリング」
場所を選ばず泡盛体験

沖縄ならではの泡盛をレセプション・イベントに合わせて、
蔵人ケータリングとして専門知識もお届けするプランです。

神村酒造の蔵人が、パーティー会場に直接伺って、泡盛を給仕しながら美味しい
飲み方の提案や泡盛についてのお話をいたします。また利き酒コーナーもあり、
誰でも楽しめるプランとなっております。海外の方にも人気！ 2010年・2011年、
２年連続で沖縄MICEコンテンツコンテストにおいて、独自の工夫を凝らした沖
縄らしいプランとして高い評価を受け、賞を受賞しました。

●参加人数：制限なし
●所要時間：パーティー時間に合わせます。
●窓　　口：有限会社神村酒造
  Ⓐ沖縄県うるま市石川嘉手苅570
  Ⓦ http://kamimura-shuzo.co.jp/
  Ⓣ 098-964-7628 Ⓕ 098-964-7627
●営業時間：ご依頼内容により調整
●料　　金：ご依頼内容によりお見積もり
●アクセス：那覇空港から車で約55分
  沖縄コンベンションセンターから車で約35分
  沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約10分
  万国津梁館から車で約30分

く ら び と

「産業視察」
沖縄の産業について知る

持続可能エネルギーの実証実験施設、沖縄の文化や自然に根ざした独自の産業、
地域に根ざした産業など、注目の企業や施設を訪問するプログラムです。

●参加人数：ご相談ください
●所要時間：半日プログラム、終日プログラムがございます。
●窓　　口：株式会社ＤＭＣ沖縄
  Ⓐ沖縄県那覇市首里当蔵町1-6-4
  Ⓦ http://www.dmc-okinawa.co.jp/
  Ⓣ 098-943-6642 Ⓕ 098-943-6641
●営業時間：ご依頼内容により調整
●料　　金：ご依頼内容によりお見積もり
●対 言 語：英語・中国語
●アクセス：沖縄県内全域（離島含む）へデリバリー対応

持続可能エネルギーの実証実験施設、沖縄の文化や自然に根ざした独自の産業、
地域に根ざした産業など、注目の企業や施設を訪問するプログラムです。実施す
る目的、参加者の属性、達成したい成果などをお伺いし、プログラムをカスタマ
イズいたします。沖縄県内全域へデリバリーいたします。訪問先探しもお任せくだ
さい。
《プログラム例：１００名の場合》※カスタマイズいたします。
◆移動車内でイントロダクション ◆移動しながらご希望の産業視察（１８０分～
２４０分） 【視察先例】・再生可能エネルギー実証実験施設 ・製塩施設 ・泡盛酒造所 
など※ご希望の産業を伺ってアレンジします　計：３時間～４時間
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C S R  P R O G R A M

おもてなしの心で社会貢献意識を高める
沖縄における環境問題や地域課題などの社会的課題を解決する活動を体験
できるプログラムであり、参加することでCSR活動の本質を理解すると同時に
開催地沖縄に貢献することができます。

●参加人数：4名～2０名
●所要時間：約90分
●窓　　口：NPO法人 久米島ホタルの会
 Ⓐ沖縄県島尻郡久米島町字大田420
 Ⓦ https://kumejimahotaru.jimdofree.com/
 Ⓣ 080-6490-3850 ／ 098-896-7100
●営業時間：9：30 ～ 16：30 ／定休日：月曜日、火曜日（体験プログラムは可）
●料　　金：1名3,500円（税込）
●アクセス：久米島空港より車で約20分

「みずとみどりの自然教室」
アクティブラーニングで生命の役割を確認し自然の力を知る

身近な自然のメカニズムを理解するために、
ネイチャーゲームを通して体験しながら、地球再生活動への意識を高めます。

地球の未来をより良くするために、自然と人との調和が求められる時代。自然が大切だ
と理解してはいるけれど、その自然そのものを支える本物の生きもの達に触れる機会は、
少ないのではないでしょうか。本プログラムでは、小さな川のエビや魚、湿地ビオトープ
のヤゴやゲンゴロウを実際に探し、植物やオリジナルビンゴカードを使う事で、水と緑を
巡る生きもの達の存在と、地球環境の浄化を担うメカニズムに気づくことができるアク
ティブラーニングプログラムです。ありふれた植物や生きもの達に実際に触れる体験か
ら、地球再生活動への理解を深めることが出来ます。

Pickup!
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「ミステリーナイトツアー」
夜のサスティナブルビオトープ散策で生命の工夫を知る

ホタルとつながる久米島の夜の生きもの達をライトの明かりで見つけるために、
ガイドの案内で散策すると、自然の豊かな夜時間を楽しむことができます。

地球の自然環境を構成している植物や生きものは、生活空間を多角的に活用する工夫の一つとして、昼と夜の
出現時間を使い分けています。昼間は、聞こえなかった虫の声や、見えなかったホタルの光を探しながら、
久米島ホタル館周辺の緑地、木道や湿地、川ビオトープをガイドと一緒に散策することで、夜が暗いという事の
本当の大切さにも気づくことができます。

●参加人数：4０名
●所要時間：約60分
●窓　　口：NPO法人 久米島ホタルの会
 Ⓐ沖縄県島尻郡久米島町字大田420
 Ⓦ https://kumejimahotaru.jimdofree.com/
 Ⓣ 080-6490-3850 ／ 098-896-7100
●受付時間：9：00 ～ 17：30 ／
 定休日：月曜日、火曜日（体験プログラムは可）
●料　　金：1名3,000円（税込）
●アクセス：久米島空港より車で約20分

「僻地校へ届ける音楽の贈り物」
音楽を通した社会貢献でやりがいや喜びを感じる

僻地校を、琉球フィルハーモニックと共に訪れ、その出張演奏のサポート・
共演をしながら、沖縄の子どもたちに豊かな人間性を醸成する機会をもたらす活動です。

クラシック音楽の生の演奏を聴く機会がほとんどない僻地校を、琉球フィルハーモニックと共に訪れ、その出張
演奏のサポート並びに共演をしながら、沖縄の子どもたちに豊かな人間性を醸成する機会をもたらすCSR
活動です。文化だけでなく、子どもたちの素直な驚き、喜びなどのさまざまな反応に時をおかず接することで、
社員のモチベーション向上に役立つプログラムです。またコンサートの運営に主体的に関わることで、喜びも
倍増します。実施する目的、参加者の属性、達成したい成果などをお伺いし、プログラムをカスタマイズいたし
ます。沖縄県内全域へデリバリーいたします。会場探しもお任せください。
《プログラム例：１００名の場合》※カスタマイズいたします。
◆イントロダクション＆アイスブレイク（１５分） ◆創作パフォーマンスの練習（６０分） ◆会場（学校体育館）の
装飾・設営・楽器運搬など準備（９０分） ◆琉球フィルハーモニックとの共演（９０分）　・児童/生徒を歓迎　・創
作パフォーマンスの披露（共演）　・琉球フィルハーモニックの演奏　◆児童/生徒と共に会場の後片付け（１５分）
計：４時間３０分

●参加人数：制限なし
●所要時間：ご相談に応じます。 
 （約3時間から約4時間がお勧め）
●窓　　口：株式会社ＤＭＣ沖縄
 Ⓐ沖縄県那覇市首里当蔵町1-6-4
 Ⓦ http://www.dmc-okinawa.co.jp/
 Ⓣ 098-943-6642 Ⓕ 098-943-6641

●営業時間：ご依頼内容により調整
●料　　金：ご依頼内容によりお見積もり
●対 言 語：英語・中国語
●アクセス：沖縄県内全域（離島含む）へデリバリー対応
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「ミステリーナイトツアー」
夜のサスティナブルビオトープ散策で生命の工夫を知る

ホタルとつながる久米島の夜の生きもの達をライトの明かりで見つけるために、
ガイドの案内で散策すると、自然の豊かな夜時間を楽しむことができます。

地球の自然環境を構成している植物や生きものは、生活空間を多角的に活用する工夫の一つとして、昼と夜の
出現時間を使い分けています。昼間は、聞こえなかった虫の声や、見えなかったホタルの光を探しながら、
久米島ホタル館周辺の緑地、木道や湿地、川ビオトープをガイドと一緒に散策することで、夜が暗いという事の
本当の大切さにも気づくことができます。

●参加人数：4０名
●所要時間：約60分
●窓　　口：NPO法人 久米島ホタルの会
 Ⓐ沖縄県島尻郡久米島町字大田420
 Ⓦ https://kumejimahotaru.jimdofree.com/
 Ⓣ 080-6490-3850 ／ 098-896-7100
●受付時間：9：00 ～ 17：30 ／
 定休日：月曜日、火曜日（体験プログラムは可）
●料　　金：1名3,000円（税込）
●アクセス：久米島空港より車で約20分

「僻地校へ届ける音楽の贈り物」
音楽を通した社会貢献でやりがいや喜びを感じる

僻地校を、琉球フィルハーモニックと共に訪れ、その出張演奏のサポート・
共演をしながら、沖縄の子どもたちに豊かな人間性を醸成する機会をもたらす活動です。

クラシック音楽の生の演奏を聴く機会がほとんどない僻地校を、琉球フィルハーモニックと共に訪れ、その出張
演奏のサポート並びに共演をしながら、沖縄の子どもたちに豊かな人間性を醸成する機会をもたらすCSR
活動です。文化だけでなく、子どもたちの素直な驚き、喜びなどのさまざまな反応に時をおかず接することで、
社員のモチベーション向上に役立つプログラムです。またコンサートの運営に主体的に関わることで、喜びも
倍増します。実施する目的、参加者の属性、達成したい成果などをお伺いし、プログラムをカスタマイズいたし
ます。沖縄県内全域へデリバリーいたします。会場探しもお任せください。
《プログラム例：１００名の場合》※カスタマイズいたします。
◆イントロダクション＆アイスブレイク（１５分） ◆創作パフォーマンスの練習（６０分） ◆会場（学校体育館）の
装飾・設営・楽器運搬など準備（９０分） ◆琉球フィルハーモニックとの共演（９０分）　・児童/生徒を歓迎　・創
作パフォーマンスの披露（共演）　・琉球フィルハーモニックの演奏　◆児童/生徒と共に会場の後片付け（１５分）
計：４時間３０分

●参加人数：制限なし
●所要時間：ご相談に応じます。 
 （約3時間から約4時間がお勧め）
●窓　　口：株式会社ＤＭＣ沖縄
 Ⓐ沖縄県那覇市首里当蔵町1-6-4
 Ⓦ http://www.dmc-okinawa.co.jp/
 Ⓣ 098-943-6642 Ⓕ 098-943-6641

●営業時間：ご依頼内容により調整
●料　　金：ご依頼内容によりお見積もり
●対 言 語：英語・中国語
●アクセス：沖縄県内全域（離島含む）へデリバリー対応
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「ビーチクリーンアップ」
島特有の問題に触れて自然保護・環境維持を学ぶ

沖縄の島々には、海を越えてさまざまな漂着物がやってきます。自然保護・環境維持に
貢献し、自社のＣＳＲを高めると同時に社員のモチベーション向上につなげます。

「SDGｓ15・創るエコツアー 研修プラン」　
SDGｓ15の目標を達成する久米島ホタル館の
サステイナブルビオトープに参加し理解を深めよう

久米島で20年間、子どもたちと取り組んできた自然再生活動には、
チームビルディングとアクティブラーニングの要素が満載、それらを体験し、
地球環境の再生にも貢献できるプログラムです。

●参加人数：制限なし
●所要時間：ご相談に応じます。（約1時間から約1時間30分がお勧め）
●窓　　口：株式会社ＤＭＣ沖縄
  Ⓐ沖縄県那覇市首里当蔵町1-6-4
  Ⓦ http://www.dmc-okinawa.co.jp/
  Ⓣ 098-943-6642 Ⓕ 098-943-6641
●営業時間：ご依頼内容により調整
●料　　金：ご依頼内容によりお見積もり
●対 言 語：英語・中国語
●アクセス：沖縄県内全域（離島含む）へデリバリー対応

沖縄の島々には、海を越えてさまざまな漂着物がやってきます。ＭＩＣＥの開催地
として訪ねる沖縄の自然保護・環境維持に貢献し、自社のＣＳＲを高めると同時に
社員のモチベーション向上に役立ちます。実施する目的、参加者の属性、達成し
たい成果などをお伺いし、プログラムをカスタマイズいたします。沖縄県内全域
へデリバリーいたします。会場探しもお任せください。
《プログラム例 ： １００名の場合》※カスタマイズいたします。
◆イントロダクション（１５分） 　◆清掃活動（４０分）
◆ゴミの分別（２０分） 　　　　 ◆記念撮影（１５分）
計：１時間３０分　※オプションでＢＢＱなどのランチをお勧めします

●参加人数：1回の受け入れ4名～ 20名　
●所要時間：当日夜20：00～ 21：00（60分）翌朝9：00～ 12：00（180分）、トータル240分
●窓　　口：NPO法人 久米島ホタルの会
 Ⓐ沖縄県島尻郡久米島町字大田420
 Ⓦhttps://kumejimahotaru.jimdofree.com/
 Ⓣ080-1740-1529/098-896-7100
●受付時間：月曜・火曜以外9：00 ～ 17：00（プログラムは、月・火も対応可）
●料　　金：1名／ 12,000円（税込み）
●対応言語：日本語のみ
●アクセス：久米島空港より車で20分
※本プログラムの開催は久米島ホタル館でのみとなります。

このプログラムは、SDGｓ15の目標にある、「陸の豊かさも守ろう」に関わる久米島ホ
タル館の実践的な活動に参加することで、その体験と貢献を実感することができます。
参加する方々の自然に対する意欲や関心、気づきを促すウォーミングアップとして、
生きもの達を観察しやすい夜にスタートし約60分のナイトツアーを体験します。
翌朝、9:00～12：00の間で、陸地の自然環境を学ぶオリジナルのネイチャービンゴ
カードをチームでクリアし、湿地と川の生きもの探しを行うことで、自然環境を構成
している生きものへの関心と理解を深め、川の感触の楽しさと、赤土の巻き上がる
現象から、人と自然の関わり方や影響を認識し、赤土流出問題を解決する方法の一
つとして、久米島ホタルの会が取り組んでいる赤土を川から取り除く実践活動に意
欲的に参加していただくことができます。

04特　別　観　光

MICE
Experience Program
Guide Book
Okinawa, JAPAN

S P E C I A L  P R O G R A M

活気あふれる南国パワーで視野を広げる
日本最南端の南国感あふれる沖縄をリラックスしながら、MICE開催地である、
沖縄ならではの自然や文化習慣をより深く理解でき、知的好奇心を満足させて
くれる体験プログラム。プレコンベンション※1 /ポストコンベンション※2 MICE
に個人で参加できる滞在時間を活用できるプログラムです。｠           

※１コンベンションの前に開催都市に入って観光すること。　　※２コンベンションが終了して観光すること。
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「ガンガラーの谷ガイドツアー」
大自然の神秘に触れる

サンゴ礁由来の石灰岩地帯に広がる、鍾乳洞が崩壊してできた自然豊かな谷間を、
専門ガイドの案内で巡るガイドツアーです。

●参加人数：1名～500名（団体の場合、30名程のグループごとにガイドが付き、時間差で出発）  
●所要時間：約80分
●窓　　口：（株）南都 ガンガラーの谷
 Ⓐ沖縄県南城市玉城字前川202
 Ⓦ http://www.gangala.com/ Ⓣ 098-948-4192
●営業時間：9：00 ～ 18：00／定休日：年中無休
●料　　金：1名2,500円（税込）　学生（12歳以上）1名1,500円（税込）※要学生証提示
●対応言語：英語・繁体・簡体・韓国（ツアーテキストガイド有り）
●アクセス：那覇空港から車で約30分／沖縄コンベンションセンターから車で約35分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約60分／万国津梁館から車で約60分

2008年8月に一般公開された予約制ガイドツアー専用エリア「ガンガラーの谷」。亜熱帯の
自然豊かな谷間の森を専門ガイドの案内で歩くガイドツアーで体験できます。崖上から無数
の根が垂れ下がる大木「ウフシュガジュマル」や、数百年前から信仰の対象になっている洞窟
「イキガ洞」、旧石器時代の人類の痕跡を探し現在も発掘調査中の洞窟などを巡ります。ツ
アーのスタート地点、天然の鍾乳洞「ケイブカフェ」からは2016年世界最古約2万3千年前
の釣り針が発見されました。谷の広さは東京ドーム約1個分、ツアー歩行距離は約1キロ。雨
天でも雨具使用で通常通りツアーを実施できます（台風等荒天時中止の場合有り）。団体様
でのご利用は、人数に応じてオリジナルのスタート時刻を設定しています（パーティー利用者
限定特別プランも有り）。

Pickup!

「森林空中体験」
自然共生型エコパークで学ぼう

専用のハーネス（命綱）を着用して、樹から樹へ空中を移動していく
ヨーロッパで人気の森林冒険施設です。

海が見える絶好のロケーションの森の中、専用のハーネス（命綱）を着用して、樹から樹へ空中を移動していく
森林冒険施設です。フランス発で、2006年に日本に上陸。森の空中体験は自己の確立や安全に対する認識、
ルールを守る大切さ、自然環境のしくみなどさまざまな知識が身につきます。施設の特徴として、樹木の成長
を促すために間引きをし、下草の伐採、病気の樹木の除去などをして、森にたくさんの光が入るようにするなど、
森を守りながら生かす自然共生型エコパークとなっています。子どもの頃、木登りをしてワクワクドキドキした
感覚をもう一度体験しましょう。ご希望にそった体験学習プログラムのアレンジを承ります。

●参加人数：30名（予約時に相談及び調整可）
●所要時間：約２時間
●窓　　口：フォレストアドベンチャー IN恩納
 Ⓐ沖縄県国頭郡恩納村字真栄田1525
 Ⓦ http://www.forest-adventure-onna.jp
 Ⓣ 098-963-0088 Ⓕ 098-963-0087
●営業時間：8：30 ～ 17：00／定休日：水曜日
●料　　金：1名3,800円（税込）※団体は通常料金1名3,800円より300円割引
●アクセス：那覇空港から車で約60分
 沖縄コンベンションセンターから車で約40分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約15分
 万国津梁館から車で約35分
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●所要時間：約80分
●窓　　口：（株）南都 ガンガラーの谷
 Ⓐ沖縄県南城市玉城字前川202
 Ⓦ http://www.gangala.com/ Ⓣ 098-948-4192
●営業時間：9：00 ～ 18：00／定休日：年中無休
●料　　金：1名2,500円（税込）　学生（12歳以上）1名1,500円（税込）※要学生証提示
●対応言語：英語・繁体・簡体・韓国（ツアーテキストガイド有り）
●アクセス：那覇空港から車で約30分／沖縄コンベンションセンターから車で約35分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約60分／万国津梁館から車で約60分

2008年8月に一般公開された予約制ガイドツアー専用エリア「ガンガラーの谷」。亜熱帯の
自然豊かな谷間の森を専門ガイドの案内で歩くガイドツアーで体験できます。崖上から無数
の根が垂れ下がる大木「ウフシュガジュマル」や、数百年前から信仰の対象になっている洞窟
「イキガ洞」、旧石器時代の人類の痕跡を探し現在も発掘調査中の洞窟などを巡ります。ツ
アーのスタート地点、天然の鍾乳洞「ケイブカフェ」からは2016年世界最古約2万3千年前
の釣り針が発見されました。谷の広さは東京ドーム約1個分、ツアー歩行距離は約1キロ。雨
天でも雨具使用で通常通りツアーを実施できます（台風等荒天時中止の場合有り）。団体様
でのご利用は、人数に応じてオリジナルのスタート時刻を設定しています（パーティー利用者
限定特別プランも有り）。

Pickup!

「森林空中体験」
自然共生型エコパークで学ぼう

専用のハーネス（命綱）を着用して、樹から樹へ空中を移動していく
ヨーロッパで人気の森林冒険施設です。

海が見える絶好のロケーションの森の中、専用のハーネス（命綱）を着用して、樹から樹へ空中を移動していく
森林冒険施設です。フランス発で、2006年に日本に上陸。森の空中体験は自己の確立や安全に対する認識、
ルールを守る大切さ、自然環境のしくみなどさまざまな知識が身につきます。施設の特徴として、樹木の成長
を促すために間引きをし、下草の伐採、病気の樹木の除去などをして、森にたくさんの光が入るようにするなど、
森を守りながら生かす自然共生型エコパークとなっています。子どもの頃、木登りをしてワクワクドキドキした
感覚をもう一度体験しましょう。ご希望にそった体験学習プログラムのアレンジを承ります。

●参加人数：30名（予約時に相談及び調整可）
●所要時間：約２時間
●窓　　口：フォレストアドベンチャー IN恩納
 Ⓐ沖縄県国頭郡恩納村字真栄田1525
 Ⓦ http://www.forest-adventure-onna.jp
 Ⓣ 098-963-0088 Ⓕ 098-963-0087
●営業時間：8：30 ～ 17：00／定休日：水曜日
●料　　金：1名3,800円（税込）※団体は通常料金1名3,800円より300円割引
●アクセス：那覇空港から車で約60分
 沖縄コンベンションセンターから車で約40分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約15分
 万国津梁館から車で約35分
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サンゴで染める技術を学ぶ

琉染でしか体験できない人気のコーナー
世界でひとつの自分オリジナル染物を体験することができます。

サンゴ染めは、琉染オリジナルの染めで、化石になったサンゴを利用し、Ｔシャツ・風呂敷・トートバッグなど多数
のアイテムから生地を選び染められ、小さなお子様から大人まで幅広い年齢の方まで世代を問わず楽しみな
がら体験できます。紅型の模様の麻生地を、3種類ご用意しております。筆を使用して、色を染めていただきま
す。ご来店時にスタッフが紅型染め工程のご説明を致し ますので、初心者の方も安心して体験いただけます。
出来あがった作品は当日お持ち帰りとなり、ご自宅で最終工程の「水洗い」と「色止め」の作業を行っていただ
きます。※どなたでも簡単に仕上げる事ができます。作業の説明書をお渡し致しますので、そちらをご参考くだ
さい。世界でひとつの自分色の作品―。大切な方への手作りプレゼントに―。沖縄旅行の想い出に―。 

●参加人数：40名
●所要時間：約30分～約40分
●窓　　口：首里琉染
 Ⓐ沖縄県那覇市首里山川町1-54
 Ⓦ http://www.shuri-ryusen.com/ 
 Ⓣ 098-886-1131 Ⓕ 098-887-3125
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：年中無休
●料　　金：小人1名2,700円、大人1名3,240円（税込）※材料込み
●アクセス：那覇空港から車で約30分
 沖縄コンベンションセンターから車で約20分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約40分
 万国津梁館から車で約55分

「宮古島クルージング」
海風に当たりながら、全身で宮古ブルー体感

東洋一美しいと称される宮古島の美しい海をクルーズ船から楽しむという贅沢。
県内初の海中展望型客船「モンブラン」で宮古島の海の美しさを体感することができます。

ベイクルーズ宮古島モンブランなら、海上の眺めも海中の眺めも同時に楽しめます。
宮古島の真太陽(まてぃだ)の陽光を受け、キラキラと輝くエメラルドグリーンの海や離島とを繋ぐ大橋…
そして海に沈む夕日…船窓に広がる景色を際立たせるゴージャスな内装や、海中を見渡せるアクアラウンジの
エンターテイメント性に、きっと今までにない新鮮な驚きと感動を味わえることでしょう。
ランチクルーズは宮古ブルーを、ディナークルーズはサンセットや月明り、星空をそれぞれ違う宮古島を満喫く
ださいませ。「MontBlanc モンブラン」が想い出の1ページ作りと宮古島のエメラルドグリーンの世界へご案
内いたします。

●参加人数：モーニングクルーズ最大120名、ランチクルーズ最大88名、ディナークルーズ最大76名
●所要時間：モーニングクルーズ　9:00 ～ 10:20、ランチクルーズ12:30 ～ 14:00、
 ディナークルーズ　4 ～ 9月18:00 ～ 20:00 ／ 10 ～ 3月17:00 ～ 19:00
●窓　　口：はやて（ベイクルーズ宮古島・モンブラン）
 Ⓐ〒906-0013 沖縄県宮古島市平良字下里108-11 マリンターミナル2F
 Ⓦhttps://www.hayate-montblanc.com/
 Ⓣ0980-72-6641　Ⓕ 0980-79-0408
●営業時間：8:00 ～ 18:00 ／定休日：年中無休
●料　　金：モーニングクルーズ　大人1名3,500円、ランチクルーズ　大人1名4,500円、
 ディナークルーズ　大人1名8,500円(税込)、乗船のみプラン　大人2,500円
●対応言語：無
●アクセス：宮古島空港から車で15分
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のアイテムから生地を選び染められ、小さなお子様から大人まで幅広い年齢の方まで世代を問わず楽しみな
がら体験できます。紅型の模様の麻生地を、3種類ご用意しております。筆を使用して、色を染めていただきま
す。ご来店時にスタッフが紅型染め工程のご説明を致し ますので、初心者の方も安心して体験いただけます。
出来あがった作品は当日お持ち帰りとなり、ご自宅で最終工程の「水洗い」と「色止め」の作業を行っていただ
きます。※どなたでも簡単に仕上げる事ができます。作業の説明書をお渡し致しますので、そちらをご参考くだ
さい。世界でひとつの自分色の作品―。大切な方への手作りプレゼントに―。沖縄旅行の想い出に―。 

●参加人数：40名
●所要時間：約30分～約40分
●窓　　口：首里琉染
 Ⓐ沖縄県那覇市首里山川町1-54
 Ⓦ http://www.shuri-ryusen.com/ 
 Ⓣ 098-886-1131 Ⓕ 098-887-3125
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：年中無休
●料　　金：小人1名2,700円、大人1名3,240円（税込）※材料込み
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 万国津梁館から車で約55分

「宮古島クルージング」
海風に当たりながら、全身で宮古ブルー体感

東洋一美しいと称される宮古島の美しい海をクルーズ船から楽しむという贅沢。
県内初の海中展望型客船「モンブラン」で宮古島の海の美しさを体感することができます。

ベイクルーズ宮古島モンブランなら、海上の眺めも海中の眺めも同時に楽しめます。
宮古島の真太陽(まてぃだ)の陽光を受け、キラキラと輝くエメラルドグリーンの海や離島とを繋ぐ大橋…
そして海に沈む夕日…船窓に広がる景色を際立たせるゴージャスな内装や、海中を見渡せるアクアラウンジの
エンターテイメント性に、きっと今までにない新鮮な驚きと感動を味わえることでしょう。
ランチクルーズは宮古ブルーを、ディナークルーズはサンセットや月明り、星空をそれぞれ違う宮古島を満喫く
ださいませ。「MontBlanc モンブラン」が想い出の1ページ作りと宮古島のエメラルドグリーンの世界へご案
内いたします。

●参加人数：モーニングクルーズ最大120名、ランチクルーズ最大88名、ディナークルーズ最大76名
●所要時間：モーニングクルーズ　9:00 ～ 10:20、ランチクルーズ12:30 ～ 14:00、
 ディナークルーズ　4 ～ 9月18:00 ～ 20:00 ／ 10 ～ 3月17:00 ～ 19:00
●窓　　口：はやて（ベイクルーズ宮古島・モンブラン）
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 Ⓦhttps://www.hayate-montblanc.com/
 Ⓣ0980-72-6641　Ⓕ 0980-79-0408
●営業時間：8:00 ～ 18:00 ／定休日：年中無休
●料　　金：モーニングクルーズ　大人1名3,500円、ランチクルーズ　大人1名4,500円、
 ディナークルーズ　大人1名8,500円(税込)、乗船のみプラン　大人2,500円
●対応言語：無
●アクセス：宮古島空港から車で15分
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沖縄の食を満喫。社内交流の機会を！

沖縄の“食”をテーマとした体験・体感型のアクティビティ。
参加者・目的に合わせて琉球料理やHeal th&Beauty料理をチョイス！

●参加人数：12 ～ 30名※31名～要相談
●所要時間：2 ～ 3時間
●窓　　口：ウエルネススタジオ　カエプロジェクト
 Ⓐ沖縄県読谷村大湾356番地2F
 Ⓦwww.twpo.jp  
 Ⓣ098-989-9530　
●営業時間：10:00 ～ 18:00(夕方・夜実施希望も応相談)/定休日：月曜日
●料　　金：依頼内容に応じてお見積り
●対応言語：日本語・英語
●アクセス：那覇空港から約1時間。58号線を嘉手納ロータリーから約1.5km北上。
 ファミリーマート読谷大湾東店の2F

外資系企業にも大人気のプログラム。チームで料理を作り上げていく過程で、自
発的な交流と団結力を生み出す。年齢・性別・役職問わず、一緒に楽しむことが出
来、料理を創りあげていく過程で役割、そして食実を通して自然の会話が生まれ
る。琉球沖縄料理、Health＆Beauty、メディカル料理の中からテーマの選択も可
能で、パーティ―アレンジも対応しております。
≪プログラムの流れ≫1.レクチャー 2.料理体験 3.お食事

その他、出張も可能な食事の時間を学びに変えるランチョンセミナー、食べるを
楽しむに変えるライブクッキング、ウエルネスプログラムのご提供も可能です。

「エコアイランド宮古島視察ツアー」
循環型社会の構築意識の向上

島内に点在するエネルギー施設を4つのエリアに分け、
周遊しながら新エネルギーの施設を見学します。

●参加人数：2名～20名まで
●所要時間：約3時間～約6時間
●窓　　口：宮古島旅倶楽部
  Ⓐ沖縄県宮古島市平良字松原840
  Ⓦ http://miyatabi.com/
  Ⓣ 0980-75-4380 Ⓕ 0980-75-4382
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：年中無休
●料　　金：その都度お見積り
●アクセス：宮古空港から車で約10分

宮古島市は2008年3月31日に「エコアイランド宣言」をし、「環境の世紀」に向け、
自然と共生しながら限りある資源・エネルギーを有効利用する官・民共同モデル
都市を目指しています。民間企業が取り込む風力発電・太陽光発電・バガス発
電・バイオエタノールＥ3の製造などの施設や産・学・官が連携して取り組んでい
る施設の見学を通して、環境を守るための方法を学習し、循環型社会の構築意
識を高める、企業・教育機関などに人気の視察ツアーです。

「沖縄の家庭料理体験」
地元のお母さんと触れ合い沖縄料理を学ぶ

沖縄の伝統的なお菓子や家庭的なチャンプルー料理を
調理し味わうことができます。

●参加人数：5名～ 30名    
● 所要時間：約3時間（食事時間含む）
●窓　　口：一般社団法人恩納村観光協会 （恩納村ふれあい体験学習センター内）
 Ⓐ沖縄県国頭郡恩納村字恩納5973
 Ⓦ http://www.onnaweek.jp/
 Ⓣ 098-966-2893 Ⓕ 098-966-2892
●営業時間：8：30 ～ 17：30／
 定休日：土日祝日、年末年始（予約に関しましてはこの限りではありません）
●料　　金：1名3,000円 （税別）
●アクセス：那覇空港から車で約70分
 沖縄コンベンションセンターから車で約40分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約10分
 万国津梁館から車で約20分

沖縄の伝統的な料理やお菓子、また家庭的なチャンプルー料理を調理し味わっ
てみませんか。恩納村のお母さんたちが親切丁寧に教えてくれます。テキストを
持ち帰り家庭で作って楽しめます。ちなみに、チャンプルーとは「いろんな素材を
混ぜ合わせる」という意味の沖縄の方言です。
1. メニュー説明　2. 調理実習　3. 配膳　4. 会食　5. 後片付け
《料理例》 ソーキ汁・ゴーヤーチャンプルー・もずく天ぷら・海ぶどう・油みそ・白米 

「平和学習ツアー」
平和への願いを胸に学ぶ

(一財)沖縄観光コンベンションビューローが開催したガイド養成講座修了者の
有志によって設立された観光・平和ガイドのエキスパートによるプログラムです。

●参加人数：最大40名（ガイド1名につき）
●所要時間:約1時間（9：00～18：00までの間対応可能です）
●窓　　口:沖縄県観光ボランティアガイド 友の会
 Ⓐ沖縄県豊見城市豊見城236
 Ⓣ 098-856-6441 Ⓕ 098-856-6565
 携帯：090-1179-0002（9：00～21：00無休）
●受付時間:11：00 ～ 17：00 ／定休日：土曜・日曜・祝日
●料　　金:1名～40名5,000円(税込)
 ※半日以上（1名～40名10,000円）のコースもあります。
●アクセス:那覇空港から車で約30分
 沖縄コンベンションセンターから車で約35分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約50分
 万国津梁館から車で約60分

本島南部のガマ(洞窟)など沖縄戦の戦跡を通じて平和学習を行います。平和祈
念公園にある沖縄戦で亡くなったすべての人の名前が書かれている「平和の礎」
や「荒崎海岸」、慰霊塔等も案内します。家族、職場、地域の婦人会など1名から
40名の団体まで案内します。また、バスに同乗して半日～ 1日のガイドも可能。
戦跡だけでなく米軍基地も案内します。
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発的な交流と団結力を生み出す。年齢・性別・役職問わず、一緒に楽しむことが出
来、料理を創りあげていく過程で役割、そして食実を通して自然の会話が生まれ
る。琉球沖縄料理、Health＆Beauty、メディカル料理の中からテーマの選択も可
能で、パーティ―アレンジも対応しております。
≪プログラムの流れ≫1.レクチャー 2.料理体験 3.お食事

その他、出張も可能な食事の時間を学びに変えるランチョンセミナー、食べるを
楽しむに変えるライブクッキング、ウエルネスプログラムのご提供も可能です。

「エコアイランド宮古島視察ツアー」
循環型社会の構築意識の向上

島内に点在するエネルギー施設を4つのエリアに分け、
周遊しながら新エネルギーの施設を見学します。

●参加人数：2名～20名まで
●所要時間：約3時間～約6時間
●窓　　口：宮古島旅倶楽部
  Ⓐ沖縄県宮古島市平良字松原840
  Ⓦ http://miyatabi.com/
  Ⓣ 0980-75-4380 Ⓕ 0980-75-4382
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：年中無休
●料　　金：その都度お見積り
●アクセス：宮古空港から車で約10分

宮古島市は2008年3月31日に「エコアイランド宣言」をし、「環境の世紀」に向け、
自然と共生しながら限りある資源・エネルギーを有効利用する官・民共同モデル
都市を目指しています。民間企業が取り込む風力発電・太陽光発電・バガス発
電・バイオエタノールＥ3の製造などの施設や産・学・官が連携して取り組んでい
る施設の見学を通して、環境を守るための方法を学習し、循環型社会の構築意
識を高める、企業・教育機関などに人気の視察ツアーです。

「沖縄の家庭料理体験」
地元のお母さんと触れ合い沖縄料理を学ぶ

沖縄の伝統的なお菓子や家庭的なチャンプルー料理を
調理し味わうことができます。

●参加人数：5名～ 30名    
● 所要時間：約3時間（食事時間含む）
●窓　　口：一般社団法人恩納村観光協会 （恩納村ふれあい体験学習センター内）
 Ⓐ沖縄県国頭郡恩納村字恩納5973
 Ⓦ http://www.onnaweek.jp/
 Ⓣ 098-966-2893 Ⓕ 098-966-2892
●営業時間：8：30 ～ 17：30／
 定休日：土日祝日、年末年始（予約に関しましてはこの限りではありません）
●料　　金：1名3,000円 （税別）
●アクセス：那覇空港から車で約70分
 沖縄コンベンションセンターから車で約40分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約10分
 万国津梁館から車で約20分

沖縄の伝統的な料理やお菓子、また家庭的なチャンプルー料理を調理し味わっ
てみませんか。恩納村のお母さんたちが親切丁寧に教えてくれます。テキストを
持ち帰り家庭で作って楽しめます。ちなみに、チャンプルーとは「いろんな素材を
混ぜ合わせる」という意味の沖縄の方言です。
1. メニュー説明　2. 調理実習　3. 配膳　4. 会食　5. 後片付け
《料理例》 ソーキ汁・ゴーヤーチャンプルー・もずく天ぷら・海ぶどう・油みそ・白米 

「平和学習ツアー」
平和への願いを胸に学ぶ

(一財)沖縄観光コンベンションビューローが開催したガイド養成講座修了者の
有志によって設立された観光・平和ガイドのエキスパートによるプログラムです。

●参加人数：最大40名（ガイド1名につき）
●所要時間:約1時間（9：00～18：00までの間対応可能です）
●窓　　口:沖縄県観光ボランティアガイド 友の会
 Ⓐ沖縄県豊見城市豊見城236
 Ⓣ 098-856-6441 Ⓕ 098-856-6565
 携帯：090-1179-0002（9：00～21：00無休）
●受付時間:11：00 ～ 17：00 ／定休日：土曜・日曜・祝日
●料　　金:1名～40名5,000円(税込)
 ※半日以上（1名～40名10,000円）のコースもあります。
●アクセス:那覇空港から車で約30分
 沖縄コンベンションセンターから車で約35分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約50分
 万国津梁館から車で約60分

本島南部のガマ(洞窟)など沖縄戦の戦跡を通じて平和学習を行います。平和祈
念公園にある沖縄戦で亡くなったすべての人の名前が書かれている「平和の礎」
や「荒崎海岸」、慰霊塔等も案内します。家族、職場、地域の婦人会など1名から
40名の団体まで案内します。また、バスに同乗して半日～ 1日のガイドも可能。
戦跡だけでなく米軍基地も案内します。
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光「コースター・トートバッグ紅型染め」

伝統的な染色技法を通して文化を体験

鮮やかな染め物「琉球紅型」を通じて文化を体感します。

●参加人数：1名～ 40名
●所要時間：約1時間
●窓　　口：那覇市伝統工芸館
  Ⓐ沖縄県那覇市牧志3-2-10　てんぶす那覇2F
  Ⓦ http://kogeikan.jp/
  Ⓣ 098-868-7866 Ⓕ 098-868-3005
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：年中無休
●料　　金：1名1,540円～3,100円（税込） 当日持ち帰り、3日後自宅にて糊を洗い流し完成。
●アクセス：那覇空港から車で約20分
  沖縄コンベンションセンターから車で約25分
  沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約45分
  万国津梁館から車で約60分

紅型（びんがた）とは、沖縄を代表する伝統的な染色技法の一つです。「紅」は色
全般を指し、「型」はさまざまな模様を指していると言われています。本体験では、
すでに型置きと呼ばれる模様が描かれているので、色塗りから始めることができ
ます。3日間寝かせて洗うので、完成は自宅となります。全ての体験を職人によっ
て指導・サポートしますので安心して体験いただけます。

「手織り体験」
手織りに心を込めて

熱い心を伝え、南の島のロマンを秘めた織物
“八重山みんさー織り”が体験できます。

●参加人数：1名～（事前に要相談）
●所要時間：約20分～約90分
●窓　　口：あざみ屋　みんさー工芸館
 Ⓐ沖縄県石垣市登野城909
 Ⓦ http://www.minsah.co.jp
 Ⓣ 0980-82-3473 Ⓕ 0980-83-4066
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：年中無休
●料　　金：1名1,500円～3,500円（税込）
●アクセス：石垣空港から車で約25分

「八重山ミンサー」は素材が木綿、組織が平織り、生産地が石垣市と竹富町とす
る織物です。最大の特徴は、五つと四つの絣に「いつ（五つ）の世（四つ）までも、
末永く」という想いが込められていることです。主な製品は、帯製品と加工品に
大別でき、公賓はファッション類、インテリア類など多種生産され、現代の生活に
根ざした幅広い製品づくりが行われおります。
《手織り体験コース》 Ａコース コースター（約11cm×14cm）、Ｂコース テーブル
センター・小（約20cm×36cm）、Ｃコース テーブルセンター・大（約28cm×42cm）、
Ｄコース タペストリー（約39cm×90cm）

「草木染体験」
八重山地方の伝統技法を学ぶ

いにしえより引き継がれてきた「染」の技術を体験することで
沖縄の伝統文化を学べます。

●参加人数：2名～（お電話にて要予約）※多人数の場合は要相談
●所要時間：約40分
●窓　　口：みね屋手織工房
 Ⓐ沖縄県石垣市新川1129‐2（名蔵湾沿い体験ロード）
 Ⓦ http://www.mineya.com/
 Ⓣ 0980-83-0039 Ⓕ 0980-83-3485
●営業時間：9：30 ～ 18：30 ／定休日：年中無休
●料　　金：1名2,500円（税込）～ ※団体価格あり
 ※染めとハタ織半日体験（1名5,000円～15,000円）（税込）
 ※ちょっぴり（ハタ織）体験1,000円（税込）～ ※半日コース各種あり
●アクセス：石垣空港から車で約25分

八重山上布・花織ミンサーなど、八重山地方の伝統手織り工芸品を製造・販売す
る石垣島の工房です。バッグや小物を購入できるほか、藍やフクギ、紅露などの
染料を用いてハンカチを染める体験プログラムが行えます。いにしえより生活と
密着した「染」の技術や、女性の心を織りなした花織りを自然豊かな南の島で体
験してみてはいかがでしょうか(ランチ込コースもあり)。

「琉球料理体験」
沖縄ならではの食文化を学ぶ

琉球料理の体験学習を通じて、沖縄の食材に触れ、試食することで、
沖縄の食文化や独特の調理法について学習できるプログラムです。

●参加人数：20名～ 60名　※2021年1月～新教室にて予約受付
●所要時間：約3時間
●窓　　口：松本料理学院
 Ⓐ沖縄県那覇市泉崎1-9-13
 Ⓦhttp://matucook.sakura.ne.jp/
 Ⓣ 098-861-0763 Ⓕ 098-861-5163
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：日曜・祝日
●料　　金：1名5,500円～ 6,500円（税込） ※準備するもの：エプロン・筆記用具
●アクセス：那覇空港から車で約15分
 沖縄コンベンションセンターから車で約25分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約50分
 万国津梁館から車で約60分

沖縄県は、内外から注目されている琉球料理があります。各家庭に伝わる伝統
的な琉球料理を旅行中の皆さまに体験学習を行い、沖縄固有の食文化に触れる
ことで充実した沖縄旅行が楽しめます。
1.デモンストレーション（5品） 2.グループに分かれて調理実習（2品） 3.試食 
4.後片付けをして終了 ※メニューは相談に応じます。
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光「コースター・トートバッグ紅型染め」

伝統的な染色技法を通して文化を体験

鮮やかな染め物「琉球紅型」を通じて文化を体感します。

●参加人数：1名～ 40名
●所要時間：約1時間
●窓　　口：那覇市伝統工芸館
  Ⓐ沖縄県那覇市牧志3-2-10　てんぶす那覇2F
  Ⓦ http://kogeikan.jp/
  Ⓣ 098-868-7866 Ⓕ 098-868-3005
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：年中無休
●料　　金：1名1,540円～3,100円（税込） 当日持ち帰り、3日後自宅にて糊を洗い流し完成。
●アクセス：那覇空港から車で約20分
  沖縄コンベンションセンターから車で約25分
  沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約45分
  万国津梁館から車で約60分

紅型（びんがた）とは、沖縄を代表する伝統的な染色技法の一つです。「紅」は色
全般を指し、「型」はさまざまな模様を指していると言われています。本体験では、
すでに型置きと呼ばれる模様が描かれているので、色塗りから始めることができ
ます。3日間寝かせて洗うので、完成は自宅となります。全ての体験を職人によっ
て指導・サポートしますので安心して体験いただけます。

「手織り体験」
手織りに心を込めて

熱い心を伝え、南の島のロマンを秘めた織物
“八重山みんさー織り”が体験できます。

●参加人数：1名～（事前に要相談）
●所要時間：約20分～約90分
●窓　　口：あざみ屋　みんさー工芸館
 Ⓐ沖縄県石垣市登野城909
 Ⓦ http://www.minsah.co.jp
 Ⓣ 0980-82-3473 Ⓕ 0980-83-4066
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：年中無休
●料　　金：1名1,500円～3,500円（税込）
●アクセス：石垣空港から車で約25分

「八重山ミンサー」は素材が木綿、組織が平織り、生産地が石垣市と竹富町とす
る織物です。最大の特徴は、五つと四つの絣に「いつ（五つ）の世（四つ）までも、
末永く」という想いが込められていることです。主な製品は、帯製品と加工品に
大別でき、公賓はファッション類、インテリア類など多種生産され、現代の生活に
根ざした幅広い製品づくりが行われおります。
《手織り体験コース》 Ａコース コースター（約11cm×14cm）、Ｂコース テーブル
センター・小（約20cm×36cm）、Ｃコース テーブルセンター・大（約28cm×42cm）、
Ｄコース タペストリー（約39cm×90cm）

「草木染体験」
八重山地方の伝統技法を学ぶ

いにしえより引き継がれてきた「染」の技術を体験することで
沖縄の伝統文化を学べます。

●参加人数：2名～（お電話にて要予約）※多人数の場合は要相談
●所要時間：約40分
●窓　　口：みね屋手織工房
 Ⓐ沖縄県石垣市新川1129‐2（名蔵湾沿い体験ロード）
 Ⓦ http://www.mineya.com/
 Ⓣ 0980-83-0039 Ⓕ 0980-83-3485
●営業時間：9：30 ～ 18：30 ／定休日：年中無休
●料　　金：1名2,500円（税込）～ ※団体価格あり
 ※染めとハタ織半日体験（1名5,000円～15,000円）（税込）
 ※ちょっぴり（ハタ織）体験1,000円（税込）～ ※半日コース各種あり
●アクセス：石垣空港から車で約25分

八重山上布・花織ミンサーなど、八重山地方の伝統手織り工芸品を製造・販売す
る石垣島の工房です。バッグや小物を購入できるほか、藍やフクギ、紅露などの
染料を用いてハンカチを染める体験プログラムが行えます。いにしえより生活と
密着した「染」の技術や、女性の心を織りなした花織りを自然豊かな南の島で体
験してみてはいかがでしょうか(ランチ込コースもあり)。

「琉球料理体験」
沖縄ならではの食文化を学ぶ

琉球料理の体験学習を通じて、沖縄の食材に触れ、試食することで、
沖縄の食文化や独特の調理法について学習できるプログラムです。

●参加人数：20名～ 60名　※2021年1月～新教室にて予約受付
●所要時間：約3時間
●窓　　口：松本料理学院
 Ⓐ沖縄県那覇市泉崎1-9-13
 Ⓦhttp://matucook.sakura.ne.jp/
 Ⓣ 098-861-0763 Ⓕ 098-861-5163
●営業時間：9：00 ～ 18：00 ／定休日：日曜・祝日
●料　　金：1名5,500円～ 6,500円（税込） ※準備するもの：エプロン・筆記用具
●アクセス：那覇空港から車で約15分
 沖縄コンベンションセンターから車で約25分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約50分
 万国津梁館から車で約60分

沖縄県は、内外から注目されている琉球料理があります。各家庭に伝わる伝統
的な琉球料理を旅行中の皆さまに体験学習を行い、沖縄固有の食文化に触れる
ことで充実した沖縄旅行が楽しめます。
1.デモンストレーション（5品） 2.グループに分かれて調理実習（2品） 3.試食 
4.後片付けをして終了 ※メニューは相談に応じます。
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沖縄の海をイメージした焼物作り

石垣焼窯元の体験陶芸教室は、小さなお子様から年齢問わず手ぶらで
気軽に楽しめる、石垣島で人気の陶芸体験教室です。

●参加人数：１名～１２０名
●所要時間：石垣焼コース約60分／シーサーコース約90分／
 団体体験陶芸コース約60分・約90分
●窓　　口：一般社団法人石垣市観光交流協会
 Ⓐ沖縄県石垣市浜崎町1-1-4-1F
●運　　営：石垣焼窯元
 Ⓐ沖縄県石垣市名蔵1356-71
 Ⓦhttp://www.ishigaki-yaki.com/
 Ⓣ 0980-88-8722 Ⓕ 0980-88-8180
●営業時間：9：00～18：00 ／定休日：年中無休（体験陶芸教室受付16：00まで）
●料　　金：1名4,500円(税込) ／要予約　※2020年4月～　5,500円（税込）
●対 言 語：英語
●アクセス：石垣空港から車で約25分
 離島ターミナルから約20分

石垣焼は、沖縄の海「石垣ブルー」を表現した自然発色の青いガラスと黒に銀斑
点が美しい油滴天目を融合させた珍しい焼物です。
【団体体験陶芸コース】会社での社員旅行、またはサークルなど大勢の団体で
参加される場合は団体体験陶芸教室をどうぞ。この団体体験陶芸教室は、 15名
以上のグループで参加される場合に別途ご相談ください。

「吹きガラス体験」
沖縄の歴史とアートに触れる

再生されたガラスを使用して作成される沖縄独自のガラス文化を感じながら
今生きる工芸とした体験が可能です。

●参加人数：3名～ 40名　※一人所要時間短い為、ローテンション可能。
●所要時間：■滞在時間：団体様で1時間　■体験時間／ 5 ～ 10分
 ※制作するものによりお時間や工程が異なります。
●窓　　口：恩納ガラス工房
 Ⓐ沖縄県国頭郡恩納村冨着85
 Ⓦ http://www.onna-glass-okinawa.co.jp/
 Ⓣ 098-965-3090
●営業時間：8：00 ～ 21：30 ／定休日:年中無休
●料　　金：1名1,500円(税別) ～
●対 言 語：英語・中国語
●アクセス：那覇空港から車で約60分
 沖縄コンベンションセンターから車で約40分
 沖縄科学技術大学院大学OISTから車で約5分
 万国津梁館から車で約20分

琉球ガラス作り体験が楽しめる施設は他にもありますが、恩納ガラスの体験
メニューは、スタッフが常にサポートを行うことで、ガラスの巻き取りから色付け、
形に仕上げる全ての工程を、お客さま自身が行うことができます。旅の思い出
の品を作るために、スタッフが作ってしまってはガラス作りの思い出も色あせて
しまう、そう考え、できる限り多くの作業に参加いただける態勢を整えました。
色・形の組合せで、300種類以上の中からお選びいただけます。
作品受取／翌日午前10時以降又は郵送（国内に限る）

「紬発祥地の織物体験」
歴史を織り成し、人々の紡いできた思いを感じる

久米島紬は、繭から取った真綿で紡いだ糸を原料糸として、
一貫した手作業を一人の織子が行う重要文化財を体験することができます。

●参加人数：織機体験と資料館見学でローテーション　1回に8名まで（織機の数）
●所要時間：約30分
●窓　　口：久米島紬事業協同組合
 Ⓐ沖縄県島尻郡久米島町字真謝1878-1
 Ⓦ http://www.kume-tumugi.com/page16.html
 Ⓣ 098-985-8333 Ⓕ 098-985-8970
●営業時間：9：00～17：00／定休日:元日、旧1月16日、旧盆、町産業まつり
●料　　金：入場料1名 大人200円／小人（中学生以下）100円(税込)
 体験料1名 コースター織り2,100円（小人200円引き）(税込)
●アクセス：久米島空港から約30分

ユイマール館は、久米島紬（国指定重要無形文化財）の資料館・人材育成施設
です。機織りや染物体験ができるほか、作業の様子も見学できます。伝統織物
「久米島紬」の製作工程の見学とあわせて、織り機を使って久米島紬織りの
コースターを製作します。

「吹きガラス体験」
美しい琉球ガラスでオリジナルグラスを

ガラスをねじったり息を吹き込んで膨らませたり、
コップの飲み口を広げたり、吹きガラスの一通りの工程を体験できます。

●参加人数：1名～10名
●所要時間：約10分～約15分
●窓　　口：一般社団法人石垣市観光交流協会
  Ⓐ沖縄県石垣市浜崎町1-1-4-1F
●運　　営：グラスアイランド
  Ⓐ沖縄県石垣市平得178番地
  Ⓦhttp://www.glass-island.com/
  Ⓣ 0980-83-1260
●営業時間：10：00～ 17：00／定休日:日曜日
●料　　金：1名2,500円（税込）
●アクセス：石垣空港から車で約20分～約30分(国道390号線沿い) 

石垣島で琉球ガラスの体験ができます。本プログラムでは美しい彩りの琉球ガ
ラスでオリジナルグラスを作る工程を学べます。息を吹き込み風船のように膨ら
ませて形を作り、世界にひとつだけのグラスを作ってみませんか？誰にでも比較
的簡単にオリジナルグラスが作れます。沖縄の記念や、友人、家族へのプレゼン
トにもオススメです。
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P37

39 40
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● チームビルディング
● エクスカーション
● CSRプログラム
● 特別観光
● コンベンション施設

空　 港
沖縄自動車道

MICE Experience Program
Guide Book
Okinawa, JAPANGUIDE MAP
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名　　称 住所/URL 電話番号
一般社団法人
那覇市観光協会 098-862-1442那覇市牧志3-2-10　てんぶす那覇3F

http://www.naha-navi.or.jp/

一般社団法人
豊見城市観光協会 098-865-8766豊見城市豊崎1-1162

http://www.tomigusuku-okinawa.jp/

一般社団法人
糸満市観光協会 098-840-3100糸満市西崎4-20-4

http://www.okinawa-itoman.jp/

一般社団法人
南風原町観光協会 098-851-7273南風原町本部158

http://www.haebaru-kankou.jp/

一般社団法人
南城市観光協会 098-948-4611南城市知念久手堅541（がんじゅう駅南城内）

http://okinawa-nanjo.jp/

一般社団法人
宜野湾市観光振興協会 098-897-2764宜野湾市宇地泊558-18　宜野湾ベイサイド情報センター1F

http://www.mensore-ginowan.net/

浦添市観光協会 098-874-0145浦添市勢理客4-13-1（浦添市産業振興センター結の街4F）
http://www.urasoenavi.jp/

一般社団法人
北谷町観光協会 098-926-5678北谷町美浜16-2

http://www.chatan.or.jp/

一般社団法人
沖縄市観光物産振興協会 098-989-5566沖縄市上地1-1-1　コザミュージックタウン105-1

http://www.kozaweb.jp/

一般社団法人
うるま市観光物産協会 098-978-0077うるま市与那城屋平4

http://uruma-ru.jp/

一般社団法人
読谷村観光協会 098-958-6494読谷村喜納2346-11　読谷村地域振興センター1F

http://www.yomitan-kankou.jp

一般社団法人
恩納村観光協会 098-966-2893恩納村恩納5973

http://www.onnaweek.jp/

一般社団法人
金武町観光協会 098-989-5674金武町金武4086-1

http://kintowntourist.com/wordpress/

一般社団法人
宜野座村観光協会 098-968-8787宜野座村松田78

http://ginozanavi.com/

公益財団法人
名護市観光協会 0980-53-7755名護市大中1-19-24

http://kanko.city.nago.okinawa.jp/

一般社団法人
本部町観光協会 0980-47-3641本部町大浜881-1

http://www.motobu-ka.com/

名　　称 住所/URL 電話番号
一般社団法人
今帰仁村観光協会 0980-56-1057今帰仁村仲宗根230-2　今帰仁村コミュニティーセンター1F

http://www.nakijinson.jp

NPO法人
東村観光推進協議会 0980-51-2655東村平良471-24

http://higashi-kanko.jp/

渡嘉敷村商工会 098-987-2430渡嘉敷村渡嘉敷346
http://www.tokashiki.or.jp/

一般社団法人
座間味村観光協会 098-987-2277座間味村座間味95　座間味村離島振興総合センター2F

http://www.vill.zamami.okinawa.jp/

一般社団法人
粟国村観光協会 098-896-5151粟国村東1142

http://aguni-kankou.jp/

一般社団法人
久米島町観光協会 098-896-7010久米島町仲泊966-33　あじまー館内

http://www.kanko-kumejima.com

一般社団法人
伊江島観光協会 0980-49-3519伊江村川平519-3

http://www.iekanko.jp/

一般社団法人
いぜな島観光協会 0980-45-2435伊是名村仲田177-7

http://www.izena-kanko.jp/index.jsp

伊平屋島観光協会 0980-46-2526伊平屋村我喜屋217-27
http://www.iheyazima-kankou.jp

一般社団法人
宮古島観光協会 0980-73-1881宮古島市平良西里187-2

http://www.miyako-guide.net/

いらぶ観光協会 0980-78-5611宮古島市伊良部前里添4

多良間村観光協会 0980-79-2828多良間村塩川18（夢パティオたらま館内）

一般社団法人
石垣市観光交流協会 0980-82-2809石垣市浜崎1-1-4　石垣市商工会館1F

http://www.yaeyama.or.jp

竹富町観光協会 0980-82-5445石垣市美崎1-5　2F
http://www.painusima.com/

与那国町観光協会 0980-87-2402与那国町与那国437-17

一般社団法人
南大東村観光協会 09802-2-2053南大東村旧東258

http://www.borodino.okinawa.jp

ビーチオリンピック

ハーリー体験

エイサー体験

じんぶん学校

Making Okinawan Music

Amazing Race In NAHA City

サトウキビ刈りと黒糖作り

ミドリンピック

サトウキビ収穫&黒糖作り

ハーリー競漕体験

帆かけサバニ&レース体験

ハーリー体験

プロジェクトアドベンチャー

自然観察とカヌー体験

泡盛蔵見学

沖縄空手体験

海を渡るサイクリング体験

伝統空手文化体験

マングローブカヌー体験

サンシン体験

カヌー体験とマングローブ観察

雪塩ミュージアム見学

蔵人ケータリング

産業視察

みずとみどりの自然教室

ミステリーナイトツアー

僻地校へ届ける音楽の贈り物

ビーチクリーンアップ

SDGｓ15・創るエコツアー 研修プラン NPO法人 久米島ホタルの会

（株）DMC沖縄

（株）DMC沖縄

NPO法人 久米島ホタルの会

NPO法人 久米島ホタルの会

（株）DMC沖縄

（有）神村酒造

（一社）宮古島観光協会

やんばる自然塾

ネイチャーみらい館

沖縄空手会館

（株）DMC沖縄

（株）DMC沖縄

（有）神村酒造

屋我地エコツーネット

つつじエコパーク
（東村ふるさと振興（株））

（一社）南城市観光協会

フーカキサバニ

（公財）名護市観光協会

（一社）恩納村観光協会
（恩納村ふれあい体験学習センター内）

東南植物楽園

沖縄体験ニライカナイ

（株）DMC沖縄

（株）DMC沖縄

エコネット・美（ちゅら）

（一社）恩納村観光協会
（恩納村ふれあい体験学習センター内）

（一社）恩納村観光協会
（恩納村ふれあい体験学習センター内）

（株）DMC沖縄

4名～20名

制限なし

制限なし

40名

4名～20名

要相談

制限なし

1名～40名／要予約

20名～120名まで

10名～120名

要相談

30名～80名

制限なし

1名～25名まで

20名～80名まで

10名～80名

1組30名～100名

10名～100名

50名～300名 

10名～60名

20名～150名

20名～120名

制限なし

20名～最大400名

1名～45名まで

衣装有り5名～40名
衣装無し5名～80名 

80名～／2隻（80名～約100名）
3隻（101名～）

制限なし

約4時間

要相談

要相談

約60分

約90分

半日プログラム
終日プログラム

パーティー時間
に合わせます。

約15～20分

約3時間
（半日コース）

約2時間

要相談

要相談

要相談

約40分

約3時間30分

約8時間（1日）
約4時間（半日）

約3時間

約5時間

約2～6時間

約2～2時間30分

約2～3時間

約2～3時間

要相談

要相談

約7～8時間

約2時間

約3時間～

要相談

約10～15分

約30分

滞在時間:
団体様で1時間
体験時間／5～10分

約60分・約90分
※コースによって
　変わります。

約20～90分

約3時間

約40分

約1時間

約1時間
（9:00～18:00の間）

約3時間 
（食事時間含む）

約2時間

約3～6時間

2～3時間

モーニング　 9:00～10:20
ランチ　　  12:30～14:00
ディナー 4～9月18:00～20:00
 10～3月17:00～19:00

約30～40分

約2時間

約80分

ご依頼内容によりお見積もり

1名12,000円（税込）

ご依頼内容によりお見積もり

1名3,500円（税込）

1名3,000円（税込）

ご依頼内容によりお見積もり

ご依頼内容によりお見積もり

無料

1名4,100円（税込）

※10名以上の団体の場合4,000円（税別）
大人1名5,300円（税別）～

ご依頼内容によりお見積もり

ご依頼内容によりお見積もり

ご依頼内容によりお見積もり

入場料無料／要予約

1名4,000円（税込）
※団体料金

ゲーム+ハイエレメント（なし）2,800円（半日）、3,800円（1日）
ゲーム+ハイエレメント（1つ）3,300円（半日）、4,300円（1日）
ゲーム+ハイエレメント（2つ）3,800円（半日）、4,800円（1日）
 すべて1名あたり、税別

※料金は体験人数によって変動します。
1名2,500円（税込）～

1名9,000円（税別）

1名3,200円（税込）
※50名～100名の料金／要予約

1名1,800円（税別）

ご依頼内容によりお見積もり

1名3,000円（税込）

ご依頼内容によりお見積もり

ご依頼内容によりお見積もり

日帰りコース1名11,000円（税込）
※1泊午前上がりコース、1泊午後上がりコースもあり
※子ども・幼児料金あり

衣装有り 1名2,100円（税別）
衣装無し 1名1,800円（税別）

2隻 232,000円（税別）
3隻 312,000円（税別）

ご依頼内容によりお見積もり

1名2,500円（税込）

入場料1名 大人200円／小人（中学生以下）100円（税込）
体験料1名 コースター織り2,100円
（小人200円引き）（税込）

1名1,500円（税別）～

1名4,500円（税込）／要予約
※2020年4月～5,500円（税込）

1名1,500円～3,500円（税込）

1名5,500円～6,500円（税込）

1名2,500円（税込）～
※団体価格あり

1名1,540円～3,100円 （税込）

1名～40名5,000円 （税込）
※半日以上（1名～40名10,000円）のコースも有

1名3,000円（税別）

1名1,800円（税別）

その都度お見積り

依頼内容に応じてお見積り

モーニング 大人1名 3,500円
ランチ 大人1名 4,500円
ディナー 大人1名 8,500円
乗船のみ 大人1名 2,500円

小人1名2,500円 （税別）
大人1名3,000円 （税別）

1名3,800円（税込）
※団体は300円割引

1名2,500円（税込）
学生（12歳以上）
1名1,500円（税込）
※要学生証提示

0980-72-5667
 （雪塩ミュージアム）

098-943-6642

0980-53-7755

098-966-2893

0980-55-8077

098-943-6642

098-943-6642

098-964-1616

098-939-2555

098-966-2893

098-966-2893

098-988-3821

098-948-4611 

0980-43-3300

090-1942-2882

098-964-7628

098-943-6642

098-943-6642

098-851-1025

098-968-6117

098-966-2893

0980-43-2571

098-964-7628

098-943-6642

098-943-6642

098-943-6642

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P11

P12

P12

P13

P13

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P20

P21

P21

P22

P22

P24

P25

P26

P27

P27

カテゴリー プログラム名 施　設　名 人　　数 所要時間 料　　金 電話番号 ページ

カテゴリー プログラム名 施　設　名 人　　数 所要時間 料　　金 電話番号 ページ

チ
ー
ム
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン

C
S
R

098-948-4192

098-963-0088

098-886-1131 

0980-72-6641

098-989-9530

0980-75-4380

098-966-2893

098-856-6441

098-868-7866

0980-83-0039

098-861-0763

0980-82-3473

098-965-3090

098-985-8333

P29

P30

P31

P32

P33

P33

P34

P34

P35

P35

P36

P36

P37

P37

P38

P38

各施設及び各プログラム一覧

特
別
観
光

（一社）石垣市観光交流協会

久米島紬事業協同組合

恩納ガラス工房

（一社）石垣市観光交流協会

あざみ屋 みんさー工芸館

松本料理学院

みね屋手織工房

那覇市伝統工芸館

沖縄県観光
ボランティアガイド 友の会

宮古島旅倶楽部

ウエルネススタジオ
カエプロジェクト

はやて
（ベイクルーズ・宮古島 モンブラン）

首里琉染

フォレストアドベンチャーIN恩納

（株）南都 ガンガラーの谷

（一社）恩納村観光協会
（恩納村ふれあい体験学習センター内）

（一社）恩納村観光協会
（恩納村ふれあい体験学習センター内）

ガンガラーの谷ガイドツアー

森林空中体験

染め体験

宮古島クルージング

チームビルディングクッキング

エコアイランド宮古島視察ツアー

沖縄の家庭料理体験

平和学習ツアー

コースター・トートバッグ紅型染め

草木染体験

琉球料理体験

手織り体験

石垣焼窯元体験

吹きガラス体験

紬発祥地の織物体験

吹きガラス体験 1名～10名

織機体験と資料館見学で
ローテーション　
1回に8名まで（織機の数）

3名～40名

1名～120名

1名～
（事前に要相談）

20名～60名
※2021年1月～新教室にて予約受付

1名～40名

最大40名
（ガイド1名につき）

5名～30名 

5名～40名

2名～20名まで

12～30名
※31名～要相談

モーニングクルーズ最大120名
ランチクルーズ最大88名
ディナークルーズ最大76名

40名

30名
（予約時に相談及び調整可）

1名～500名

那
覇

南

　部

中

　部

北

　部

北

　部

本
島
周
辺
離
島

宮

　古

八
重
山

観光協会及び観光関連団体

EXCU
RSIO

N
CSR PRO

GRAM
   

TEAM
 BU
ILD
IN
G

SPECIAL PRO
G
RAM

プ
ロ
グ
ラ
ム

2名～
（お電話にて要予約）

（石垣焼窯元）
0980-88-8722

（グラスアイランド）
0980-83-1260

080-1740-1529
098-896-7100

080-6490-3850
098-896-7100

080-6490-3850
098-896-7100
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名　　称 住所/URL 電話番号
一般社団法人
那覇市観光協会 098-862-1442那覇市牧志3-2-10　てんぶす那覇3F

http://www.naha-navi.or.jp/

一般社団法人
豊見城市観光協会 098-865-8766豊見城市豊崎1-1162

http://www.tomigusuku-okinawa.jp/

一般社団法人
糸満市観光協会 098-840-3100糸満市西崎4-20-4

http://www.okinawa-itoman.jp/

一般社団法人
南風原町観光協会 098-851-7273南風原町本部158

http://www.haebaru-kankou.jp/

一般社団法人
南城市観光協会 098-948-4611南城市知念久手堅541（がんじゅう駅南城内）

http://okinawa-nanjo.jp/

一般社団法人
宜野湾市観光振興協会 098-897-2764宜野湾市宇地泊558-18　宜野湾ベイサイド情報センター1F

http://www.mensore-ginowan.net/

浦添市観光協会 098-874-0145浦添市勢理客4-13-1（浦添市産業振興センター結の街4F）
http://www.urasoenavi.jp/

一般社団法人
北谷町観光協会 098-926-5678北谷町美浜16-2

http://www.chatan.or.jp/

一般社団法人
沖縄市観光物産振興協会 098-989-5566沖縄市上地1-1-1　コザミュージックタウン105-1

http://www.kozaweb.jp/

一般社団法人
うるま市観光物産協会 098-978-0077うるま市与那城屋平4

http://uruma-ru.jp/

一般社団法人
読谷村観光協会 098-958-6494読谷村喜納2346-11　読谷村地域振興センター1F

http://www.yomitan-kankou.jp

一般社団法人
恩納村観光協会 098-966-2893恩納村恩納5973

http://www.onnaweek.jp/

一般社団法人
金武町観光協会 098-989-5674金武町金武4086-1

http://kintowntourist.com/wordpress/

一般社団法人
宜野座村観光協会 098-968-8787宜野座村松田78

http://ginozanavi.com/

公益財団法人
名護市観光協会 0980-53-7755名護市大中1-19-24

http://kanko.city.nago.okinawa.jp/

一般社団法人
本部町観光協会 0980-47-3641本部町大浜881-1

http://www.motobu-ka.com/

名　　称 住所/URL 電話番号
一般社団法人
今帰仁村観光協会 0980-56-1057今帰仁村仲宗根230-2　今帰仁村コミュニティーセンター1F

http://www.nakijinson.jp

NPO法人
東村観光推進協議会 0980-51-2655東村平良471-24

http://higashi-kanko.jp/

渡嘉敷村商工会 098-987-2430渡嘉敷村渡嘉敷346
http://www.tokashiki.or.jp/

一般社団法人
座間味村観光協会 098-987-2277座間味村座間味95　座間味村離島振興総合センター2F

http://www.vill.zamami.okinawa.jp/

一般社団法人
粟国村観光協会 098-896-5151粟国村東1142

http://aguni-kankou.jp/

一般社団法人
久米島町観光協会 098-896-7010久米島町仲泊966-33　あじまー館内

http://www.kanko-kumejima.com

一般社団法人
伊江島観光協会 0980-49-3519伊江村川平519-3

http://www.iekanko.jp/

一般社団法人
いぜな島観光協会 0980-45-2435伊是名村仲田177-7

http://www.izena-kanko.jp/index.jsp

伊平屋島観光協会 0980-46-2526伊平屋村我喜屋217-27
http://www.iheyazima-kankou.jp

一般社団法人
宮古島観光協会 0980-73-1881宮古島市平良西里187-2

http://www.miyako-guide.net/

いらぶ観光協会 0980-78-5611宮古島市伊良部前里添4

多良間村観光協会 0980-79-2828多良間村塩川18（夢パティオたらま館内）

一般社団法人
石垣市観光交流協会 0980-82-2809石垣市浜崎1-1-4　石垣市商工会館1F

http://www.yaeyama.or.jp

竹富町観光協会 0980-82-5445石垣市美崎1-5　2F
http://www.painusima.com/

与那国町観光協会 0980-87-2402与那国町与那国437-17

一般社団法人
南大東村観光協会 09802-2-2053南大東村旧東258

http://www.borodino.okinawa.jp

ビーチオリンピック

ハーリー体験

エイサー体験

じんぶん学校

Making Okinawan Music

Amazing Race In NAHA City

サトウキビ刈りと黒糖作り

ミドリンピック

サトウキビ収穫&黒糖作り

ハーリー競漕体験

帆かけサバニ&レース体験

ハーリー体験

プロジェクトアドベンチャー

自然観察とカヌー体験

泡盛蔵見学

沖縄空手体験

海を渡るサイクリング体験

伝統空手文化体験

マングローブカヌー体験

サンシン体験

カヌー体験とマングローブ観察

雪塩ミュージアム見学

蔵人ケータリング

産業視察

みずとみどりの自然教室

ミステリーナイトツアー

僻地校へ届ける音楽の贈り物

ビーチクリーンアップ

SDGｓ15・創るエコツアー 研修プラン NPO法人 久米島ホタルの会

（株）DMC沖縄

（株）DMC沖縄

NPO法人 久米島ホタルの会

NPO法人 久米島ホタルの会

（株）DMC沖縄

（有）神村酒造

（一社）宮古島観光協会

やんばる自然塾

ネイチャーみらい館

沖縄空手会館

（株）DMC沖縄

（株）DMC沖縄

（有）神村酒造

屋我地エコツーネット

つつじエコパーク
（東村ふるさと振興（株））

（一社）南城市観光協会

フーカキサバニ

（公財）名護市観光協会

（一社）恩納村観光協会
（恩納村ふれあい体験学習センター内）

東南植物楽園

沖縄体験ニライカナイ

（株）DMC沖縄

（株）DMC沖縄

エコネット・美（ちゅら）

（一社）恩納村観光協会
（恩納村ふれあい体験学習センター内）

（一社）恩納村観光協会
（恩納村ふれあい体験学習センター内）

（株）DMC沖縄

4名～20名

制限なし

制限なし

40名

4名～20名

要相談

制限なし

1名～40名／要予約

20名～120名まで

10名～120名

要相談

30名～80名

制限なし

1名～25名まで

20名～80名まで

10名～80名

1組30名～100名

10名～100名

50名～300名 

10名～60名

20名～150名

20名～120名

制限なし

20名～最大400名

1名～45名まで

衣装有り5名～40名
衣装無し5名～80名 

80名～／2隻（80名～約100名）
3隻（101名～）

制限なし

約4時間

要相談

要相談

約60分

約90分

半日プログラム
終日プログラム

パーティー時間
に合わせます。

約15～20分

約3時間
（半日コース）

約2時間

要相談

要相談

要相談

約40分

約3時間30分

約8時間（1日）
約4時間（半日）

約3時間

約5時間

約2～6時間

約2～2時間30分

約2～3時間

約2～3時間

要相談

要相談

約7～8時間

約2時間

約3時間～

要相談

約10～15分

約30分

滞在時間:
団体様で1時間
体験時間／5～10分

約60分・約90分
※コースによって
　変わります。

約20～90分

約3時間

約40分

約1時間

約1時間
（9:00～18:00の間）

約3時間 
（食事時間含む）

約2時間

約3～6時間

2～3時間

モーニング　 9:00～10:20
ランチ　　  12:30～14:00
ディナー 4～9月18:00～20:00
 10～3月17:00～19:00

約30～40分

約2時間

約80分

ご依頼内容によりお見積もり

1名12,000円（税込）

ご依頼内容によりお見積もり

1名3,500円（税込）

1名3,000円（税込）

ご依頼内容によりお見積もり

ご依頼内容によりお見積もり

無料

1名4,100円（税込）

※10名以上の団体の場合4,000円（税別）
大人1名5,300円（税別）～

ご依頼内容によりお見積もり

ご依頼内容によりお見積もり

ご依頼内容によりお見積もり

入場料無料／要予約

1名4,000円（税込）
※団体料金

ゲーム+ハイエレメント（なし）2,800円（半日）、3,800円（1日）
ゲーム+ハイエレメント（1つ）3,300円（半日）、4,300円（1日）
ゲーム+ハイエレメント（2つ）3,800円（半日）、4,800円（1日）
 すべて1名あたり、税別

※料金は体験人数によって変動します。
1名2,500円（税込）～

1名9,000円（税別）

1名3,200円（税込）
※50名～100名の料金／要予約

1名1,800円（税別）

ご依頼内容によりお見積もり

1名3,000円（税込）

ご依頼内容によりお見積もり

ご依頼内容によりお見積もり

日帰りコース1名11,000円（税込）
※1泊午前上がりコース、1泊午後上がりコースもあり
※子ども・幼児料金あり

衣装有り 1名2,100円（税別）
衣装無し 1名1,800円（税別）

2隻 232,000円（税別）
3隻 312,000円（税別）

ご依頼内容によりお見積もり

1名2,500円（税込）

入場料1名 大人200円／小人（中学生以下）100円（税込）
体験料1名 コースター織り2,100円
（小人200円引き）（税込）

1名1,500円（税別）～

1名4,500円（税込）／要予約
※2020年4月～5,500円（税込）

1名1,500円～3,500円（税込）

1名5,500円～6,500円（税込）

1名2,500円（税込）～
※団体価格あり

1名1,540円～3,100円 （税込）

1名～40名5,000円 （税込）
※半日以上（1名～40名10,000円）のコースも有

1名3,000円（税別）

1名1,800円（税別）

その都度お見積り

依頼内容に応じてお見積り

モーニング 大人1名 3,500円
ランチ 大人1名 4,500円
ディナー 大人1名 8,500円
乗船のみ 大人1名 2,500円

小人1名2,500円 （税別）
大人1名3,000円 （税別）

1名3,800円（税込）
※団体は300円割引

1名2,500円（税込）
学生（12歳以上）
1名1,500円（税込）
※要学生証提示

0980-72-5667
 （雪塩ミュージアム）

098-943-6642

0980-53-7755

098-966-2893

0980-55-8077

098-943-6642

098-943-6642

098-964-1616

098-939-2555

098-966-2893

098-966-2893

098-988-3821

098-948-4611 

0980-43-3300

090-1942-2882

098-964-7628

098-943-6642

098-943-6642

098-851-1025

098-968-6117

098-966-2893

0980-43-2571

098-964-7628

098-943-6642

098-943-6642

098-943-6642

P04

P05

P06

P07

P08

P09

P10

P11

P11

P12

P12

P13

P13

P15

P16

P17

P18

P19

P20

P20

P21

P21

P22

P22

P24

P25

P26

P27

P27

カテゴリー プログラム名 施　設　名 人　　数 所要時間 料　　金 電話番号 ページ

カテゴリー プログラム名 施　設　名 人　　数 所要時間 料　　金 電話番号 ページ

チ
ー
ム
ビ
ル
デ
ィ
ン
グ

エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン

C
S
R

098-948-4192

098-963-0088

098-886-1131 

0980-72-6641

098-989-9530

0980-75-4380

098-966-2893

098-856-6441

098-868-7866

0980-83-0039

098-861-0763

0980-82-3473

098-965-3090

098-985-8333

P29

P30

P31

P32

P33

P33

P34

P34

P35

P35

P36

P36

P37

P37

P38

P38

各施設及び各プログラム一覧

特
別
観
光

（一社）石垣市観光交流協会

久米島紬事業協同組合

恩納ガラス工房

（一社）石垣市観光交流協会

あざみ屋 みんさー工芸館

松本料理学院

みね屋手織工房

那覇市伝統工芸館

沖縄県観光
ボランティアガイド 友の会

宮古島旅倶楽部

ウエルネススタジオ
カエプロジェクト

はやて
（ベイクルーズ・宮古島 モンブラン）

首里琉染

フォレストアドベンチャーIN恩納

（株）南都 ガンガラーの谷

（一社）恩納村観光協会
（恩納村ふれあい体験学習センター内）

（一社）恩納村観光協会
（恩納村ふれあい体験学習センター内）

ガンガラーの谷ガイドツアー

森林空中体験

染め体験

宮古島クルージング

チームビルディングクッキング

エコアイランド宮古島視察ツアー

沖縄の家庭料理体験

平和学習ツアー

コースター・トートバッグ紅型染め

草木染体験

琉球料理体験

手織り体験

石垣焼窯元体験

吹きガラス体験

紬発祥地の織物体験

吹きガラス体験 1名～10名

織機体験と資料館見学で
ローテーション　
1回に8名まで（織機の数）

3名～40名

1名～120名

1名～
（事前に要相談）

20名～60名
※2021年1月～新教室にて予約受付

1名～40名

最大40名
（ガイド1名につき）

5名～30名 

5名～40名

2名～20名まで

12～30名
※31名～要相談

モーニングクルーズ最大120名
ランチクルーズ最大88名
ディナークルーズ最大76名

40名

30名
（予約時に相談及び調整可）

1名～500名

那
覇

南

　部

中

　部

北

　部

北

　部

本
島
周
辺
離
島

宮

　古

八
重
山

観光協会及び観光関連団体

EXCU
RSIO

N
CSR PRO

GRAM
   

TEAM
 BU
ILD
IN
G

SPECIAL PRO
G
RAM

プ
ロ
グ
ラ
ム

2名～
（お電話にて要予約）

（石垣焼窯元）
0980-88-8722

（グラスアイランド）
0980-83-1260

080-1740-1529
098-896-7100

080-6490-3850
098-896-7100

080-6490-3850
098-896-7100



〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田 1丁目 1-3-2100大阪駅前第 3ビル 21階
TEL : 06-6344-6828  FAX : 06-6346-1784

沖縄県 大阪事務所

〒460-0008
愛知県名古屋市中区栄 4丁目 16-36 久屋中日ビル５階
TEL : 052-263-3618  FAX : 052-263-3619

沖縄県 名古屋情報センター

〒900-8570
沖縄県那覇市泉崎 1-2-2
TEL : 098-866-2077  FAX : 098-866-2264

沖縄県 文化観光スポーツ部 MICE推進課

〒100-0006
東京都 千代田区有楽町 2-10-1 東京交通会館 3階
TEL : 03-5220-5311　FAX : 03-5220-9720

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー 東京事務所

〒901-0152
沖縄県那覇市字小禄 1831-1 沖縄産業支援センター 2階
TEL : 098-859-6130　FAX : 098-859-6222

一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー MICE推進課

http://mice.okinawastory.jp/

検索おきなわMICEナビ

沖縄のMICE情報については
おきなわMICEナビへ！

2020年3月発行




