
※4名様以上で、体験プログラムの事前予約がある場合のみ適用となります。
※4名様未満または、事前予約のない場合は、通常の入園料がかかります。

団体予約申し込み後のキャンセルについて
変更および取り消しは催行日の前日よりキャンセル料が発生いたします。
前日17:00まで：体験料の50%　前日17:00以降および当日：体験料の全額

※団体割引・障害者割引がございます。 詳しくは窓口・スタッフまでおたずねください。

¥600
¥500
¥400

¥0
¥0
¥0

大　人
中高生
小学生

大　人600円 中高生500円 小学生400円

¥330
（お1人さま）

¥220
（お1人さま）

4～19名

20名以上

各プログラムごとの
料金となります。

入場料 無料!! プログラム 参加料

株式会社 読谷ククルリゾート沖縄

体験料

事前予約なら、修学旅行における引率者は
入園料とプログラム参加料も無料!!

事前予約なら、修学旅行における引率者は
入園料とプログラム参加料も無料!!

団体旅行（4名以上）向け

事前予約特典
特別料金のご案内

団体旅行（4名以上）向け

事前予約特典
特別料金のご案内

入場料金

年中無休9:00～18:00 最終入園時間

案内パンフレットは50部まで送料無料でお届けします（お届けは約1週間後となります）。

17:30

電話 098-958-1111098-958-1111

営業時間

https://murasakimura.com 〒904-0323 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1020-1

FAX. 098-958-1109
資料請求24時間受付

お問い合わせ

那覇から約27km（車で約1時間）、
周囲を美しい海に囲まれた沖縄県で
も有数の観光スポットとして知られ
る「読谷村」にむら咲むらはあります。

読谷消防署

座喜味城跡 やちむんの里

残波岬灯台 真栄田岬

約100分

約90分
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沖縄残波岬

ジ・ウザテラス
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那覇空港

体験メニューは96アイテム！体験メニューは96アイテム！体験メニューは96アイテム！体験メニューは96アイテム！

沖縄での体験、
どこでやっても一緒でしょ?!

は大間違い!

沖縄での体験、
どこでやっても一緒でしょ?!

は大間違い!

沖縄での体験、
どこでやっても一緒でしょ?!

は大間違い!

沖縄での体験、
どこでやっても一緒でしょ?!

は大間違い!

必要なのは
「見る」じゃなくて
「体験」なんです！

必要なのは
「見る」じゃなくて
「体験」なんです！

MurasakiMurasakiMuraMura

2019-2020

表紙モデル
あじま屋（波平さん）

伝統工芸

平和交流

農業体験

スポーツ

マリン

生活文化

料理体験

芸能文化

に宿泊すると
入場料 無料!!

「人生は体験だ」
待っち

ょんど
～

琉球ガラス
陶芸、紅型、ほか

沖縄方言教室
よみたんサイクリング、ほか

さとうきび収穫
紅いも収穫、ほか

レーシングカート
乗馬、ほか

シュノーケリング
ダイビング、ほか

シーサー色つけ
とんぼ玉、ほか

沖縄家庭料理
サーターアンダギー作り、ほか

沖縄空手
エイサー、ほか

琉球ガラス
陶芸、紅型、ほか

沖縄方言教室
よみたんサイクリング、ほか

さとうきび収穫
紅いも収穫、ほか

レーシングカート
乗馬、ほか

シュノーケリング
ダイビング、ほか

シーサー色つけ
とんぼ玉、ほか

沖縄家庭料理
サーターアンダギー作り、ほか

沖縄空手
エイサー、ほか

伝統工芸

平和交流

農業体験

スポーツ

マリン

生活文化

料理体験

芸能文化

いつも頑張っている
先生方へ



黒糖作り体験農-1-3
農業

どのようにしてサトウキビは沖縄にやってきたの
か？さとうきびからキビ汁はどのようにして絞るの
か？などレクチャーも受けながら黒糖作りを体験し
ます。

セグウェイガイドツアース-4-1
スポーツ

近未来の乗り物、セグウェイに乗って「体験王国むら
咲むら」園内をのんびり走行しよう。初めてセグウェ
イに乗られるという方にも安心・安全に運転してい
ただけるよう、スタッフが１から操作方法を教えます
のでご安心下さい。 ※18歳未満は同意書提出。

凡例

読谷村内ガイド

沖縄戦で上陸地となった読谷村から、平和への願い
と世界遺産の観光名所「座喜味城跡」をご案内しま
す。現在は日本一人口の多い村 “読谷村”でもありま
す。
※注4

むら咲むらラジオ体験平-8-1
平和

読谷村に開局したコミュニティFM局のサテライト
スタジオで、ラジオ番組の構成から生放送を実体
験。インターネット同時放送で世界へも発信してい
きます。

ゴルフ体験ス-3-1
スポーツ

沖縄で初打ち！年間を通じて温暖な気候、海を望め
るリゾートなコースで初心者向けゴルフ体験。※ク
ラブ貸与。インストラクターが指導いたします。
※受入は平日午前中のみとなります。

よみたんトレッキング平-7-2
平和

南国特有の植物観察やセミ・鳥の鳴き声を聞きなが
ら亜熱帯の森をガイドと一緒に散策。さらに琉球の
歴史が詰まった世界遺産の座喜味城跡も見学しま
す。 ※トレッキング開始地点までは車移動。
※注4

ジンベエザメ
体験ダイビング海-4-2

マリン

インストラクターと一緒にジンベエザメが泳ぐ生簀
の網の上（およそ5メートル）まで潜っていき、網越し
に触れてしまいそうな距離からジンベエザメの餌付
けショーを観察しましょう。
※注3 ※注4 ※体験開始時間が決まっています。 

海釣り体験海-1-1
マリン

南国の色鮮やかな魚を釣ってみよう。でもでも釣れ
るかはあなたの腕次第。当日は動きやすい服装で、
日よけの帽子、飲料水などご持参下さい。
※注4

銭湯体験平-5-1
平和

体験でいい汗を流したあとは、ゆったりお風呂につ
かり体も心もリラックスしてください。銭湯ゆ～ふる
では「トゴールの湯」を使用しています。タオル付き
※12時からの受入となります。

よみたんサイクリング平-7-1
平和

心地よい潮風を受けながら、読谷の見所を巡る
MTBサイクリング。さとうきび畑の歌碑・拝所・ビー
チ・農作物観察などガイドが楽しくご案内します。
※自転車に乗れる方限定

沖合シュノーケリング
体験

青の洞窟
シュノーケリング体験海-3-2

マリン

港から船で10分ほどの沖合ポイントで行うシュノー
ケル。沢山のサンゴ礁の海の中にはクマノミやいろい
ろな熱帯魚がいて、餌付けをしながら観察できます。
※注3 ※注4 ※「シュノーケリング体験」との同時受入
はできません。

沖合体験ダイビング海-5-2
マリン

水深5メートルから最大10メートルの場所で行うダ
イビング。運が良ければウミガメやエイなどにも出会
えることがあります。
※注3 ※注4 ※「体験ダイビング」との同時受入はで
きません。

海-3-3
マリン

青の洞窟は海水の浸食によって出来た洞窟で、港か
ら船で10分。洞窟の中に入ると神秘的な雰囲気を
感じるポイントです。
※注3 ※注4 ※体験開始時間が決まっています。 
※体験場所まで車移動約30分です。

ジンベエザメ
シュノーケリング体験海-4-1

マリン

沖合に設置された大型の生簀の中には世界最大の
魚類ジンベエザメがいます。生簀の上から網越しに
ジンベエザメの餌付けショーを観察しましょう。
※注3 ※注4 ※体験開始時間が決まっています。 

グラスボートで
  　　　海中観察海-7-1

マリン

天然リーフに囲まれた美しい残波ビーチ発着で、地
元の海を熟知した「海人（うみんちゅ）」が案内する
グラスボートで海中をお楽しみください。
【定員12名乗り】
※注4

シュノーケリング体験海-3-1
マリン

ライフジャケットを着用し、インストラクターの指導の
元で沖縄の海を散策しよう。いろいろな熱帯魚の中
にはクマノミもいて餌付けをしながら観察できます。
※注3 ※注4 ※「沖合シュノーケリング体験」との同時
受入はできません。

体験ダイビング海-5-1
マリン

水深最大5メートルの場所にはイソギンチャクの中
から出たり入ったりするクマノミが間近で見れ、いろ
いろな熱帯魚にも餌付けができます。
※注3 ※注4 ※「沖合体験ダイビング」との同時受入
はできません。

雨天時 の代替プログラム

工-8-1
工芸

琉球王朝時代に使われていたアダン筆を独自の製
法で再現しました。 ※アダンとはタコノキ科の植物
です。

琉球吹きガラス体験 工-2-1
工芸

戦後の捕虜収容所で米軍が捨てた空き缶から生ま
れた「かんから三線」を自分で組み立てて、弾いてみ
よう。（組立15分・教室45分）
制作したかんから三線はお持ち帰りいただけます。

陶芸
壁掛け面シーサー作り 紅型小マット体験 

びんがた

べに

さんしん

スタンドアップパドルボード

工-3-1
工芸

読谷村には50以上の窯元があり、やちむん（焼物）
がとても盛んな村です。その中でも人気な南龍窯で
守り神の面シーサーを自由な発想で作ってみよう。
作品は後日発送となります。
※注１

アダン筆作り

工-5-1
工芸

15世紀、海外交易が盛んだった琉球王朝時代に
様々な国の染色技術が混ざって誕生した紅型。あら
かじめ下準備の済んだ生地に、自分で好きな色で染
めていきます。最後は持ち帰って乾燥後、糊を落とし
て完成となります。

琉球藍絞り染め 
 バンダナ作り工-7-1

工芸

心を癒してくれる藍の色と神秘的な絞りの模様の染
め体験。布に絞り工程を施し染めた後、括り付けた
絞りを解けば完成です。
※天然素材のため、1日に染められる人数は先着10
人までとなります。

農-2-2
農業

読谷村特産の紅いも収穫を体験したあとは、紅いも
のおやつ作りにチャレンジ。※収穫直後の紅芋は調
理に適さない為、別のいもを使います。

レーシングカート体験ス-2-1
スポーツ

本格的なゴーカート体験。体感スピード、遠心力によ
る横G、加速感、普段味わえないスピードをここ沖縄
で体験して下さい。 ※月曜日定休、 受入は10時から

さとうきび収穫体験
 +キビジュース作り農-1-1

農業

沖縄の方言で「ウージ」とよばれるサトウキビは県内
で一番多く栽培されている作物です。実際にサトウ
キビ畑で収穫したあと、ジュースを作り、試飲しま
す。さとうきびはお土産にお持ち帰りいただけます。
※6～9月の時期は受入ができません。

さとうきび収穫体験 
 +黒糖作り体験

紅いも収穫体験 
 +芋ケンピ作り体験

農-1-2
農業

サトウキビ畑で収穫したあと、むら咲むら園内の工
房に移動し黒糖作りがセットになった体験プランで
す。さとうきびと黒糖はお土産にお持ち帰りいただ
けます。
※6～9月の時期は受入ができません。

紅いも収穫体験農-2-1
農業

読谷村特産の紅いも（紫いも）は、おいしいだけでは
ありません。栄養価が高く美容健康に良いと注目を
浴びています。畑で収穫後は蒸かし芋の試食もあり
ます。

グランドゴルフ体験平-3-2
平和

ルールはとても簡単。専用のクラブとボールを使っ
て爽やかな沖縄の陽射しを浴びながら地元の人と
一緒にプレーを楽しもう。

かんから三線教室工-1-1
工芸

明治時代に生まれた琉球ガラス。ここでの体験は
「自分で作った！」をより感じてもらえるよう、職人さ
んがマンツーマンで丁寧にサポートします。作品は
後日郵送となります。
※注2

自然ビーチの
　　　生態系観察海-6-1

マリン

海の生き物や生態系を通しての環境学習。星の砂探
しやヤドカリを手に取って観察したり、生態系に関
するおもしろクイズや貝笛にチャレンジ。

さんご礁の生態系観察海-6-2
マリン

自然ビーチにて珊瑚礁に棲むナマコ・ヒトデなど、海
の中の生き物に触れて見て、聞くことより何倍も価
値がある学習プログラム。

SUPヨガ体験海-6-3
マリン

透明度抜群の美ら海に大きなサーフボード（SUP）
を浮かべて体幹バランスを意識しながらヨガにチャ
レンジ。波がある場合や気温が低い場合はビーチヨ
ガに変更あり。

沖縄方言（ウチナーグチ）
教室平-2-1

平和
平-1-3
平和

言葉は文化です。海洋交易の中で育まれた沖縄の言
葉を地元の人から学びながら「沖縄の心」を知ろう。
めんそーれ（ようこそ）・はいさい（こんにちは）

シーカヤック体験と
自然観察海-2-1

マリン

4～10名までの少人数制で安全管理と内容の充実
にこだわった美ら海シーカヤック体験ツアー。
※MAX20名まで受入可。ただし、30分で「シーカ
ヤック⇔自然観察」を10名ずつ交互に体験するプロ
グラムになります。

乗馬体験ス-5-1
スポーツ

スタッフが馬のリードを取るので、安心して手軽に
乗馬を楽しむことができます。乗馬が終わった後も
見学やふれあいなどができます。 ※40分で20名様
程度受入可。
※水曜日は馬さんの休日のため受入ができません。

乗馬トレッキングス-5-2
スポーツ

馬に乗り、その時々の景色が楽しめるルートを歩い
てまわります。スタッフが同行するので経験を問わ
ず参加できます。乗馬が終わった後も見学やふれあ
いなどができます。 
※水曜日は馬さんの休日のため受入ができません。

体験料金
※お1人様の料金（税込）です

円小中学生920 円高校生1,100 円大人1,375
分（走行は約7分）10 人1～4

※注１ ： 陶芸
出来上がった作品は、乾燥から窯焼きなどの
工程を経て、約１ヵ月後に送付いたします。送
り先が１箇所限定に限り、送料無料。送り先
が複数に分かれる場合は個別に送料が掛か
ります。
　
※注２ ： 琉球吹きガラス体験・ガラスフュー
ジング
出来上がった作品は、２週間から１ヵ月後に
送付いたします。送り先が１箇所限定に限り、
送料無料。送り先が複数に分かれる場合は
個別に送料が掛かります。
　

円3,300 時間1 人1～48

円1,430 時間1.5 人10～40

円4,400 時間1.5 人4～20 円3,300 時間2 人4～40

円3,300 時間1.5 人1～4 円1,760 時間1 人4～40 円3,300 時間2 人4～40 円1,650 分45 人1～50

円1,760 時間1 人4～50 円3,300 時間2 人4～50

円2,000 時間1 人1～20

円1,430 時間1 人5～10

円1,430 時間1 人6～24 円750 時間1 人1～20

円1,800 時間1 人1～10 円1,650 時間1 人2～10

円4,000 分30 人1 円5,500 時間1 人1～20

円3,960 時間2 人4～12

円4,400 分20 人1～2 円3,960 時間2 人4～40

円4,840 時間1.5 人4～10 円4,400 時間1.5 人2～32 円6,600 時間2.5 人8～32

円9,515 時間2 人2～20

円3,850 時間1 人4～10 円1,760 分30 人1～11円3,300 時間1 人4～40円2,750 分45 人4～40

円11,330 時間2.5 人6～20

円6,600 時間3.5 人2～32

円10,010 時間2.5 人2～32 円14,740 時間2.5 人2～15

円6,600 時間1 人1～8 円1,100 分3 人1～2

所要時間
※プログラム終了までの
　およその時間です

催行人数
※参加可能な人数です

※注３ ： マリン
シュノーケリング体験及びダイビング体験へ
参加の方は開催日10日前までに、参加申込
書の提出が必要です。 シャワーが必要な場
合は別途200円となります。
　
※注４ ： マリン・農業・平和・芸能
体験会場までの移動は、お客様ご利用中の
観光バス及びタクシー・レンタカーにてお願
いいたします。
　
※注5 ： 料理
エプロンをご持参ください。

●同日に体験プログラム（マリン体験など）を予約済
みの団体様
・予約時点で体験プログラム中止に変わる代案体験
をご希望いただけます。
（料理体験など一部選択不可）

●予約のない団体様
・ご利用日の１週間前から代案体験受入のご相談
が可能です。
　体験種目の指定はできません。ご提案となります。



黒糖作り体験農-1-3
農業

どのようにしてサトウキビは沖縄にやってきたの
か？さとうきびからキビ汁はどのようにして絞るの
か？などレクチャーも受けながら黒糖作りを体験し
ます。

セグウェイガイドツアース-4-1
スポーツ

近未来の乗り物、セグウェイに乗って「体験王国むら
咲むら」園内をのんびり走行しよう。初めてセグウェ
イに乗られるという方にも安心・安全に運転してい
ただけるよう、スタッフが１から操作方法を教えます
のでご安心下さい。 ※18歳未満は同意書提出。

凡例

読谷村内ガイド

沖縄戦で上陸地となった読谷村から、平和への願い
と世界遺産の観光名所「座喜味城跡」をご案内しま
す。現在は日本一人口の多い村 “読谷村”でもありま
す。
※注4

むら咲むらラジオ体験平-8-1
平和

読谷村に開局したコミュニティFM局のサテライト
スタジオで、ラジオ番組の構成から生放送を実体
験。インターネット同時放送で世界へも発信してい
きます。

ゴルフ体験ス-3-1
スポーツ

沖縄で初打ち！年間を通じて温暖な気候、海を望め
るリゾートなコースで初心者向けゴルフ体験。※ク
ラブ貸与。インストラクターが指導いたします。
※受入は平日午前中のみとなります。

よみたんトレッキング平-7-2
平和

南国特有の植物観察やセミ・鳥の鳴き声を聞きなが
ら亜熱帯の森をガイドと一緒に散策。さらに琉球の
歴史が詰まった世界遺産の座喜味城跡も見学しま
す。 ※トレッキング開始地点までは車移動。
※注4

ジンベエザメ
体験ダイビング海-4-2

マリン

インストラクターと一緒にジンベエザメが泳ぐ生簀
の網の上（およそ5メートル）まで潜っていき、網越し
に触れてしまいそうな距離からジンベエザメの餌付
けショーを観察しましょう。
※注3 ※注4 ※体験開始時間が決まっています。 

海釣り体験海-1-1
マリン

南国の色鮮やかな魚を釣ってみよう。でもでも釣れ
るかはあなたの腕次第。当日は動きやすい服装で、
日よけの帽子、飲料水などご持参下さい。
※注4

銭湯体験平-5-1
平和

体験でいい汗を流したあとは、ゆったりお風呂につ
かり体も心もリラックスしてください。銭湯ゆ～ふる
では「トゴールの湯」を使用しています。タオル付き
※12時からの受入となります。

よみたんサイクリング平-7-1
平和

心地よい潮風を受けながら、読谷の見所を巡る
MTBサイクリング。さとうきび畑の歌碑・拝所・ビー
チ・農作物観察などガイドが楽しくご案内します。
※自転車に乗れる方限定

沖合シュノーケリング
体験

青の洞窟
シュノーケリング体験海-3-2

マリン

港から船で10分ほどの沖合ポイントで行うシュノー
ケル。沢山のサンゴ礁の海の中にはクマノミやいろい
ろな熱帯魚がいて、餌付けをしながら観察できます。
※注3 ※注4 ※「シュノーケリング体験」との同時受入
はできません。

沖合体験ダイビング海-5-2
マリン

水深5メートルから最大10メートルの場所で行うダ
イビング。運が良ければウミガメやエイなどにも出会
えることがあります。
※注3 ※注4 ※「体験ダイビング」との同時受入はで
きません。

海-3-3
マリン

青の洞窟は海水の浸食によって出来た洞窟で、港か
ら船で10分。洞窟の中に入ると神秘的な雰囲気を
感じるポイントです。
※注3 ※注4 ※体験開始時間が決まっています。 
※体験場所まで車移動約30分です。

ジンベエザメ
シュノーケリング体験海-4-1

マリン

沖合に設置された大型の生簀の中には世界最大の
魚類ジンベエザメがいます。生簀の上から網越しに
ジンベエザメの餌付けショーを観察しましょう。
※注3 ※注4 ※体験開始時間が決まっています。 

グラスボートで
  　　　海中観察海-7-1

マリン

天然リーフに囲まれた美しい残波ビーチ発着で、地
元の海を熟知した「海人（うみんちゅ）」が案内する
グラスボートで海中をお楽しみください。
【定員12名乗り】
※注4

シュノーケリング体験海-3-1
マリン

ライフジャケットを着用し、インストラクターの指導の
元で沖縄の海を散策しよう。いろいろな熱帯魚の中
にはクマノミもいて餌付けをしながら観察できます。
※注3 ※注4 ※「沖合シュノーケリング体験」との同時
受入はできません。

体験ダイビング海-5-1
マリン

水深最大5メートルの場所にはイソギンチャクの中
から出たり入ったりするクマノミが間近で見れ、いろ
いろな熱帯魚にも餌付けができます。
※注3 ※注4 ※「沖合体験ダイビング」との同時受入
はできません。

雨天時 の代替プログラム

工-8-1
工芸

琉球王朝時代に使われていたアダン筆を独自の製
法で再現しました。 ※アダンとはタコノキ科の植物
です。

琉球吹きガラス体験 工-2-1
工芸

戦後の捕虜収容所で米軍が捨てた空き缶から生ま
れた「かんから三線」を自分で組み立てて、弾いてみ
よう。（組立15分・教室45分）
制作したかんから三線はお持ち帰りいただけます。

陶芸
壁掛け面シーサー作り 紅型小マット体験 

びんがた

べに

さんしん

スタンドアップパドルボード

工-3-1
工芸

読谷村には50以上の窯元があり、やちむん（焼物）
がとても盛んな村です。その中でも人気な南龍窯で
守り神の面シーサーを自由な発想で作ってみよう。
作品は後日発送となります。
※注１

アダン筆作り

工-5-1
工芸

15世紀、海外交易が盛んだった琉球王朝時代に
様々な国の染色技術が混ざって誕生した紅型。あら
かじめ下準備の済んだ生地に、自分で好きな色で染
めていきます。最後は持ち帰って乾燥後、糊を落とし
て完成となります。

琉球藍絞り染め 
 バンダナ作り工-7-1

工芸

心を癒してくれる藍の色と神秘的な絞りの模様の染
め体験。布に絞り工程を施し染めた後、括り付けた
絞りを解けば完成です。
※天然素材のため、1日に染められる人数は先着10
人までとなります。

農-2-2
農業

読谷村特産の紅いも収穫を体験したあとは、紅いも
のおやつ作りにチャレンジ。※収穫直後の紅芋は調
理に適さない為、別のいもを使います。

レーシングカート体験ス-2-1
スポーツ

本格的なゴーカート体験。体感スピード、遠心力によ
る横G、加速感、普段味わえないスピードをここ沖縄
で体験して下さい。 ※月曜日定休、 受入は10時から

さとうきび収穫体験
 +キビジュース作り農-1-1

農業

沖縄の方言で「ウージ」とよばれるサトウキビは県内
で一番多く栽培されている作物です。実際にサトウ
キビ畑で収穫したあと、ジュースを作り、試飲しま
す。さとうきびはお土産にお持ち帰りいただけます。
※6～9月の時期は受入ができません。

さとうきび収穫体験 
 +黒糖作り体験

紅いも収穫体験 
 +芋ケンピ作り体験

農-1-2
農業

サトウキビ畑で収穫したあと、むら咲むら園内の工
房に移動し黒糖作りがセットになった体験プランで
す。さとうきびと黒糖はお土産にお持ち帰りいただ
けます。
※6～9月の時期は受入ができません。

紅いも収穫体験農-2-1
農業

読谷村特産の紅いも（紫いも）は、おいしいだけでは
ありません。栄養価が高く美容健康に良いと注目を
浴びています。畑で収穫後は蒸かし芋の試食もあり
ます。

グランドゴルフ体験平-3-2
平和

ルールはとても簡単。専用のクラブとボールを使っ
て爽やかな沖縄の陽射しを浴びながら地元の人と
一緒にプレーを楽しもう。

かんから三線教室工-1-1
工芸

明治時代に生まれた琉球ガラス。ここでの体験は
「自分で作った！」をより感じてもらえるよう、職人さ
んがマンツーマンで丁寧にサポートします。作品は
後日郵送となります。
※注2

自然ビーチの
　　　生態系観察海-6-1

マリン

海の生き物や生態系を通しての環境学習。星の砂探
しやヤドカリを手に取って観察したり、生態系に関
するおもしろクイズや貝笛にチャレンジ。

さんご礁の生態系観察海-6-2
マリン

自然ビーチにて珊瑚礁に棲むナマコ・ヒトデなど、海
の中の生き物に触れて見て、聞くことより何倍も価
値がある学習プログラム。

SUPヨガ体験海-6-3
マリン

透明度抜群の美ら海に大きなサーフボード（SUP）
を浮かべて体幹バランスを意識しながらヨガにチャ
レンジ。波がある場合や気温が低い場合はビーチヨ
ガに変更あり。

沖縄方言（ウチナーグチ）
教室平-2-1

平和
平-1-3
平和

言葉は文化です。海洋交易の中で育まれた沖縄の言
葉を地元の人から学びながら「沖縄の心」を知ろう。
めんそーれ（ようこそ）・はいさい（こんにちは）

シーカヤック体験と
自然観察海-2-1

マリン

4～10名までの少人数制で安全管理と内容の充実
にこだわった美ら海シーカヤック体験ツアー。
※MAX20名まで受入可。ただし、30分で「シーカ
ヤック⇔自然観察」を10名ずつ交互に体験するプロ
グラムになります。

乗馬体験ス-5-1
スポーツ

スタッフが馬のリードを取るので、安心して手軽に
乗馬を楽しむことができます。乗馬が終わった後も
見学やふれあいなどができます。 ※40分で20名様
程度受入可。
※水曜日は馬さんの休日のため受入ができません。

乗馬トレッキングス-5-2
スポーツ

馬に乗り、その時々の景色が楽しめるルートを歩い
てまわります。スタッフが同行するので経験を問わ
ず参加できます。乗馬が終わった後も見学やふれあ
いなどができます。 
※水曜日は馬さんの休日のため受入ができません。

体験料金
※お1人様の料金（税込）です

円小中学生920 円高校生1,100 円大人1,375
分（走行は約7分）10 人1～4

※注１ ： 陶芸
出来上がった作品は、乾燥から窯焼きなどの
工程を経て、約１ヵ月後に送付いたします。送
り先が１箇所限定に限り、送料無料。送り先
が複数に分かれる場合は個別に送料が掛か
ります。
　
※注２ ： 琉球吹きガラス体験・ガラスフュー
ジング
出来上がった作品は、２週間から１ヵ月後に
送付いたします。送り先が１箇所限定に限り、
送料無料。送り先が複数に分かれる場合は
個別に送料が掛かります。
　

円3,300 時間1 人1～48

円1,430 時間1.5 人10～40

円4,400 時間1.5 人4～20 円3,300 時間2 人4～40

円3,300 時間1.5 人1～4 円1,760 時間1 人4～40 円3,300 時間2 人4～40 円1,650 分45 人1～50

円1,760 時間1 人4～50 円3,300 時間2 人4～50

円2,000 時間1 人1～20

円1,430 時間1 人5～10

円1,430 時間1 人6～24 円750 時間1 人1～20

円1,800 時間1 人1～10 円1,650 時間1 人2～10

円4,000 分30 人1 円5,500 時間1 人1～20

円3,960 時間2 人4～12

円4,400 分20 人1～2 円3,960 時間2 人4～40

円4,840 時間1.5 人4～10 円4,400 時間1.5 人2～32 円6,600 時間2.5 人8～32

円9,515 時間2 人2～20

円3,850 時間1 人4～10 円1,760 分30 人1～11円3,300 時間1 人4～40円2,750 分45 人4～40

円11,330 時間2.5 人6～20

円6,600 時間3.5 人2～32

円10,010 時間2.5 人2～32 円14,740 時間2.5 人2～15

円6,600 時間1 人1～8 円1,100 分3 人1～2

所要時間
※プログラム終了までの
　およその時間です

催行人数
※参加可能な人数です

※注３ ： マリン
シュノーケリング体験及びダイビング体験へ
参加の方は開催日10日前までに、参加申込
書の提出が必要です。 シャワーが必要な場
合は別途200円となります。
　
※注４ ： マリン・農業・平和・芸能
体験会場までの移動は、お客様ご利用中の
観光バス及びタクシー・レンタカーにてお願
いいたします。
　
※注5 ： 料理
エプロンをご持参ください。

●同日に体験プログラム（マリン体験など）を予約済
みの団体様
・予約時点で体験プログラム中止に変わる代案体験
をご希望いただけます。
（料理体験など一部選択不可）

●予約のない団体様
・ご利用日の１週間前から代案体験受入のご相談
が可能です。
　体験種目の指定はできません。ご提案となります。



海の温度計作り

琉球ガラスのかけらと、沖縄のビーチで採れた貝殻
やシーグラスの材料を選んで、海の砂でコーティン
グされた温度計の周囲に飾り付けをして、自分だけ
の温度計を作ることができます。

海のフォトフレーム

琉球ガラスのかけらと、沖縄のビーチで採れた貝殻
やシーグラスの材料を選んで、フォトフレームの枠に
飾り付けをして、自分だけのフォトフレームを作るこ
とができます。

海の時計製作体験 

琉球ガラスのかけらと、沖縄のビーチで採れた貝殻
やシーグラスの材料を選んで、海の砂でコーティン
グされた時計に貼り付けて自分だけの時計を作る
ことができます。

アクアドーム 
 手作り体験（Mサイズ）

ドーム形の容器の中に、海の生き物やシーサーなど
のガラスパーツを接着し、2色のグリッターを入れ、
液体を満たし、動かすことで水中にキラキラとグ
リッターが舞うミニチュアのオリジナルの世界が作
れます。

パワーストーンブレスレッ ト
手作り体験（8mm玉セット）

パワーストーンとは神秘のパワーがあるとされる石
のことです。その人に当てはまる石を持つことによっ
て、気持ちを前向きにし、良い結果へ導くと言われて
います。

パワーストーンブレスレッ ト
手作り体験（10mm玉セット）

好きな天然石を自由に選んで、オリジナルパワース
トーンブレスを作りましょう。石のパワーを復活させ
効果を上げる「浄化水晶」もプレゼントします。

オルゴール 
 デコレーション体験

沖縄の名曲「島人ぬ宝」「海の声」のオルゴールに、
沖縄を思わせるガラスパーツ・貝がら・琉球ガラスを
使ってデコレーションしていきます。オルゴールの上
で回るガラスパーツとステキなオルゴールの音色に
癒されてみませんか。

海のランプ製作体験 

琉球ガラスのかけらと、沖縄のビーチで採れた貝殻
やシーグラスの材料を選んで、貝の足が付いたラン
プ土台に材料を組み上げながら貼り付けて、自分だ
けのランプを作ることが出来ます。

サンドプレート 
 手作り体験

海砂の付いたウッドプレートにアクリルパーツや貝
がらをホットボンドで貼り付けて壁掛けプレートを
作ります。パーツは付け放題で、小さな貝がらを使え
ば文字を書くこともできます。

ゴーヤー料理体験食-1-2
料理

ビタミンたっぷりのゴーヤーは夏野菜の王様！沖縄
ならではのチャンプルー（ごちゃまぜ）料理を体験し
ます。
※注5 

沖縄家庭料理教室食-1-1
料理

ゴーヤチャンプルー、ジューシー（沖縄風炊き込みご
飯）、アーサ汁、もずく天ぷら、紅芋天ぷら、サーターアン
ダギー、沖縄を代表する6種類の料理を作ります。
※注5 ※季節によって食材が変更になる場合がござ
います。

ドラゴンボート体験海-7-2
マリン

マリンアクティビティの人気メニュー！マリンジェッ
トで海上を引っ張るドラゴンボート。景色とスピード
感をお楽しみください。
【ボートに乗る時間は約10分】
※注4

素焼きシーサー
 色付け体験（ペア）

オス、メス、２対をカラフルな塗料で自分だけのオリ
ジナルシーサーに仕上げましょう。塗り終えたら、乾
かして当日でお持ち帰りできます。

素焼きジンベエザメ
 色付体験

読谷村の村魚「ジンベエザメ」！本物に負けないダイ
ナミックな色使いで素焼きジンベエザメをあなた好
みの色にしてみよう。

オーブン粘土で
 シーサー作り（単体）

ベースになる基本の体の部分は用意があり、耳や顔
など形態を自由な発想作ります。最後にオーブンで
チンすれば個性豊かなオリジナルシーサーの出来
上がり。

オーブン粘土で
 シーサー作り（ペア）

単体と同じ工程でオス、メス２対を自由な発想でカ
ラー粘土で表情を付けていきます。オーブンでチン
して、その日で持ち帰れます。

オーブン粘土で
 ビッグシーサー作り（単体）

オーブン粘土でシーサー作りの2体分の材料を使
い、ビッグサイズのシーサーを作ります。

芭蕉紐アクセサリー作り

沖縄の伝統織にも使用されている芭蕉紐。藍染めや
染料で染めた芭蕉紐と手作りガラス玉を組み合わ
せて、ブレスレットやストラップを作ります。

ちゃんぷるー
 ストラップ作り

お好きなカラーのとんぼ玉・ビーズ・紐を組み合わせ
てオリジナルストラップを作ろう！紐を編むのが少
し難しいけど頑張った分だけ、きっと感動がわくは
ず。

素焼きシーサー
 色付け体験（単体）

15・16世紀頃、歴代王国の権力の象徴ならびに家
を守護する目的で中国から導入されたといわれる
シーサー。のちに集落を災害等から守る目的で設置
され、現在では沖縄のマスコットです。貴方のセンス
で世界に一つだけのシーサーを色付けしよう。

染色絞り染め 
 Tシャツ作り生-8-1

生活

ひもや輪ゴム、割り箸など使って絞り工程を行った
後はお好きな色の染料を使って染めて行きます。
※定員20人までとなり、Tシャツ・バンダナの同時受
入はできません。

染色絞り染め 
 バンダナ作り生-8-2

生活

ワンポイントや、総柄などあなたのデザインで染め
上げよう。どんなふうに仕上がるかは、出来上がって
のお楽しみ。
※定員20人までとなり、Tシャツ・バンダナの同時受
入はできません。

ガラスフュージング

ガラスとガラスを融合させて作るアクセサリー（ブ
ローチ、ペンダント、ストラップ）ガラスのかけらで思
い思いにデザインして下さい。作品は後日発送とな
ります。
※注2

とんぼ玉手作り体験

バーナーワークでとんぼ玉作り。30分除冷している
合間に紐を編んでとんぼ玉を組み合わせればスト
ラップの完成です。
（1～20人 : 1時間・21～30人 : 1.5時間）

島ぞうり彫り体験

沖縄で皆から愛されている島ぞうり。その島ぞうり
に好きなデザインをカッターを使い彫る事が出来
ます。自分でデザインしてもよし、既存のものから
選んでもよし。世界で一つのオリジナル島ぞうりを
作ろう。

ばしょうひも

スクリーン印刷体験 
 デザインTシャツ

無地の白Tシャツをキャンバスとして、既成の様々な
デザイン・キャラクター（沖縄の方言、シーサー、海
洋生物etc.）を選び、カラーを8色から選び、自分で
自由にデザインします。※デザインは3点まで。

オリジナル印刷体験 
 オリジナルデザインTシャツ

A4サイズの白紙に、自分で描く（絵・イラスト・漫画・
文字etc.）デザインを考え、それがそのままカラーを
選んでTシャツにプリントされます。白紙に黒のマ
ジックで描かれていれば印刷したいデザインの持ち
込みも可。

スクリーン印刷体験 
  デザイントートバッグ

トートバッグに裏表、既成の様々なデザイン・キャラ
クター（沖縄の方言、シーサー、海洋生物etc.）を選
び、カラーを8色から選び、自分で自由な組み合わせ
でデザインします。※デザインは3点まで。

オリジナル印刷体験 
 オリジナルデザイントートバッグ

A4サイズの白紙に、自分で描く（絵・イラスト・漫画・
文字etc.）デザインを考え、それがそのままカラーを
選んでトートバッグにプリントされます。白紙に黒の
マジックで描かれていれば印刷したいデザインの持
ち込みも可。

ジェルキャンドル作り生-7-1
生活

生-12-1
生活

生-9-4
生活

生-9-3
生活

生-9-2
生活

生-9-1
生活

生-26-1
生活

生-29-3
生活

生-29-2
生活

生-29-1
生活

生-28-2
生活

生-28-1
生活

生-27-2
生活

生-27-1
生活

生-23-3
生活

生-18-1
生活

生-23-1
生活

生-23-2
生活

生-5-2
生活

生-3-1
生活

生-24-1
生活

生-5-1
生活

生-2-1
生活

生-25-1
生活

生-20-1
生活

生-1-2
生活

生-25-2
生活

生-11-2
生活

生-11-1
生活

生-15-1
生活

生-6-4
生活

生-6-1
生活

生-6-3
生活

生-6-2
生活

生-11-3
生活

沖縄の思い出を詰め込んでオリジナルのジェルキャ
ンドルを作ろう！カラフルな砂で模様を作りかわい
いパーツをのせ、ジェルで固めて仕上げていきます。

ミニびん玉ストラップ作り

ミニチュア「海人のびん玉」アクセサリー作り、沖縄
の伝統的は海人の漁具びん玉のミニチュアタイプ
の編み体験。カラフルな色の紐で、ガラス玉を編み
上げて完成。

マンタ色付け

海のアイドルのマンタ！雄大に海を泳ぐ姿をイメー
ジしながら、自分好みの色に塗りあげよう。

星砂作り

沖縄の白い砂浜でとれる星の形をした砂は「星砂」
と呼ばれ古くから沖縄の人に親しまれています。小
瓶に詰める星砂体験です。

貝乗り星砂作り

小瓶に詰める星砂体験と貝を組合わせて「幸せの
砂」としてお守りにもぴったりです。

ネームプレート作り

好きな枠を選び、色塗り、オリジナルプレート製作が
できます。レギュラーコースから使用できるパーツが
増えるコースです。

ネームプレート作り
　（レギュラー）

好きな枠を選び、色塗り、オリジナルプレート製作が
できます！県内では『サマーランド』のみ！星の砂な
ども入れてあなただけのネームプレートを作ってみ
ませんか♬　

漆喰シーサー
 色付け体験（ペア）

オスは口を開き、魔物を追い払って福を呼び込みま
す。メスは口を閉じ、来た福をくわえて離しません。

沖縄の赤瓦屋根に前座し、家を守る沖縄シーサー。
その素材（漆喰）を使って、大切な家族を守ってくれ
るシーサーを作ってみませんか？
1～5人 ：1.5時間（当日お持ち帰り）
6～50人 ：1.5時間（郵送）

漆喰シーサー製作 + 
 色付け体験

赤瓦屋根の上のシーサーと同じ漆喰（しっくい）を
使って製作し、乾燥後は色付けまで行い完成させる
体験満足度100％のコースです。

漆喰シーサー
 色付け体験（単体）

漆喰シーサー
 製作体験（単体）

職人がひとつひとつ、心を込めて作った沖縄シー
サーに色付けし、貴方だけの守り神シーサーに仕上
げてみませんか？

円1,980 時間1～1.5 人1～30

円2,200 時間1～1.5 人1～50

円1,650 時間1 人1～45

円1,903 時間1 人1～100

円1,800 時間1 人1～30

円1,200 時間1 人1～20 円1,650 時間1～1.5 人1～30

円2,500 時間1.5 人1～15

円3,300 時間1.5 人1～10

円2,200 時間1.5 人1～50

円2,750 時間2.5 人4～30 円1,650 時間1.5 人4～30円3,100 時間1.5 人1～10

円1,900 時間1 人1～20

円1,430 時間1 人1～50 円1,100 時間1 人1～50

円1,650 時間1 人1～10

円1,870 時間1 人1～50

円3,674 時間2 人1～50 円2,420 時間3 人1～50

円2,530 時間1 人1～30

円2,310 時間1 人1～40 円1,980 人1～50時間45  ～1分

円2,530 人1～50時間45  ～1分

円2,530 時間1.5 人1～30

円2,640 分45 人1～50

円1,650 分30 人1～20

円1,760 分45 人1～40

円1,100 分30 人1～20

円550 分10 人1～20

円2,420 時間0.5～1 人1～50 円2,750 時間0.5～1 人1～50

円1,650 時間1.5 人1～45円1,100 時間1 人1～45

円1,760 時間1 人1～45

円1,320 時間1 人1～45円1,650 時間1 人1～50

円1,800 時間1.5 人1～10円2,200 時間1 人1～30円1,320 分40 人1～10

高さ：約9cm 高さ：約9cm

高さ：約8cm 高さ：約8cm

高さ：約8cm 高さ：約8cm



海の温度計作り

琉球ガラスのかけらと、沖縄のビーチで採れた貝殻
やシーグラスの材料を選んで、海の砂でコーティン
グされた温度計の周囲に飾り付けをして、自分だけ
の温度計を作ることができます。

海のフォトフレーム

琉球ガラスのかけらと、沖縄のビーチで採れた貝殻
やシーグラスの材料を選んで、フォトフレームの枠に
飾り付けをして、自分だけのフォトフレームを作るこ
とができます。

海の時計製作体験 

琉球ガラスのかけらと、沖縄のビーチで採れた貝殻
やシーグラスの材料を選んで、海の砂でコーティン
グされた時計に貼り付けて自分だけの時計を作る
ことができます。

アクアドーム 
 手作り体験（Mサイズ）

ドーム形の容器の中に、海の生き物やシーサーなど
のガラスパーツを接着し、2色のグリッターを入れ、
液体を満たし、動かすことで水中にキラキラとグ
リッターが舞うミニチュアのオリジナルの世界が作
れます。

パワーストーンブレスレッ ト
手作り体験（8mm玉セット）

パワーストーンとは神秘のパワーがあるとされる石
のことです。その人に当てはまる石を持つことによっ
て、気持ちを前向きにし、良い結果へ導くと言われて
います。

パワーストーンブレスレッ ト
手作り体験（10mm玉セット）

好きな天然石を自由に選んで、オリジナルパワース
トーンブレスを作りましょう。石のパワーを復活させ
効果を上げる「浄化水晶」もプレゼントします。

オルゴール 
 デコレーション体験

沖縄の名曲「島人ぬ宝」「海の声」のオルゴールに、
沖縄を思わせるガラスパーツ・貝がら・琉球ガラスを
使ってデコレーションしていきます。オルゴールの上
で回るガラスパーツとステキなオルゴールの音色に
癒されてみませんか。

海のランプ製作体験 

琉球ガラスのかけらと、沖縄のビーチで採れた貝殻
やシーグラスの材料を選んで、貝の足が付いたラン
プ土台に材料を組み上げながら貼り付けて、自分だ
けのランプを作ることが出来ます。

サンドプレート 
 手作り体験

海砂の付いたウッドプレートにアクリルパーツや貝
がらをホットボンドで貼り付けて壁掛けプレートを
作ります。パーツは付け放題で、小さな貝がらを使え
ば文字を書くこともできます。

ゴーヤー料理体験食-1-2
料理

ビタミンたっぷりのゴーヤーは夏野菜の王様！沖縄
ならではのチャンプルー（ごちゃまぜ）料理を体験し
ます。
※注5 

沖縄家庭料理教室食-1-1
料理

ゴーヤチャンプルー、ジューシー（沖縄風炊き込みご
飯）、アーサ汁、もずく天ぷら、紅芋天ぷら、サーターアン
ダギー、沖縄を代表する6種類の料理を作ります。
※注5 ※季節によって食材が変更になる場合がござ
います。

ドラゴンボート体験海-7-2
マリン

マリンアクティビティの人気メニュー！マリンジェッ
トで海上を引っ張るドラゴンボート。景色とスピード
感をお楽しみください。
【ボートに乗る時間は約10分】
※注4

素焼きシーサー
 色付け体験（ペア）

オス、メス、２対をカラフルな塗料で自分だけのオリ
ジナルシーサーに仕上げましょう。塗り終えたら、乾
かして当日でお持ち帰りできます。

素焼きジンベエザメ
 色付体験

読谷村の村魚「ジンベエザメ」！本物に負けないダイ
ナミックな色使いで素焼きジンベエザメをあなた好
みの色にしてみよう。

オーブン粘土で
 シーサー作り（単体）

ベースになる基本の体の部分は用意があり、耳や顔
など形態を自由な発想作ります。最後にオーブンで
チンすれば個性豊かなオリジナルシーサーの出来
上がり。

オーブン粘土で
 シーサー作り（ペア）

単体と同じ工程でオス、メス２対を自由な発想でカ
ラー粘土で表情を付けていきます。オーブンでチン
して、その日で持ち帰れます。

オーブン粘土で
 ビッグシーサー作り（単体）

オーブン粘土でシーサー作りの2体分の材料を使
い、ビッグサイズのシーサーを作ります。

芭蕉紐アクセサリー作り

沖縄の伝統織にも使用されている芭蕉紐。藍染めや
染料で染めた芭蕉紐と手作りガラス玉を組み合わ
せて、ブレスレットやストラップを作ります。

ちゃんぷるー
 ストラップ作り

お好きなカラーのとんぼ玉・ビーズ・紐を組み合わせ
てオリジナルストラップを作ろう！紐を編むのが少
し難しいけど頑張った分だけ、きっと感動がわくは
ず。

素焼きシーサー
 色付け体験（単体）

15・16世紀頃、歴代王国の権力の象徴ならびに家
を守護する目的で中国から導入されたといわれる
シーサー。のちに集落を災害等から守る目的で設置
され、現在では沖縄のマスコットです。貴方のセンス
で世界に一つだけのシーサーを色付けしよう。

染色絞り染め 
 Tシャツ作り生-8-1

生活

ひもや輪ゴム、割り箸など使って絞り工程を行った
後はお好きな色の染料を使って染めて行きます。
※定員20人までとなり、Tシャツ・バンダナの同時受
入はできません。

染色絞り染め 
 バンダナ作り生-8-2

生活

ワンポイントや、総柄などあなたのデザインで染め
上げよう。どんなふうに仕上がるかは、出来上がって
のお楽しみ。
※定員20人までとなり、Tシャツ・バンダナの同時受
入はできません。

ガラスフュージング

ガラスとガラスを融合させて作るアクセサリー（ブ
ローチ、ペンダント、ストラップ）ガラスのかけらで思
い思いにデザインして下さい。作品は後日発送とな
ります。
※注2

とんぼ玉手作り体験

バーナーワークでとんぼ玉作り。30分除冷している
合間に紐を編んでとんぼ玉を組み合わせればスト
ラップの完成です。
（1～20人 : 1時間・21～30人 : 1.5時間）

島ぞうり彫り体験

沖縄で皆から愛されている島ぞうり。その島ぞうり
に好きなデザインをカッターを使い彫る事が出来
ます。自分でデザインしてもよし、既存のものから
選んでもよし。世界で一つのオリジナル島ぞうりを
作ろう。

ばしょうひも

スクリーン印刷体験 
 デザインTシャツ

無地の白Tシャツをキャンバスとして、既成の様々な
デザイン・キャラクター（沖縄の方言、シーサー、海
洋生物etc.）を選び、カラーを8色から選び、自分で
自由にデザインします。※デザインは3点まで。

オリジナル印刷体験 
 オリジナルデザインTシャツ

A4サイズの白紙に、自分で描く（絵・イラスト・漫画・
文字etc.）デザインを考え、それがそのままカラーを
選んでTシャツにプリントされます。白紙に黒のマ
ジックで描かれていれば印刷したいデザインの持ち
込みも可。

スクリーン印刷体験 
  デザイントートバッグ

トートバッグに裏表、既成の様々なデザイン・キャラ
クター（沖縄の方言、シーサー、海洋生物etc.）を選
び、カラーを8色から選び、自分で自由な組み合わせ
でデザインします。※デザインは3点まで。

オリジナル印刷体験 
 オリジナルデザイントートバッグ

A4サイズの白紙に、自分で描く（絵・イラスト・漫画・
文字etc.）デザインを考え、それがそのままカラーを
選んでトートバッグにプリントされます。白紙に黒の
マジックで描かれていれば印刷したいデザインの持
ち込みも可。

ジェルキャンドル作り生-7-1
生活

生-12-1
生活

生-9-4
生活

生-9-3
生活

生-9-2
生活

生-9-1
生活

生-26-1
生活

生-29-3
生活

生-29-2
生活

生-29-1
生活

生-28-2
生活

生-28-1
生活

生-27-2
生活

生-27-1
生活

生-23-3
生活

生-18-1
生活

生-23-1
生活

生-23-2
生活

生-5-2
生活

生-3-1
生活

生-24-1
生活

生-5-1
生活

生-2-1
生活

生-25-1
生活

生-20-1
生活

生-1-2
生活

生-25-2
生活

生-11-2
生活

生-11-1
生活

生-15-1
生活

生-6-4
生活

生-6-1
生活

生-6-3
生活

生-6-2
生活

生-11-3
生活

沖縄の思い出を詰め込んでオリジナルのジェルキャ
ンドルを作ろう！カラフルな砂で模様を作りかわい
いパーツをのせ、ジェルで固めて仕上げていきます。

ミニびん玉ストラップ作り

ミニチュア「海人のびん玉」アクセサリー作り、沖縄
の伝統的は海人の漁具びん玉のミニチュアタイプ
の編み体験。カラフルな色の紐で、ガラス玉を編み
上げて完成。

マンタ色付け

海のアイドルのマンタ！雄大に海を泳ぐ姿をイメー
ジしながら、自分好みの色に塗りあげよう。

星砂作り

沖縄の白い砂浜でとれる星の形をした砂は「星砂」
と呼ばれ古くから沖縄の人に親しまれています。小
瓶に詰める星砂体験です。

貝乗り星砂作り

小瓶に詰める星砂体験と貝を組合わせて「幸せの
砂」としてお守りにもぴったりです。

ネームプレート作り

好きな枠を選び、色塗り、オリジナルプレート製作が
できます。レギュラーコースから使用できるパーツが
増えるコースです。

ネームプレート作り
　（レギュラー）

好きな枠を選び、色塗り、オリジナルプレート製作が
できます！県内では『サマーランド』のみ！星の砂な
ども入れてあなただけのネームプレートを作ってみ
ませんか♬　

漆喰シーサー
 色付け体験（ペア）

オスは口を開き、魔物を追い払って福を呼び込みま
す。メスは口を閉じ、来た福をくわえて離しません。

沖縄の赤瓦屋根に前座し、家を守る沖縄シーサー。
その素材（漆喰）を使って、大切な家族を守ってくれ
るシーサーを作ってみませんか？
1～5人 ：1.5時間（当日お持ち帰り）
6～50人 ：1.5時間（郵送）

漆喰シーサー製作 + 
 色付け体験

赤瓦屋根の上のシーサーと同じ漆喰（しっくい）を
使って製作し、乾燥後は色付けまで行い完成させる
体験満足度100％のコースです。

漆喰シーサー
 色付け体験（単体）

漆喰シーサー
 製作体験（単体）

職人がひとつひとつ、心を込めて作った沖縄シー
サーに色付けし、貴方だけの守り神シーサーに仕上
げてみませんか？

円1,980 時間1～1.5 人1～30

円2,200 時間1～1.5 人1～50

円1,650 時間1 人1～45

円1,903 時間1 人1～100

円1,800 時間1 人1～30

円1,200 時間1 人1～20 円1,650 時間1～1.5 人1～30

円2,500 時間1.5 人1～15

円3,300 時間1.5 人1～10

円2,200 時間1.5 人1～50

円2,750 時間2.5 人4～30 円1,650 時間1.5 人4～30円3,100 時間1.5 人1～10

円1,900 時間1 人1～20

円1,430 時間1 人1～50 円1,100 時間1 人1～50

円1,650 時間1 人1～10

円1,870 時間1 人1～50

円3,674 時間2 人1～50 円2,420 時間3 人1～50

円2,530 時間1 人1～30

円2,310 時間1 人1～40 円1,980 人1～50時間45  ～1分

円2,530 人1～50時間45  ～1分

円2,530 時間1.5 人1～30

円2,640 分45 人1～50

円1,650 分30 人1～20

円1,760 分45 人1～40

円1,100 分30 人1～20

円550 分10 人1～20

円2,420 時間0.5～1 人1～50 円2,750 時間0.5～1 人1～50

円1,650 時間1.5 人1～45円1,100 時間1 人1～45

円1,760 時間1 人1～45

円1,320 時間1 人1～45円1,650 時間1 人1～50

円1,800 時間1.5 人1～10円2,200 時間1 人1～30円1,320 分40 人1～10

高さ：約9cm 高さ：約9cm

高さ：約8cm 高さ：約8cm

高さ：約8cm 高さ：約8cm



ゆし豆腐 +おから
手作り体験食-1-3

料理

沖縄県民のソウルフードのひとつ「ゆし豆腐」豆腐が
固まる前のゆるゆるの状態で、沖縄ならではの生絞
り法という製法で島豆腐を作ります。
※注5

お手軽ちんすこう作り食-7-1
料理

ちんすこうの生地作りから行い、一人一人好きな形
に作って焼き上げます。混ぜ方・生地の固さなどが
分かれば、お家に帰ってからも作れると好評です。ち
んすこうについての歴史解説もありますよ！ 
※注5

本格石窯
 ちんすこう作り食-7-2

料理

石窯への火起こしのレクチャーや薪作り体験をしな
がら、1時間程、石窯で火を焚き続け温めます。その
後、ちんすこうの生地作りを行い、好きな形にして楽
しみます。 
※注5

パインジャム作り食-4-1
料理

亜熱帯の沖縄ならではのフルーツ、パイナップル。パ
インジャム作りができたら、他の果物でも作ること
ができますよ。
 ※注5

沖縄伝統菓子作り食-2-1
料理

沖縄を代表するお菓子サーターアンダギー（沖縄風
ドーナツ）と月桃の葉で包まれたお餅カーサムー
チーを作ります。 
※注5

サーターアンダギー食-2-2
料理 沖縄そば打ち体験食-3-1

料理

かつての宮廷料理であった「沖縄そば」を作ってみよう。
海水を使用した昔ながらのそば作りを体験します。スー
プは前もって準備してあるので麺打ち集中です。 
※注5

琉球舞踊鑑賞会芸-5-1
芸能

琉球古典音楽の複数曲を組合わせた楽曲に乗せて
踊る琉舞。古典舞踊や雑踊りを披露いたします。司
会・舞踊2名が基本です。
※午前中および昼間の受入は実施できない場合が
ございます。

エイサー演舞
  鑑賞会芸-5-2

芸能

旧盆の時期に踊られるエイサー。各地域によって踊
り方はさまざま。踊り手5名が基本です。
※午前中および昼間の受入は実施できない場合が
ございます。

空手演舞鑑賞会芸-5-3
芸能

空手発祥の地本場沖縄で、沖縄空手を鑑賞してみよ
う。空手家3名が基本です。
※午前中および昼間の受入は実施できない場合が
ございます。

本格琉装体験 
 （ハイビスカスコース）芸-9-1

芸能

園内を飛び出して、世界遺産座喜味城跡でカメラマ
ンによる撮影を行います。
※注4  ※撮影場所までは車での移動となります。

島唄交流ライブ芸-8-1
芸能

お馴染の安里屋ユンタやオリジナル曲など楽しいラ
イブをお届します。
※午前中および昼間の受入は実施できない場合が
ございます。

沖縄空手体験芸-1-1
芸能

空手発祥の地本場沖縄で空手基本の型を学んでみ
よう。会場は園内の赤瓦と石畳が広がる「琉球武徳
殿」で行います。 ※お1人でご参加の場合は¥3,000
となります。

英語de空手体験芸-1-2
芸能

沖縄の伝統空手を英語で学ぶ。英国人指導者によ
る空手体験です。コミュニケーションツールとして、
「英語ってこれでいいんだ！」と体感してほしいプロ
グラムです。 ※お1人でご参加の場合は¥3,000とな
ります。

エイサー体験芸-3-1
芸能

本土の盆踊りにあたる沖縄の伝統芸能エイサー。各
地域によって踊り方はさまざま。パーランクー（小太
鼓）を使って踊ります。

琉球舞踊体験芸-2-1
芸能

舞踊練習衣装をつけて琉球舞踊に触れよう。舞踊の
種類にあわせて、扇子などの小道具も使用して体験
を行います。

ぶくぶく茶体験食-5-1
料理

ぶくぶく茶は沖縄にしかないお茶で、ソフトクリーム
のような泡を飲む珍しいお茶です。武家屋敷「謝名
亭」で、古式ゆかしく、ぶくぶく茶を飲もう。

琉球衣装体験芸-6-1
芸能

琉球舞踊や組踊にかかせない民族衣装、琉球衣装。
その琉球衣装をお手軽に着て記念撮影！！着ている
洋服の上からそのまま着れてとても簡単。お手持ち
のスマートフォンやカメラで撮影出来ちゃいます。

琉球衣装体験
 （写真付き）芸-6-2

芸能

せっかく琉球衣装を着たならキレイな写真で残した
い。そんな方にはこちらのプランがオススメ！！専用
のカメラで撮影を行い、すぐプリントアウト。キレイ
な写真をすぐ手に取っていただけます。

さんしん

沖縄旅行の宿は、広い方がいい。

特典： 宿泊すると、「むら咲むら入場料」が無料! !

三線を弾いてみよう芸-4-1
芸能

沖縄民謡には欠かせない楽器「三線」に挑戦してみ
よう。一度は聞いたことのある曲を使っての練習を
行うので楽器が苦手な方でも是非チャレンジしてみ
てください。

円1回公演55,000 円1回公演71,500

円1回公演55,000

円1回公演44,000

沖縄の方言でサーターは砂糖、アンダギーは油で揚
げたものという意味。サクッとふわふわの出来立て
サーターアンダギーは絶品です。 
※注5
※お1人でご参加の場合は¥1,500となります。

沖縄県読谷村の西海岸に面し

海風が心地よく、サトウキビ畑が目の前に広がるゆったりとした空間。

気の合う仲間と、自宅でくつろぐように思う存分語り合える場所が

ここにあります。

ホテルむら咲むらへ、ようこそ。

【和洋室】42.50m2（12.8坪） 【和洋室】33.70m2（10.2坪）

トイレ
トイレ

玄関 玄関

洗面 洗面

洋室 洋室

和室 和室

バルコニー バルコニー

押
入

押
入

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト浴室 浴室

※C-2タイプは
　バリアフリーです

円1,650 時間1.5 人4～30

円1,650 時間1.5 人1～19

円1,300 分30 人1～5 円3,300 時間2 人1～10円1,000 分20 人1～5 分45

分40 分40 分40

円3,630 時間2.5 人4～14

円1,100 時間1 人2～30

円1,320 時間1 人10～20

円2,750 時間1 人2～20 円1,760 時間1 人4～30 円1,760 時間1 人4～50

円2,500 時間1 人2～20

円2,750 時間1 人2～20

円1,650 時間1 人4～30

円1,440 時間1 人4～30

円3,850 時間3 人4～30

所 在 地
TEL / FAX
建 築 構 造
収 容 人 数

貴重品管理
マスターキー
客 室 設 備

アメニティー

その他設備

緊 急 避 難
館 内 設 備

救 急 病 院

所轄保健所

所轄警察署

所轄消防署

〒904-0323 沖縄県中頭郡読谷村高志保1020-1
TEL . 098-958-7871　　FAX. 098-958-7872
3階建て　鉄筋コンクリート
最大収容人数223名　客室39室
　　Aタイプ4名×2室　　Bタイプ6名×30室
　　C-1タイプ5名×6室　C-2タイプ5名×1室
客室備え付け保管金庫をご利用ください
消灯後、貸し出し可能（修学旅行のみ対応）
施錠／シリンダー式　テレビ／一般放送・BS（無料）
冷蔵庫／中身無し　
電話／外線カットおよび内線カット可
全室冷房付き　
全室バス・トイレ（温水洗浄便座付き）完備
バスタオル・フェイスタオル・スリッパ・浴衣・ドライヤー
髭剃り・歯ブラシ・シャンプー・リンス・ボディソープ
建物向かい、銭湯隣にコインランドリー完備
洗濯機3台・乾燥機3台（共に有料）
非常口3箇所　緊急時「イベント広場」へ集合
館内放送／全館およびフロア毎に放送可能（廊下のみ）
飲料販売機／ソフトドリンク2台　製氷機／1台
電子レンジ／2台
エレベーター／1基（定員11名）　防犯カメラ／4箇所
沖縄県立中部病院
　 　〒904-2293
　　沖縄県うるま市宮里281
　　TEL. 098-973-4111
沖縄県中部福祉保健所
　　〒904-2155
　　沖縄県沖縄市美原1丁目6-28
　　TEL. 098-938-9886
沖縄県嘉手納警察署
　　〒904-0203
　　沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納560
　　TEL. 098-956-0110
ニライ消防本部 読谷消防署
　　〒904-0322
　　沖縄県中頭郡読谷村字波平920-1番地
　　TEL. 098-958-2119

Bタイプ
定員2～6名様
シングルベッド×2
布団

Cタイプ
定員2～5名様
シングルベッド×2
布団

TEL. 098-958-7871
https://hotel.murasakimura.com
ホテルむら咲むら 検索

広 と々した客室でゆったりとお過ごしいただけますBタイプ

バルコニーからの眺望　周りは静かなサトウキビ畑

お部屋ごとに表札をかかげています 夕焼けも楽しみな西海岸

FAX. 098-958-7872



ゆし豆腐 +おから
手作り体験食-1-3

料理

沖縄県民のソウルフードのひとつ「ゆし豆腐」豆腐が
固まる前のゆるゆるの状態で、沖縄ならではの生絞
り法という製法で島豆腐を作ります。
※注5

お手軽ちんすこう作り食-7-1
料理

ちんすこうの生地作りから行い、一人一人好きな形
に作って焼き上げます。混ぜ方・生地の固さなどが
分かれば、お家に帰ってからも作れると好評です。ち
んすこうについての歴史解説もありますよ！ 
※注5

本格石窯
 ちんすこう作り食-7-2

料理

石窯への火起こしのレクチャーや薪作り体験をしな
がら、1時間程、石窯で火を焚き続け温めます。その
後、ちんすこうの生地作りを行い、好きな形にして楽
しみます。 
※注5

パインジャム作り食-4-1
料理

亜熱帯の沖縄ならではのフルーツ、パイナップル。パ
インジャム作りができたら、他の果物でも作ること
ができますよ。
 ※注5

沖縄伝統菓子作り食-2-1
料理

沖縄を代表するお菓子サーターアンダギー（沖縄風
ドーナツ）と月桃の葉で包まれたお餅カーサムー
チーを作ります。 
※注5

サーターアンダギー食-2-2
料理 沖縄そば打ち体験食-3-1

料理

かつての宮廷料理であった「沖縄そば」を作ってみよう。
海水を使用した昔ながらのそば作りを体験します。スー
プは前もって準備してあるので麺打ち集中です。 
※注5

琉球舞踊鑑賞会芸-5-1
芸能

琉球古典音楽の複数曲を組合わせた楽曲に乗せて
踊る琉舞。古典舞踊や雑踊りを披露いたします。司
会・舞踊2名が基本です。
※午前中および昼間の受入は実施できない場合が
ございます。

エイサー演舞
  鑑賞会芸-5-2

芸能

旧盆の時期に踊られるエイサー。各地域によって踊
り方はさまざま。踊り手5名が基本です。
※午前中および昼間の受入は実施できない場合が
ございます。

空手演舞鑑賞会芸-5-3
芸能

空手発祥の地本場沖縄で、沖縄空手を鑑賞してみよ
う。空手家3名が基本です。
※午前中および昼間の受入は実施できない場合が
ございます。

本格琉装体験 
 （ハイビスカスコース）芸-9-1

芸能

園内を飛び出して、世界遺産座喜味城跡でカメラマ
ンによる撮影を行います。
※注4  ※撮影場所までは車での移動となります。

島唄交流ライブ芸-8-1
芸能

お馴染の安里屋ユンタやオリジナル曲など楽しいラ
イブをお届します。
※午前中および昼間の受入は実施できない場合が
ございます。

沖縄空手体験芸-1-1
芸能

空手発祥の地本場沖縄で空手基本の型を学んでみ
よう。会場は園内の赤瓦と石畳が広がる「琉球武徳
殿」で行います。 ※お1人でご参加の場合は¥3,000
となります。

英語de空手体験芸-1-2
芸能

沖縄の伝統空手を英語で学ぶ。英国人指導者によ
る空手体験です。コミュニケーションツールとして、
「英語ってこれでいいんだ！」と体感してほしいプロ
グラムです。 ※お1人でご参加の場合は¥3,000とな
ります。

エイサー体験芸-3-1
芸能

本土の盆踊りにあたる沖縄の伝統芸能エイサー。各
地域によって踊り方はさまざま。パーランクー（小太
鼓）を使って踊ります。

琉球舞踊体験芸-2-1
芸能

舞踊練習衣装をつけて琉球舞踊に触れよう。舞踊の
種類にあわせて、扇子などの小道具も使用して体験
を行います。

ぶくぶく茶体験食-5-1
料理

ぶくぶく茶は沖縄にしかないお茶で、ソフトクリーム
のような泡を飲む珍しいお茶です。武家屋敷「謝名
亭」で、古式ゆかしく、ぶくぶく茶を飲もう。

琉球衣装体験芸-6-1
芸能

琉球舞踊や組踊にかかせない民族衣装、琉球衣装。
その琉球衣装をお手軽に着て記念撮影！！着ている
洋服の上からそのまま着れてとても簡単。お手持ち
のスマートフォンやカメラで撮影出来ちゃいます。

琉球衣装体験
 （写真付き）芸-6-2

芸能

せっかく琉球衣装を着たならキレイな写真で残した
い。そんな方にはこちらのプランがオススメ！！専用
のカメラで撮影を行い、すぐプリントアウト。キレイ
な写真をすぐ手に取っていただけます。

さんしん

沖縄旅行の宿は、広い方がいい。

特典： 宿泊すると、「むら咲むら入場料」が無料! !

三線を弾いてみよう芸-4-1
芸能

沖縄民謡には欠かせない楽器「三線」に挑戦してみ
よう。一度は聞いたことのある曲を使っての練習を
行うので楽器が苦手な方でも是非チャレンジしてみ
てください。

円1回公演55,000 円1回公演71,500

円1回公演55,000

円1回公演44,000

沖縄の方言でサーターは砂糖、アンダギーは油で揚
げたものという意味。サクッとふわふわの出来立て
サーターアンダギーは絶品です。 
※注5
※お1人でご参加の場合は¥1,500となります。

沖縄県読谷村の西海岸に面し

海風が心地よく、サトウキビ畑が目の前に広がるゆったりとした空間。

気の合う仲間と、自宅でくつろぐように思う存分語り合える場所が

ここにあります。

ホテルむら咲むらへ、ようこそ。

【和洋室】42.50m2（12.8坪） 【和洋室】33.70m2（10.2坪）

トイレ
トイレ

玄関 玄関

洗面 洗面

洋室 洋室

和室 和室

バルコニー バルコニー

押
入

押
入

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト

ク
ロ
ー
ゼ
ッ
ト浴室 浴室

※C-2タイプは
　バリアフリーです

円1,650 時間1.5 人4～30

円1,650 時間1.5 人1～19

円1,300 分30 人1～5 円3,300 時間2 人1～10円1,000 分20 人1～5 分45

分40 分40 分40

円3,630 時間2.5 人4～14

円1,100 時間1 人2～30

円1,320 時間1 人10～20

円2,750 時間1 人2～20 円1,760 時間1 人4～30 円1,760 時間1 人4～50

円2,500 時間1 人2～20

円2,750 時間1 人2～20

円1,650 時間1 人4～30

円1,440 時間1 人4～30

円3,850 時間3 人4～30

所 在 地
TEL / FAX
建 築 構 造
収 容 人 数

貴重品管理
マスターキー
客 室 設 備

アメニティー

その他設備

緊 急 避 難
館 内 設 備

救 急 病 院

所轄保健所

所轄警察署

所轄消防署

〒904-0323 沖縄県中頭郡読谷村高志保1020-1
TEL . 098-958-7871　　FAX. 098-958-7872
3階建て　鉄筋コンクリート
最大収容人数223名　客室39室
　　Aタイプ4名×2室　　Bタイプ6名×30室
　　C-1タイプ5名×6室　C-2タイプ5名×1室
客室備え付け保管金庫をご利用ください
消灯後、貸し出し可能（修学旅行のみ対応）
施錠／シリンダー式　テレビ／一般放送・BS（無料）
冷蔵庫／中身無し　
電話／外線カットおよび内線カット可
全室冷房付き　
全室バス・トイレ（温水洗浄便座付き）完備
バスタオル・フェイスタオル・スリッパ・浴衣・ドライヤー
髭剃り・歯ブラシ・シャンプー・リンス・ボディソープ
建物向かい、銭湯隣にコインランドリー完備
洗濯機3台・乾燥機3台（共に有料）
非常口3箇所　緊急時「イベント広場」へ集合
館内放送／全館およびフロア毎に放送可能（廊下のみ）
飲料販売機／ソフトドリンク2台　製氷機／1台
電子レンジ／2台
エレベーター／1基（定員11名）　防犯カメラ／4箇所
沖縄県立中部病院
　 　〒904-2293
　　沖縄県うるま市宮里281
　　TEL. 098-973-4111
沖縄県中部福祉保健所
　　〒904-2155
　　沖縄県沖縄市美原1丁目6-28
　　TEL. 098-938-9886
沖縄県嘉手納警察署
　　〒904-0203
　　沖縄県中頭郡嘉手納町嘉手納560
　　TEL. 098-956-0110
ニライ消防本部 読谷消防署
　　〒904-0322
　　沖縄県中頭郡読谷村字波平920-1番地
　　TEL. 098-958-2119

Bタイプ
定員2～6名様
シングルベッド×2
布団

Cタイプ
定員2～5名様
シングルベッド×2
布団

TEL. 098-958-7871
https://hotel.murasakimura.com
ホテルむら咲むら 検索

広 と々した客室でゆったりとお過ごしいただけますBタイプ

バルコニーからの眺望　周りは静かなサトウキビ畑

お部屋ごとに表札をかかげています 夕焼けも楽しみな西海岸

FAX. 098-958-7872



※4名様以上で、体験プログラムの事前予約がある場合のみ適用となります。
※4名様未満または、事前予約のない場合は、通常の入園料がかかります。

団体予約申し込み後のキャンセルについて
変更および取り消しは催行日の前日よりキャンセル料が発生いたします。
前日17:00まで：体験料の50%　前日17:00以降および当日：体験料の全額

※団体割引・障害者割引がございます。 詳しくは窓口・スタッフまでおたずねください。

¥600
¥500
¥400

¥0
¥0
¥0

大　人
中高生
小学生

大　人600円 中高生500円 小学生400円

¥330
（お1人さま）

¥220
（お1人さま）

4～19名

20名以上

各プログラムごとの
料金となります。

入場料 無料!! プログラム 参加料

株式会社 読谷ククルリゾート沖縄

体験料

事前予約なら、修学旅行における引率者は
入園料とプログラム参加料も無料!!

事前予約なら、修学旅行における引率者は
入園料とプログラム参加料も無料!!

団体旅行（4名以上）向け

事前予約特典
特別料金のご案内

団体旅行（4名以上）向け

事前予約特典
特別料金のご案内

入場料金

年中無休9:00～18:00 最終入園時間

案内パンフレットは50部まで送料無料でお届けします（お届けは約1週間後となります）。

17:30

電話 098-958-1111098-958-1111

営業時間

https://murasakimura.com 〒904-0323 沖縄県中頭郡読谷村字高志保1020-1

FAX. 098-958-1109
資料請求24時間受付

お問い合わせ

那覇から約27km（車で約1時間）、
周囲を美しい海に囲まれた沖縄県で
も有数の観光スポットとして知られ
る「読谷村」にむら咲むらはあります。

読谷消防署

座喜味城跡 やちむんの里

残波岬灯台 真栄田岬

約100分

約90分

残波ビーチ

ホテル日航アリビラ
ニライビーチ

御菓子御殿

Royal Hotel
沖縄残波岬

ジ・ウザテラス

読谷高校
トリイステーション

嘉手納警察署

道の駅かでな

6

6

6

12

16

74

58

58

58

伊良皆

伊良皆北

残波入口

大湾

水釡

喜名大当

タウンプラザ
かねひで

都屋漁港

読谷村役場

JAゆんた市場
ザ・ビッグ

スターバックス
イオンタウン

さんご畑
むら咲むら

看板

沖縄美ら海
水族館

むら咲むら

至 名護市▶

自然ビーチ自然ビーチ

第
二
ゲ
ー
ト
入
り
口

第
二
ゲ
ー
ト
入
り
口

入場券売り場

イベント広場

出入り口

体験ビジターセンター

研修棟

読谷物産館 ククルホール
宴会会場・多目的ホール

琉球武徳殿

ククル奏劇場
かなで

クニンダ屋

夢工房

闘牛場

三線屋

染工房

南龍窯

絵かき屋

いちゃりばファクトリー

フィールドレジャー lena

手づくり工房ひで房
よみたん自然学校

体験天使館

木の工房 あさひ

サマーランド

遊癒／バナナ園硝子屋すずめ

園内中央広場交流体験館「海の家」
1F 銭湯 「 癒し工房 ゆ～ふる」 おきなわ乗馬倶楽部

あじま屋

舞台

琉球武家屋敷 謝名亭

ホテルフロントホテルフロント

ククル読谷サーキット

P

きな

いらみなきた

ざんぱいりぐち

うふどう

いらみな

おおわん

みずがま

通り抜けOK

那覇空港

体験メニューは96アイテム！体験メニューは96アイテム！体験メニューは96アイテム！体験メニューは96アイテム！

沖縄での体験、
どこでやっても一緒でしょ?!

は大間違い!

沖縄での体験、
どこでやっても一緒でしょ?!

は大間違い!

沖縄での体験、
どこでやっても一緒でしょ?!

は大間違い!

沖縄での体験、
どこでやっても一緒でしょ?!

は大間違い!

必要なのは
「見る」じゃなくて
「体験」なんです！

必要なのは
「見る」じゃなくて
「体験」なんです！

MurasakiMurasakiMuraMura

2019-2020

表紙モデル
あじま屋（波平さん）

伝統工芸

平和交流

農業体験

スポーツ

マリン

生活文化

料理体験

芸能文化

に宿泊すると
入場料 無料!!

「人生は体験だ」
待っち

ょんど
～

琉球ガラス
陶芸、紅型、ほか

沖縄方言教室
よみたんサイクリング、ほか

さとうきび収穫
紅いも収穫、ほか

レーシングカート
乗馬、ほか

シュノーケリング
ダイビング、ほか

シーサー色つけ
とんぼ玉、ほか

沖縄家庭料理
サーターアンダギー作り、ほか

沖縄空手
エイサー、ほか

琉球ガラス
陶芸、紅型、ほか

沖縄方言教室
よみたんサイクリング、ほか

さとうきび収穫
紅いも収穫、ほか

レーシングカート
乗馬、ほか

シュノーケリング
ダイビング、ほか

シーサー色つけ
とんぼ玉、ほか

沖縄家庭料理
サーターアンダギー作り、ほか

沖縄空手
エイサー、ほか

伝統工芸

平和交流

農業体験

スポーツ

マリン

生活文化

料理体験

芸能文化

いつも頑張っている
先生方へ


