
マリンメニュー

（11/1～2/29）

9:00 11:00
13:30 15:30

（3/1～3/31）

9:00 15:30

メニュー 開催時間 所要時間 料　金 備　考 特典など

コーラルアドベンチャー

クルーズ

（11/1～2/29）

9:00 11:30
14:00 15:30

（3/1～3/31）

9:30 11:00
13:30 15:00

約 40 分

約 50 分

約 20 分

約 10 分

約 60 分

約 60 分

大人・中学生

 ￥1,500

小学生　￥750

( 特別料金 )

色とりどりの魚が泳ぐ
サンゴの海を水中展望室
から眺めよう！

※2/1～2/15船舶整備の
　ため運休
※小学生未満無料

Club CoCo無料

パラダイス
クーポン1枚

アクティブ1dayパス

Club CoCo無料

パラダイス
クーポン1枚

アクティブ1dayパス

Club CoCo無料

パラダイス
クーポン1枚

アクティブ1dayパス

Club CoCo無料

パラダイス
クーポン1枚

アクティブ1dayパス

Club CoCo無料

パラダイス
クーポン1枚

アクティブ1dayパス

Club CoCo無料

パラダイス
クーポン3枚

アクティブ1dayパス

ヨットセーリング

はりゅう船クルーズ

ウォーターコースター

護岸釣り

ロックフィッシング

（2/29 まで）

大人・中学生 

￥1,250

小学生　￥500

( 特別料金 )

（11/1～2/29）

10:00

（3/1～3/31）

9:30

セールいっぱいに風を
受け、すべるように走る
カタマランヨット。
沖合から眺める西海岸の
景色をお楽しみください。

※1/10～1/31船舶整備の
　ため運休
※小学生未満無料

9:00 10:00

11:00 13:00

14:00 15:00

￥1,000

( 特別料金 )

￥500

( 特別料金 )

沖縄の伝統船、ハーリー
を模した船で、熱帯魚が
いるポイントまで青い海
をクルーズ。

※小学生未満無料

※小学生以下のお子様は保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要

9:30 10:30

11:30 13:30

14:30 15:30

爽快でスリリングな
スピードボートを堪能
しよう。

※身長110cm以上

￥1,000

ルネッサンスのマリーナ
で楽しむ初心者にも安心
のフィッシング。

※仕掛け・餌付き

11:00 15:30 1 名￥2,500

ホテル近海の熱帯魚を
狙った、ボートで行く
お手軽フィッシング

※仕掛け・餌付き
※小学生以上



ドルフィンプログラム

10:30

メニュー 開催時間 所要時間 料　金 備　考 特典など

ハロー！ドルフィン 9:00

9:30

約 20 分

約 50 分

約 60 分

約 60 分

約 30 分

約 50 分

約 50 分

約 30 分

約 30 分

1組 (1 ～ 5名 )

￥15,000

1 組 (1 ～ 6 名 )

￥48,000

イルカに関するレクチャーの後、海に

入らずに小さなマダライルカとふれあう

プログラム。イルカ1頭とご家族で遊び

ます。小さなお子様は手が届かない場合

があります。

パラダイスクーポン6枚(1組)
＋

￥7,500

アクティブ1dayパス

Club CoCo
10%OFF

Club CoCo
30%OFF

パラダイスクーポン3枚
＋

￥2,500

アクティブ1dayパス

Club CoCo
10%OFF

アクティブ1dayパス

ファミリードルフィン

ドルフィンオーシャン

アドベンチャー

ドルフィンオーシャン

パラダイス

スマイルドルフィン

ドルフィン

エンカウンター f

ドルフィン

オディッセイ

ドルフィン Photo

ドルフィンジャンプ！

一頭のイルカが1グループだけに対応

するプログラム。浅瀬での遊びが中心

となり、身長110cm以上で泳げる方は、

1回ずつイルカにつかまって泳げます。

月・水・金

10:00
￥22,000

￥20,000

イルカに関するレクチャーの後、イルカが
待つ沖合まで船で移動します。まるで野生
のイルカと一緒に泳いでいるかのように
楽しく遊びながら学べるプログラムです。
申込時にライフジャケットの着用が選択可。
着用しない場合は「スイムチェック」にて
スイムスキルの認定が必要です。

スイムチェック 開始8:10（約30分）
※中学生以上、泳げる方

※未就学児は保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要

火・木

土・日

10:00

イルカに関するレクチャーの後、イルカ

が待つ沖合まで船で移動します。ホテル

沖合の広い海で、イルカと海面での

「ふれあい」や背びれにつかまって泳ぐ

体験をお楽しみいただけます。

※中学生以上、泳げる方

￥5,000

イルカに関するレクチャーの後、海に

入らずにイルカとふれあうプログラム。

小さなお子様は手が届かないなど遊べ

ない場合があります。

13:00

13:30

15:00

16:00

￥8,000

￥18,000

￥3,000

￥15,000

イルカに関するレクチャーの後、膝くらい

まで海に入って、直接イルカと楽しく遊び

ながら学びます。小さなお子様から大人

まで最もイルカと遊びやすいプログラム

です。

最もイルカと泳いで遊べるプログラム。

最初の30分はイルカについて学び、その

後、ドルフィントレーナーとよく行って

いる遊びや泳ぎを体験します。

※身長120cm以上、泳げる方

イルカに関するレクチャーの後、桟橋の

上からイルカのパフォーマンスを間近で

見ることができます。一人ずつイルカが

手のひらに「KISS」をするポーズで記念

撮影を行い、写真を1枚プレゼント

いたします。

ドルフィントレーナーの解説付きで間近

でイルカを見学できるプログラム。イルカ

の生態やからだの仕組みについて学んだ

後は、ドルフィンラグーンに棲んでいる

イルカに会いに行こう。

Club CoCo
10%OFF

パラダイスクーポン1枚
＋

￥1,500

パラダイスクーポン1枚

アクティブ1dayパス



フィールドプログラムフィールドプログラム

10:00

メニュー 開催時間 所要時間 料　金 備　考 特典など

探そう！作ろう！

うみ図鑑

9:00 ～ 16:00

の随時

9:00 ～ 16:00

の随時

30 分～

1時間

30 分～

1時間

約 40 分

約 30 分

約 30 分

約 30 分

約 30 分

約 30 分

30 分～

1時間

1冊

￥300

1 セット

￥300

リーフガーデンに棲んでいる魚を

観察しながら、オリジナル図鑑を

完成させよう。

パラダイスクーポン1枚

アクティブ1dayパス

パラダイスクーポン1枚

アクティブ1dayパス

パラダイスクーポン1枚

アクティブ1dayパス

パラダイスクーポン6枚(1組)

アクティブ1dayパス

パラダイスクーポン6枚(1組)

アクティブ1dayパス

パラダイスクーポン2枚

アクティブ1dayパス

イルカの郵便屋さん

フィッシュ＆

タートルアドベンチャー

フィッシュ

フィーディング

もぐもぐカメさん

タートルクリーニング

もぐもぐタイム

ウォーキング

アドベンチャー

手作りアート工房

メッセージカードや塗り絵に気持ちを

こめて、大切な人へお手紙を出そう。

9:00 ￥3,000

￥1,500

エメラルドグリーンの海でシュノーケル！
エイやウミガメと一緒に泳ごう。
シュノーケル初心者におすすめです。

※身長110cm以上

※保護者（高校生以上）の同伴（有料）が必要

10:00
海の生き物に関するレクチャーの後、

浅瀬まで水に入ってエイや魚にごはん

をあげよう。

1 組 (1 ～ 5 名 )
￥6,500

ご家族限定（5名まで）でケヅメリクガメ

とふれあうプログラム。

ごはんをあげたり、お風呂に入れたり、

カメのお世話をしよう。

11:00

11:00

14:30

9:30 ～ 12:30

の随時

1組 (1 ～ 5名 )
￥6,500

￥1,500

￥700

￥1,500

ウミガメってどんな生き物？

甲羅磨きに挑戦！

生き物に関するレクチャーの後、

わらびー広場の生き物たちと

ふれあったり、ごはんをあげて

仲良くなろう。

リーフガーデンやわらびー広場に暮らし

ている生き物に会いに行こう。

ワラビーやオオハシ、ケヅメリクガメに

会うことができ、小さなお子様もお楽しみ

いただけます。

ガラスの器の中に、ジェルキャンドルで

「沖縄の海」を作りましょう。

ジェルキャンドルのほか、シーサーの

色塗りなどもご体験いただけます。

パラダイスクーポン1枚

アクティブ1dayパス

パラダイスクーポン1枚

アクティブ1dayパス


