
［キャンペーン実施期間］

JALしまきゃん 2019-20 冬・春

2019年12月1日～2020年2月29日

JAL JTAツアーカウンター
那覇市鏡水150番地 那覇空港ターミナル1F
TEL.098-857-2532　営業時間／9：00～23：00

2 《那覇空港で乗り継ぎのお客さま》

那覇市鏡水150番地 那覇空港ターミナル2階（出発ゲート内）
TEL.098-858-6455　営業時間／6：30～20：30

Coralwey那覇空港売店スナックコート

※営業日・営業時間・提供品は予告なく変更となる場合もございます。予めご確認の上、ご活用ください。

※要予約・予約推奨のお店につきましては、お客様自身にてご予約いただき、その際必ず「しまりずむクーポン」をご利用の旨をお申し出ください。なお予約不要の
お店につきましても週末や連休時、5名以上で飲食店をご利用の場合などは、事前にご連絡することをおすすめします。※クーポンで設定のない小人利用につき
ましては、料金が発生する場合は現地にてお支払いください。※アルコール類の引換・提供は20歳以上の方のみ対象となります。
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※ご来店の際にお電話にて
ご確認ください。

※品物はすべてが手作りとなっているため数に限りがあり、
　他の品物へ変更になることもあります。

創業50年の老舗のさんご加工所
国際通りで手作りのオリジナル製品を主に販売

(098)861-8535
那覇市牧志2-3-1 K2ビル1F〒900-0013
ナハシマキシ

営業時間 11:00～20:00
休：水曜日・不定休
年末年始休：不定休

吉浜さんご
ヨシハマ

現地参考価格
1,080円

①深海サンゴ（赤珊瑚根付・根付）
②珊瑚ネックレス

②選べるスムージー＆
　自家製ベーグルのセット

※写真はすべてイメージとなります。※写真はすべてイメージとなります。※現地参考価格は、特に記載のない限り2019年10月現在の価格（消費税込）となり、変更となる場合があります。
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営業時間
月～土 17:00～25:00
　　　 （LO.24：00）

オリオン生ジョッキ+島らっきょう塩漬け
＋直送生ざるもずく

みやざき地頭鶏串焼とおばんざい、
沖縄料理のお店です。

(098)988-4768

ナ ハ シ ク モ ジ
那覇市久茂地2-10-16 南栄ビル1Ｆ〒900-0015

祝祭日 17:00～24:00
　　　 （LO.23：00）
休：日曜日
年末年始休：無休

ご来店までに
要予約

あげ萬あげ萬
マンマン

現地参考価格
1,577円

現地参考価格
1,598円

①500円の金券として利用可能

②入園（大人）+ソフトクリーム
③タワーパイナップルジュース

海抜８２ｍから見渡せるブルーグラデーションの
海は心奪われる絶景！

古宇利オーシャンタワー
コ ウ    リ

現地参考価格
500円

現地参考価格
1,110円

現地参考価格
1,100円

※ショップ・レストランのみ

国際通りで絶品アグー豚しゃぶしゃぶ！

休：無休
年末年始休：無休

〒900-0015 那覇市久茂地3-3-1 ニューサンパルコビルB1F
ナ  ハ   シ  ク  モ   ジ

①海ぶどう

（098）917-1529

現地参考価格
626円

島しゃぶしゃぶNAKAMA島しゃぶしゃぶNAKAMA
シマシマ ナカマナカマ

③アグー豚しゃぶしゃぶランチ
※ランチタイムのみ利用可

②石垣牛の炙り寿司

営業時間
ランチ
11：30～15：00（L.O14：00）
ディナー
17：00～0：00（L.O23：00）

現地参考価格／2,138円

（0980）56-1616

クニガミグンナ キ ジンソンコ ウ  リ
國頭郡今帰仁村古宇利538〒905-0406

営業時間
9：00～18：00
（17：30最終受付）
休：無休
年末年始休：無休

①ノンアルコールカクテル

②琉球バーガーセット
③手ごねハンバーグ県産旬野菜添え

感動のコーラルブルーと至福の料理､癒しに満ちた
浜辺のフォトジェニックな絶景カフェ!

On the Beach CAFÉ
オン　   ザ        　ビーチ       　カフェ

現地参考価格
800円

現地参考価格
1,200円

※4種類から選べます

（0980）56-4560

クニガミグンナキジンソンイマドマリ
國頭郡今帰仁村今泊612-2〒905-0428

営業時間
11：00～18：00
（L.O16：00）
休：無休
年末年始休：無休

①500円の金券として利用可能
②陶器シーサー（小）絵付け
③漆喰シーサー（小）絵付け

美ら海水族館の行き帰りに予約なしで
シーサーを学んで作ってお買い物できる体験窯元！

シーサーパーク 琉球窯
リュウキュウガマ

現地参考価格
500円

（0980）43-8660

ナゴシビイマタ
名護市為又479-5〒905-0005

営業時間
10：00～19：00
（17：00最終受付）
休：無休
年末年始休：無休

①ガラス細工2個
②ちゅらキャンドル(S）作り

③陶器or漆喰シーサー（小）絵付け

国際通り散策中に予約なしでシーサーや
キャンドルが作れて沖縄土産として持帰りOK！

沖縄アート体験美ら風
オキナワ タイケン チュ       カジ

現地参考価格
800円

現地参考価格
1,200円

※1,000種類
　の中から

※ガラス細工は別途料金

（098）866-8558

ナ ハ  シマキシ
那覇市牧志3-2-50〒900-0013

営業時間
10：00～20：00
（18：00最終受付）
休：無休
年末年始休：無休

営業時間 8:30～20:30

水中観光船
オルカ号乗船券

①小人
②大人

※運航時刻 9:00/10:15/11:45/14:00/15:30

海中を泳ぐ熱帯魚を水中展望室からウォッチング！

(098)866-0489
那覇市通堂町2-1(那覇埠頭船客待合所1階)〒900-0035
ナハシトンドウチョウ

休：無休
（メンテ及びドック日除く）
年末年始休：無休

ご利用前日迄に要予約

ウエストマリン

品物はすべてが手作りとなっているため数に限り
があり、他の品物へ変更になることもあります。

沖縄壺屋焼き職人の手によって一つ一つ作られた
陶器に宿る個々の表情をお楽しみください

(098)866-1635
那覇市壺屋1-22-33

〒902-0065
ナハシツボヤ

営業時間 10:00～18:30
休：無休
年末年始休：無休

イクトウエン

現地参考価格
1,500円

嘉瓶（ゆしびん）またはミニミニシーサー

（098）868-2222
那覇市西3-2-1〒900-0036
ナハシニシ

営業時間
レストラン
15：00～17：30（L.O17：00）

休：無休
年末年始休：無休

スイーツビュッフェ
（フォンテーヌ）

那覇市内唯一のかけ流し天然温泉と美味しい
スイーツビュッフェで素敵な時間をどうぞ。

ロワジールホテル那覇
オールデイダイニング フォンテーヌ

ナ ハ

現地参考価格
1,500円
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①デトックスジュース

③選べるスムージー＆ご来店お土産セット
（オリジナルキーホルダー、コースター）

沖縄の旬な果物やお野菜と出会えるスムージーカフェ

(098)863-3929

営業時間 10:30～20:00
　（LO.19：30）

休：火曜日
年末年始休：休業

〒900-0013 那覇市牧志2-17-17 まきしビル1F
ナ ハ シマキ シ

カフェVita SmoothiesVita Smoothies
ビタ  スムージーズビタ  スムージーズ

現地参考価格
1,234円

現地参考価格
1,200円

現地参考価格
2,400円

現地参考価格
550円

(098)869-7005
那覇市松山1-15-20〒900-0032
ナハシマツヤマ

11：00～23：00
（L.O.22:30）
休：無休
年末年始休：無休

①チキンセット
 （スープ、ライス、サラダセット）

②ハンバーグセット
 （スープ、ライス、サラダセット）
③1,500円の金券として
利用可能

沖縄と言えばステーキ！
本格的な味わいをお楽しみください。

JUMBO STEAK HAN`S 松山店JUMBO STEAK HAN`S 松山店
ジャンボ　　　  ステーキ  ハンズ マツヤマテンジャンボ　　　  ステーキ  ハンズ マツヤマテン

現地参考価格
1,500円

現地参考価格
1,685円

現地参考価格
1,648円

営業時間

現地参考価格
1,600円

現地参考価格
1,600円

現地参考価格
1,600円

現地参考価格
1,600円
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現地参考価格
1,787円

※Xmas・年末年始・イベント時除外

育陶園

現地参考価格
540円

要予約

要予約

要予約

予約推奨



地元で人気のサーターアンダギーは南部めぐりに
かかせません。

営業時間 8：30～17：00
休：無休・台風時休業
年末年始休：無休

(098）997-3443
糸満市伊原372-2

〒901-0344
イトマンシイハラ

現地参考価格
600円

現地参考価格
1,300円

①カボチャ入り サーター
　アンダギー（7個入り）
②お土産用ソーキそば
（2食入）

優美堂
ユウ  ビ  ドウ

琉球舞踊館 うどい
リュウキュウブヨウカン

※写真はすべてイメージとなります。※写真はすべてイメージとなります。※現地参考価格は、特に記載のない限り2019年10月現在の価格（消費税込）となり、変更となる場合があります。
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モリ　チュウコウクラ

②黒あまざけ 1本
③古琉球七年古酒25度・720ｍｌ×1本

現地参考価格
518円

現地参考価格
590円

現地参考価格
1,008円

営業時間
6：00～24：00
（最終受付23：00）
休：無休
※メンテナンス
休館あり

くぅーすの杜 忠孝蔵 琉球温泉瀬長島ホテル 龍神の湯
見学・試飲無料！
初心者もツウな方でも楽しめる泡盛酒蔵見学！

夕日と空港が一望できる
日本随一の絶景で楽しむ天然温泉

現地参考価格
2,551円

現地参考価格
1,080円

現地参考価格
1,620円

入泉利用／大人（バスタオル・フェイスタオル付）
（平日は入泉＋瀬長島ウォーター1本付）

リュウキュウオンセンセナガジマ  リュウジン 　 ユ

創業明治16年。蔵元見学・試飲無料や直売所あり。

①3年古酒海人ゴールド180㎖
②泡盛梅酒600ml又は
5年古酒首里城正殿500ml(沖縄限定)
③海人玉500㎖または
古酒まさひろ黒ラベル720㎖

営業時間 9：30～17：30
休：無休
年末年始休：12/30～1/3

まさひろ酒造
シュゾウ

休：無休
年末年始休：無休

現地参考価格
1,940円/2,240円

①かめおじーのサーター
アンダギー（5個入）
②サーターアンダギー（5個入）
＋黒蜜ボール

沖縄のNEWスポット「ウミカジテラス」にある
オシャレなお店でゆったりとした時間を過ごせます

クーポン対応時間
10：00～20：00
休：無休
年末年始休：無休

豊見城市瀬長174-6ウミカジテラス内〒901-0233
トミグスクシ セ ナガ

現地参考価格／650円

KAME ANDAGI
カメ　 　アンダギ

あなただけのオリジナルフォトフレーム
またはアクセサリーを作ろう！

休：無休・台風時休業
年末年始休：無休

営業時間
9：00～18：00
（体験受付は16：00まで）

琉球ガラス村
リュウキュウ　　　　　 ムラ

①フォトフレーム作り体験
②アクセサリー作り体験

②パイナップルパイ
③ラグリマ・デル・ソル
（パインワイン）

那覇空港から車で約3分の場所

営業時間 9:00～18：00
2階レストラン／
9:30～17：00（L.O16：30）
休：無休
年末年始休：不定休

(098）858-9000

(098）851-4171

那覇市鏡水684-1〒901-0142
ナ ハ  シカガミズ

現地参考価格
500円

現地参考価格
1,155円

現地参考価格
1,925円

現地参考価格／1,150円

①売店にて500円の
金券として利用可能

パイナップルハウス

あしびなーお買いもの利用券

※不定休のため、事前に連絡することをおすすめします。

カフェ

とろとろマンゴージュース
＋琉装体験

首里城近くにある赤瓦の古民家茶屋で
琉装の着付けと食事を楽しめます。

営業時間
11：00～21：00（LO.20：30）
※クーポン対応は
　11：00～14：30
休：不定休  年末年始休：不定休

※ご予約がない場合、午後の休憩
時間を取ることもございます。

(098）886-7678
那覇市首里当蔵町2-13〒903-0812
ナ ハ  シシュリトウノクラチョウ

首里のりゅうそう茶屋
シュリ チャヤ

現地参考価格／1,600円

現地参考価格
2,060円①あぐー豚のしゃぶ鍋

那覇の牧志公設市場内にあるお店。
あぐー豚をご賞味ください。

クーポン対応時間
月～金 12：00～22：00
土・日・祝日 12：00～23：00

（098）943-0063
那覇市松尾2-11-7 1F
〒900-0014
ナ  ハ  シ マツ オ

石垣牛とあぐー豚 てぃーだむーん

②1,620円分の金券として利用可能

休：火曜日
年末年始休：不定休

13 14

15

営業時間
9：00～17：30
休：無休
年末年始休：無休

年末年始休：無休

ゆったりした空気で丁寧にお教えいたします

営業時間 9：00～17：00
休：不定休
年末年始休：不定休

①陶芸シーサー作り体験

②三線体験

※オリジナルシーサーは作成後後日発送となります
　（発送費は別途現地払いとなります。)

ご利用前日迄に
要予約

要予約

要予約

予約推奨

沖縄
本島



営業時間 9：00～17：30
　　　　 （最終受付17：00）
体験時間／9：00～16：00
休：無休
年末年始休：無休

②簡易貸衣装体験
　（写真一人一枚付）

古き良き沖縄を再現したテーマパークで思いっきり
沖縄を体感！

(098)965-1234
国頭郡恩納村山田1130
〒904-0416
クニガミグンオンナソンヤマダ

琉球村琉球村
リュウキュウムラリュウキュウムラ

①沖縄そば（単品） 現地参考価格／450円

③オリジナルシーサー絵付体験
　＋シルクアイス1杯

※写真はすべてイメージとなります。※写真はすべてイメージとなります。※現地参考価格は、特に記載のない限り2019年10月現在の価格（消費税込）となり、変更となる場合があります。

休：無休
年末年始休：無休

※荒天時要問い合わせ

沖縄での老舗ステーキ店のひとつ！!

金券として利用可能
①500円
②1,000円
③1,500円

（098）885-5498 （098）866-8880

〒903-0804
〒900-0014那覇市首里石嶺町1-121-2

ナハシシュリイシミネチョウ
那覇市松尾1-3-7
ナハシマツオ

営業時間11：30～16：00（L.O15：30）
休：月曜日・不定休
年末年始休：不定休 営業時間11：00～22：00（L.O21：30）

休：無休  年末年始休：無休

(098）866-3760
〒900-0013那覇市牧志3-1-6

勉強堂ビル2F

ナハシマキシ

営業時間11：00～23：00
　　　　（L.O.22：00）

(098）867-8888
〒900-0014那覇市松尾1-4-3

永昇商事ビル2F

ナハシマツオ

営業時間
11:00～16：00（L.O.15：00）
17：00～23:00（L.O.22：00）

国際通り西口店

北谷町美浜9-17
at's chatan2F

(098）923-0788
〒904-0115

チャタンチョウ

営業時間
11:00～16：00（L.O.15：00）
17：00～23:00（L.O.22：00）

北谷店

(0980）51-7588
国頭郡本部町浦崎278-3
〒905-0217
クニガミグンモトブチョウウラサキ

営業時間11:00～22:00
　　　　（L.O.21：00）

ステーキハウス ８８グループ
ハチハチ

28

29 31

沖縄を体験できるスポットです。

要予約

②健食バイキング
　（大人12歳以上）

休：無休
年末年始休：無休

営業時間 9：00～18：00
　　　　 （最終受付17：00）
レストラン 11：00～15：00
               （L.O.14：30）

おきなわワールド
※一部対象外商品あり
※入園券引き換え廃止

①500円の金券として
　利用可能

現地参考価格／大人1,500円

④健食バイキング
　（小人6～11歳以上）

沖縄で歴史あるステーキレストラン。各店舗に
よって異なる大型客船の船内やポリネシア調を
イメージした店内も魅力のひとつ。

ランチ 　 のみ
11：30～15：30（L.O.14：30）
ディナー
17：00～24：00（L.O.23：00）
休：無休
年末年始休：無休

（098）918-0808

（098）862-9085

（098）862-9090

（098）861-9595

（098）897-5555宜野湾市真志喜624-1

〒900-0015 那覇市久茂地2-15-13

那覇市久茂地3-3-18

那覇市牧志1-3-53

〒900-0013 那覇市牧志3-1-3

〒900-0015

〒900-0013

〒901-2224

サムズセーラーイン国際通り店

サムズマウイ久茂地店

サムズアンカーイン国際通り店

サムズマウイ国際通り店

サムズアンカーイン宜野湾店

ナ  ハ  シ マキ シ

ナ  ハ  シ  ク  モ  ジ

ナ  ハ  シ  ク  モ  ジ

ナ  ハ  シ  マキシ

ギ  ノワン シ  マ  シ  キ

サムズレストラングループ
①鉄板焼きステーキ
　ランチコース

②鉄板焼きステーキ
　ディナーコース

現地参考価格
2,160円

現地参考価格
2,754円

現地参考価格
1,980円

※現地にて追加代金としてお一人様1,000円のお支払いが
　必要です。
※ご利用の場合は【サムズ予約センター：098-932-1819】
　までお電話ください。

※ランチ対応は　 のみ

⑤健食バイキング
　（幼児4～5歳以上）

30

ウ  ドゥンヤマ

沖縄そば（中）
+御殿山いなり
+シークァーサージュース

灰汁を使って作られた麺が
特徴の沖縄そばがおすすめのお店です。御殿山25

26

27

24

現地参考価格／1,000円

現地参考価格／500円

現地参考価格
1,180円

1

首里本店1

国際通り店1

美ら海店2

(098）943-8888
〒900-0014那覇市松尾2-5-1

松尾124区ビル2F

ナハシマツオ

営業時間
11:00～16：00（L.O.15：00）
17：00～23:00（L.O.22：00）

松尾店3

4

5

国際通り店2

2

3

4

5

1

1

2階建てロンドンバスが目印の
おしゃれなカフェレストラン

カフェ＆
バー

①カクテルorソフトドリンク １杯
②ビーフオムライス
③石垣牛のハンバーグ

現地参考価格
500円～800円

現地参考価格／1,000円

(098)926-1991

Café Restaurant＆Bar
DOUBLE DECKER

カフェ　　　　　 レストラン　　   　　  バー

ダブル  　　　　  　デッカー

営業時間 17:00～26:00

〒904-0115

休：無休
年末年始休：元日

中頭郡北谷町美浜9-8 シーサイドスクエア1F
ナカガミグンチャタンチョウミハマ

（LO.25:00、ドリンクLO.25:30）

現地参考価格
400円～700円

（098）943-6746

営業時間 10：00～22：00
　　　　 （L.O21:30）
休：無休
年末年始休：不定休

①生ビール・ソフトドリンク・
　カクテル・ハイボール1杯
②アボカドオムタコライス
③オムタコライス+ドリンク

ボートのオブジェがおしゃれなカフェレストラン

ボートレースアンテナ
ショップカフェ沖縄

カフェ＆
バー

オキナワ

〒900-0015
那覇市久茂地3-29-70
ココスガーデンテラス1F

ナハシナハシクモジ

現地参考価格1,380円～1,680円

素朴な沖縄の風景を堪能しながら
体験ができます。

タイケンオウコク　    　　　 サキ

①むら咲むら入場券+
　シーサー色付け体験（1体）
②むら咲むら入場券+
　染色バンダナ作り体験
③むら咲むら入場券+
　手提げバックにスクリーン印刷

休：無休
年末年始休：無休

現地参考価格
1,860円

現地参考価格
1,260円 現地参考価格

1,350円

現地参考価格
1,900円

現地参考価格
1,785円

現地参考価格
900円

〒904-0323

中頭郡読谷村字高志保1020-1
ナカガミグンヨミタンソンアザタカシホ

体験王国 むら咲むら（天使館）

予約推奨

予約推奨



タラソＳＰＡ利用料（タオルセット付）

宜野座の海を眺めながらスパで
癒しのひとときを…。

ぬちまーす観光製塩ファクトリー
ぬちうなー

※写真はすべてイメージとなります。※写真はすべてイメージとなります。※現地参考価格は、特に記載のない限り2019年10月現在の価格（消費税込）となり、変更となる場合があります。
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4140 42

営業時間
11：00～15：30（LO.15：00）
17：00～23：00（LO22：30）
休：無休
年末年始休：不定休

(0980）53-0331
名護市幸喜111-1〒905-0025
ナ ゴ  シ コウキ

①ジーマミ黒糖プリン＆
　選べるソフトドリンク10種類
②美ら花定食

木造造りの落ち着いた店内で沖縄料理を食す

現地参考価格
878円

現地参考価格
1,814円

現地参考価格
1,280円

現地参考価格
2,360円

美ら花 別邸
チュ　   ハナ　ベッテイ

①塩ソフトクリーム

③スーチカー
（デザート・ドリンク付）

②そば又はカレー又はタコライス
　（ドリンク付）

世界初が魅せる塩の雪景色には圧巻。
海の絶景スポットにも感動。

休：無休
年末年始休：無休

現地参考価格／500円

現地参考価格／1,000円

（098）983-1111

①パッションフルーツラスク（6枚入）
②季節のフルーツてんこ盛り
　フルーツボード
③季節のフルーツパフェ＆
　飲むエステミニ美汁果汁

沖縄ならではの亜熱帯果実を使用した
フルーツを召し上がれ。

営業時間 9：00～18：00
  　　　  （L.O17：15）
休：無休
年末年始休：無休

（0980）-52-1568
名護市為又1220-71〒905-0005
ナゴシビイマタ

現地参考価格／1,250円

OKINAWAフルーツらんど

営業時間 9:00～17:00

現地参考価格／1,224円

※大人（中学生以上）
現地参考価格
1,700円

現地参考価格
1,814円

①入園＋乗船＋オリジナル
ポストカード3枚（小人）

②入園＋乗船（大人）

沖縄本島の中部にある約７万５千坪の広大な敷地面積で、
のんびり・ゆったり「沖縄時間」を楽しめます

(098)965-3400

シイシカワカデカル
うるま市石川嘉手苅961-30〒904-1114

営業時間 9:00～18:00
（最終入園受付 17:00）
休：無休
年末年始休：無休

ビオスの丘
オカ

※小人（4歳～小学生）

営業時間 9：00～18：00
休：無休・施設点検日　年末年始休：1/1～4

島ぞうりアート体験
※2名以上催行・小学生以上(低学年は保護者同伴)

金武町の自然の中で世界に1つだけの
しまぞうりをつくろう！

（098）968-6117
国頭郡金武町金武11818-2〒904-1201
クニガミグンキンチョウキン

ご利用前日17：00迄に要予約

ネイチャーみらい館
カン カンコウセイエン

①あぐー3種のバラ肉食べ比べ
②黒毛和牛 上カルビ

沖縄ならではのお肉をご賞味ください。

（098）967-7029
国頭郡恩納村字名嘉真2083-1〒904-0401
クニガミグンオンナソンアザナカマ

リュウキュウヤキニク　　　ナカマ

琉球焼肉NAKAMA

営業時間
17：00～24：00
（LO23：00）
休：無休
年末年始休：無休

〒904-2423
シ ヨナシロミヤギ

うるま市与那城宮城2768

①小人
②大人

かりゆしカンナタラソラグーナ

営業時間  10：00～22：00
　　　　　（最終受付21：00）
休：無休
年末年始休：無休

（098）983-2323
〒904-1304

クニガミグンギノザソンアザカンナ
国頭郡宜野座村字漢那1817

現地参考価格
1,500円

①500円の金券として利用可能

②パイナップル号乗車写真
③ナゴパイナップルパーク入場（大人1名）
　＋パインソフトクリーム1個

パイナップルができるまでの行程を楽しく学べます。
パイナップルを使ったお菓子も豊富に取り揃えています。

営業時間 9：00～18：00
　　　　 （最終受付17：30）
休：無休　 年末年始休：無休

(0980）53-3659

ナゴパイナップルパーク

名護市為又1195〒905-0005
ナゴシビイマタ

※一部対象外商品あり。 現地販売価格／500円

営業時間
11:00～17:00
（LO.16：30）

うふやーそばセット
（大家ぼうる付）

沖縄の昔の家を移築したレストランで沖縄の
オリジナル料理をお召し上がりください。

(0980)53-0280
名護市中山90〒905-0004
ナ ゴ シナカヤマ

休：無休
年末年始休：無休

百年古屋 大家
ヒャクネン  コ    ヤ    ウフヤー

オキナワ

現地参考価格
1,500円 現地参考価格

1,200円
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営業時間

太陽と自然の楽園、アリビラ。心地よい時間をお過ごしください。

(098)982-9111

フィールドハウス
9：00～17:00（最終受付16：00）
ラウンジ「アリアカラ」10：00～18：00
※カクテルは18：00～22：30（LO22：30）

中頭郡読谷村字儀間600
〒904-0393
ナカガミグンヨミタンソンアザギマ

休：無休　 年末年始休：無休

アクティブ＆

②誕生石カクテル

ホテル日航アリビラ
ニッコウ

現地参考価格
1,800円

現地参考価格
1,100円

現地参考価格
450円

35

現地参考価格／1,130円

③パターゴルフ 大人１回
④テイクアウトドリンク
（ソフトドリンク）

現地参考価格／1,814円

現地参考価格
2,000円

※小人は3歳～小学生となります。 ※水着と水泳帽を
ご着用下さい。（レンタル有。数に限りがございます）
※施設ご利用は0歳以上で、18歳以上の保護者1名につき
小人2名までのご利用となります。

①ラウンジ「アリアカラ」
プティスイーツバイキング1回利用 現地参考価格／1,300円

現地参考価格／1,750円

現地参考価格／540円

マンゴパフェ

マンゴを贅沢に使用したパフェ。
アイスと共にお楽しみください。

(098)951-1571
國頭郡今帰仁村古宇利538〒905-0406
クニガミグンナキジンソンコウリ

営業時間 9:00～18:00
　　　　 （最終受付17：30）
休：無休
年末年始休：無休

ヤ

まーさん屋
（古宇利オーシャンタワー店）

現地参考価格／610円

運営会社／
株式会社沖縄国際流通

予約推奨

要予約

沖縄
本島

32



※写真はすべてイメージとなります。※写真はすべてイメージとなります。※写真はすべてイメージとなります。※写真はすべてイメージとなります。

①入山券（大人1名分）
②入山券+シークワーサージュース

やんばるの聖なる森を歩いて
パワーチャージしよう！

(0980)41-8117

営業時間 9：00～16：30
（17:30閉園）

国頭郡国頭村宜名真1241

〒905-1422
クニガミグンクニガミソンギナマ

休：無休
年末年始休：無休

大石林山
ダイ セキ リン ザン

①べにいもたると
　（10個入り）

①島唄ライブ
②島唄ライブ+ワンドリンク
③島唄ライブ
+しまらっきょ塩漬け
+ワンドリンク

ドリンクはビール（中）・おすすめ泡盛・
琉球ハイボール・ソフトドリンクの
いずれかからお選びください。 【島唄ライブスケジュール】

・１回目：１９：３０～
・２回目：２０：３０～
・３回目：２１：３０～

那覇空港2階にある売店

ド迫力ライブと、こだわりの沖縄料理が同時に楽しめる店。県内実力派
アーティストが日替りで出演！「楽しいライブを見ながら、もう少し飲みたい！」
そんなお客様にライラで２次会はいかがですか？ 沖縄地料理をとことん楽しめる豊富なメニューやオリジナルメニューが魅力です。

気さくな店主やスタッフと会話を楽しんだり、
泡盛を呑みながらゆったりと沖縄時間を過ごしたり♪
県庁前駅より徒歩で3分！国際通り入ってすぐです。

営業時間 6：30～20：30
休：無休　 年末年始休：無休

営業時間 17:00～24:00
休：無休　 年末年始休：無休

営業時間 11:00～24:00
(L.O.23:00、ドリンクL.O.23:30)
休：無休
年末年始休：無休

※金券としてはご利用いただけません。
※引換場所：那覇空港2階Coralway物販店

②べにいもたると
　（16個入り）

3種の泡盛が楽しめる
利き酒セット+小鉢１品

現地参考価格
550円

現地販売価格／1,080円

①レンタサイクル(60分)+1ドリンク

安らぎとインスピレーションが舞い降りる木漏れ日の
並木道。昔ながらが残る備瀬集落で癒しの時間を…

(0980)48-2584

②レンタサイクル（60分）
　＋マンゴーかき氷
③やんばるあぐー豚生姜焼き定食
+マンゴージュース付

福レンタサイクル・一福茶屋
(備瀬のふくぎ並木道)

フク イップク チャ  ヤ

ビ   セ　　　　　　　　ナミ  キ  ミチ

休：不定休　　年末年始休：不定休

現地販売価格／1,350円

現地販売価格／1,750円

国頭郡本部町備瀬511〒905-0207
クニガミグンモトブチョウビセ

営業時間 9：00～18：00（最終受付17：00）
　　　　 食事は11：00～16：00

現地参考価格
1,200円
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「道の駅」ゆいゆい国頭 特産品売場

営業時間
9：00～18：00
休：無休
年末年始休：無休

（0980）41-5555

50

営業時間 9:00～20:00

①やんばるの森探検ツアー(所要時間：1時間30分)
②美ら星ウォッチング(所要時間：1時間30分)
③オリジナルシーサー作り(所要時間：1時間)

①スタート時間：9:00～
②スタート時間：19:30～
(季節によって変動あり。要問合)

やんばる独特の自然で癒しを感じてください。

(0980)41-2231
国頭郡国頭村奥間913〒905-1412
クニガミグンクニガミソンオクマ

休：無休
年末年始休：無休

現地参考価格
3,240円

現地参考価格
3,240円

①ご利用前日20：00迄に要予約
②ご利用当日17：00迄に要予約
③ご希望開始時刻の1時間前迄に要予約

現地参考価格
2,160円※完成後焼き上がりまでに1～2時間程お時間を頂戴いたします。

オクマプライベートビーチ＆リゾート

※①②は2名以上催行

48

金券として利用可能 ①500円
②1,000円
③1,500円

國頭郡国頭村字奥間1605〒905-1412
クニガミグンクニガミソンアザオクマ

現地販売価格／850円

現地参考価格
1,600円

沖縄県内最北端の道の駅です。ここでしか買えない、やんばるの特産品を
豊富に取り揃えています。

（098）858-6095
那覇市鏡水150番地 那覇空港ターミナル2階〒901-0142
ナハシカガミズ

（098）941-5003那覇市牧志２丁目１番１号〒900-0013
ナ ハ  シ マキシ

（098）943-8383
那覇市松尾1-2-7〒900-0014
ナ ハ  シ マツオ

44
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「オクマエコミュージアム」

現地販売価格／1,620円

Coralway 那覇空港売店

沖縄音楽食堂 ライラ

コーラルウェイ　　  ナ ハ   クウ コウ バイ テン

オキナワオンガクショクドウ

泡盛と沖縄地料理 あかはち
アワ モリ        オキ ナワ   ジ リョウ  リ

営業時間 8:00～18：00
休：無休　年末年始休：無休

ホェール
ウォッチング

沖縄の冬の風物詩「くじら」を見に行こう！！

現地参考価格
大人4,500円/小人3,500円
（小人3～11歳）0～2歳は無料

トータルマリンスポットNEWS

※大人（12歳以上）2,000円
　小人（3～11歳）1,000円を現地にてお支払下さい。

●集合場所：那覇市三重城港
　（那覇市内ホテルは送迎有。但し一部送迎範囲外のホテルも
ございますので、ご予約の際にお問い合わせください）

●出発時間：午前 9:00(受付集合時間 8:30)
 午後 13:30(受付集合時間 13：00）

●所要時間：約3時間

※当日まで受付可（但し満席の場合はご予約を
承れない場合もございますので、お早目の
ご予約をお勧め致します）

ニューズニューズ

・設定期間：2019年12月21日～2020年2月29日
・天候や海洋状況により実施を中止する場合が
ございます。
・妊娠されている方は安全上ご参加できません。

（098）891-9090
那覇市金城3-7-2〒901-0155
ナ ハ  シ カナグスク

現地参考価格／1,800円

現地参考価格／1,760円

ミチ　　 エキ クニガミ

※現地参考価格は、特に記載のない限り2019年10月現在の価格（消費税込）となり、変更となる場合があります。

要予約

要予約

予約推奨

予約推奨

予約推奨
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現地参考価格／1,243円
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