
応募締切 島名 プラン名 備考 料金
宿泊
形態

最少人数／
催行人数

旅行日数 催行日

6月20日 宮古島
【8/1(水)出発】宮古の心と達人の音色に触れる 三線演奏の旅
 ～年1回の幻想的な大会「なりやまあやぐまつり」を目指して～ 3日間

※全年齢
※高校生以上(大人)：¥26,360
 ※3歳～未就学児：¥30,000
 ※1歳～2歳：¥5,200
 ※0歳：¥1,700
 ※演奏する際の三線は現地にて準備いたします。

大人(6歳以上) ※1名で参加時: ￥26,360
大人(6歳以上) ※2名以上で参加時: ￥26,360
3～5歳: ￥30,000
※上記は、助成金適用後の料金です。
※0歳～5歳は助成対象外です。

民
泊

10名/20名 2泊3日 8月1日

6月20日 宮古島
【8/8(水)出発】宮古の心と達人の音色に触れる 三線演奏の旅
～年1回の幻想的な大会「なりやまあやぐまつり」を目指して～ 3日間

※全年齢
※【高校生以上（大人）料金】26,960円
※【3歳～未就学児】31,600円
※【1歳～2際】5,200円
※【0歳】1,700円

大人(6歳以上) ※1名で参加時: ￥26,960
大人(6歳以上) ※2名以上で参加時: ￥26,960
※上記は、助成金適用後の料金です。
※0歳～5歳は助成対象外です。

民
泊

10名/20名 2泊3日 8月8日

6月20日 宮古島
【8/3(金)出発】（池間島）海・空・地・食・人・唄。
全ての魅力を体験できる旅 3日間

※参加条件：6歳以上
※海遊びでシュノーケリング希望者は、必要な器具（マスクやフィンなど）は
各自で準備して下さい。
※宿泊先では相部屋となる可能性がございます。ご了承ください

大人(6歳以上) ※1名で参加時: ￥23,850
大人(6歳以上) ※2名以上で参加時: ￥23,850
※上記は、助成金適用後の料金です。

民
泊

12名/25名 2泊3日 8月3日

6月20日 宮古島
【8/10(金)出発】（西原地区）島の名物ガイドと行く
船釣り（グルクン）＆シュノーケリング体験ツアー 3日間

※6歳以上
※小学生以上
※1組2名様～の参加になります。
※シュノーケリング用のマスクとシュノーケルはご持参ください
※船に乗船し「釣り+シュノーケリング」をしますので、元気な方・足腰の丈夫な方、
泳げる方とさせていただきます

大人(6歳以上) ※2名以上で参加時: ￥21,690
※上記は、助成金適用後の料金です。

民
泊

15名/25名 2泊3日 8月10日

6月20日 宮古島
【8/3(金)出発】（西原地区）島の名物ガイドと行く
船釣り（グルクン）＆魚さばき体験ツアー 3日間

※6歳以上、小学生以上
※1組2名様～の参加になります。
※船に乗船しますので、元気な方・足腰の丈夫な方とさせていただきます

大人(6歳以上) ※2名以上で参加時: ￥21,810
※上記は、助成金適用後の料金です。 民

泊
15名／25名 2泊3日 8月3日

6月20日 渡名喜島
【8/6(月)出発】島の伝統行事カシキー（綱引き）に参加！
海水浴とウミガメ観察も楽しめる満喫プラン 2日間

※全年齢
※車椅子利用不可

大人(6歳以上) ※1名で参加時: ￥10,800
大人(6歳以上) ※2名以上で参加時: ￥10,200
3～5歳: ￥4,000
0～2歳: ￥500
※上記は、助成金適用後の料金です。
※0歳～5歳は助成対象外です。

民
宿

2名/10名 1泊2日 8月6日

6月20日 伊平屋島 
【8/11(土)出発】名物店「海魚」のマスターと行く！
ボートシュノーケルでサンゴウォッチング 2日間

※参加条件：12歳以上
※車椅子不参加
※シュノーケルセットは無料での貸出も可能です。
お持ちの場合は、適宜ご自分の用具を持参いただくようお願いいたします。

大人※1名で参加時: ￥12,870
大人 ※2名以上で参加時: ￥12,690
※上記は、助成金適用後の料金です。

民
宿

15名/30名 1泊2日 8月11日

6月20日 伊平屋島
【8/4(土)出発】伊平屋ブループロジェクト第1弾！！
～カヤック＆バナナボート～ 2日間

※10歳以上
※車椅子不参加
※シュノーケルセットは無料での貸出も可能です。
お持ちの場合は、適宜ご自分の用具を持参いただくようお願いいたします

大人 ※1名で参加時: ￥13,020
大人 ※2名以上で参加時: ￥13,020
※上記は、助成金適用後の料金です。

民
泊

15名/30名 1泊2日 8月4日

6月20日 渡嘉敷島
【8/5(日)出発】島の伝統行事「大綱引き」と島食材で作る
料理体験＆集落散策 3日間

※6歳以上
※宿泊施設はドミトリー形式のため、相部屋になる可能性がございます。
女性専用ドミトリー６ベッド、性別不問ドミトリー８ベッドとなります。
シャワー、トイレ、談話室などの共用スペースがございます

大人(6歳以上) ※1名で参加時: ￥10,200
大人(6歳以上) ※2名以上で参加時: ￥10,200
※上記は、助成金適用後の料金です。

ド
ミ
ト

リ
ー 8名/14名 2泊3日 8月5日

6月20日  石垣島
【8/1(水)出発】夜のシークレットツアーとクマノミに出会う
シュノーケリングツアー 3日間

※１グループ２名以上でお申込み下さい。 大人(6歳以上) ※2名以上で参加時: ￥42,400
※上記は、助成金適用後の料金です。
※0歳～5歳は助成対象外です。

民
宿

4名/6名 2泊3日 8月1日

6月20日  石垣島
【8/7(火)出発】夜のシークレットツアーとクマノミに出会う
シュノーケリングツアー 2日間

※5歳～70歳
※１グループ２名以上でお申込み下さい。

大人(6歳以上) ※2名以上で参加時: ￥38,800
※上記は、助成金適用後の料金です。
※0歳～5歳は助成対象外です。

民
宿

4名/6名 1泊2日 8月7日



応募締切 島名 プラン名 備考 料金
宿泊
形態

最少人数/
催行人数

旅行日数 催行日

6月20日 津堅島
【8/9(木)出発】1キロ続く白い砂浜 \津堅島/ 交流会
メッチャ売り売り♬BBQde肉飯！漁師飯！ 2日間

※全年齢
※2名様以上
※離島内キックボードで移動
※島ぞうりカービング体験にて、島ぞうりが必要となりますので、事前に持参をお願いいたします
※道中キックボードでの移動となります。
荷物につきましては、最小限としリュックなどの活用をお勧めいたします。
（キャリーバックでの移動が難しいため）

大人(6歳以上) ※2名以上で参加時: ￥6,600
3～5歳: ￥3,500
0～2歳: ￥1,500
※上記は、助成金適用後の料金です。
※0歳～5歳は助成対象外です。

民
宿

4名／15名 1泊2日 8月9日

6月20日 津堅島 【8/11(土)出発】Relax ビーチサイドマッサージで癒し旅 in津堅島 2日間

※全年齢
※１グループ２名以上でお申込み下さい。
※島ぞうりカービング体験にて、島ぞうりが必要となりますので、事前に持参をお願いいたします

大人(6歳以上) ※2名以上で参加時: ￥8,460
※上記は、助成金適用後の料金です。
※0歳～5歳は助成対象外です。

民
宿

4名／15名 1泊2日 8月11日

6月20日 伊是名島
【8/3(金)出発】たっぷり島まーいと涼しいモーニングクルーズ＆
ボートフィッシング 3日間

※12歳以上 大人※1名で参加時: ￥30,000
大人※2名以上で参加時: ￥30,000
※上記は、助成金適用後の料金です。

民
宿

4名／6名 2泊3日 8月3日

6月20日 伊是名島 
【8/9(木)出発】＜シュノーケル体験＞ボートで絶景ポイントへご案内！
 島んちゅガイドと星空ナイトツアー＆島ま～い 2日間

※10歳以上60歳以下
※レンタカーやレンタサイクルのご利用は
伊是名レンタカー0980-45-2394　へご予約してください。

大人※1名で参加時: ￥15,960
大人 ※2名以上で参加時: ￥15,960
※上記は、助成金適用後の料金です。

民
宿

4名／10名 1泊2日 8月9日

6月20日 伊是名島
【8/11(土)出発】磯フィッシング体験！ナイトお祭りツアー！
釣った魚を食すプチ民家体験で島を大満喫！ 2日間

※6歳以上
※２～３人組の２グループ限定 (部屋の都合上）
※6歳以上が定員となりますが、６歳以上が定員を満たしていた場合、
保護者同伴で添い寝で参加可能となります。
 　例）6歳以上４～６名＋子供（3～5歳）
※【3～5歳】添い寝のみ：￥4,000
　（現地にてお支払い。その他の体験費用等は含んでおりません）

大人(6歳以上) ※2名以上で参加時: ￥14,550
※上記は、助成金適用後の料金です。

そ
の
他

4名／6名 1泊2日 8月11日

6月20日 伊是名島
【8/11(土)出発】TVでも紹介された♪珍まつり「ウンナー」へご招待！
＆たっぷり島ま～い 2日間

※全年齢
※【3～5歳】添い寝のみ：￥4,000
 ※【0～2歳】添い寝のみ：￥500
 ※ウンナーまつりでは、お酒がでます。未成年者による飲酒、また飲酒運転は禁止です

大人(6歳以上) ※1名で参加時: ￥7,320
大人(6歳以上) ※2名以上で参加時: ￥7,320
※上記は、助成金適用後の料金です。
※0歳～5歳は助成対象外です。

民
宿

10名/40名 1泊2日 8月11日

6月20日  伊是名島
【8/1(水)出発】＜シュノーケル体験＞ボートで絶景ポイントへご案内！
島んちゅガイドと星空ナイトツアー＆島ま～い 2日間

※10歳以上60歳以下 大人※1名で参加時: ￥15,960
大人※2名以上で参加時: ￥15,960
※上記は、助成金適用後の料金です。

民
宿

4名/10名 1泊2日 8月1日

7月5日 渡名喜島
【8/16(木)出発】となき島deサマータイム！野生のウミガメ観察＆
シュノーケリング体験 2日間

全年齢
車椅子利用不可
※部屋数の都合上「４組限定」とさせていただきます。
※島での移動は、基本徒歩となります為、動きやすい服装でお願い致します。
(日焼け止め対策も必要)
※自然状況によりウミガメがご覧いただけない場合がございます。

大人※1名で参加時: ￥11,700
大人※2名以上で参加時: ￥11,100
※上記は、助成金適用後の料金です。
3～5歳: ￥4,000
0～2歳: ￥500
※0歳～5歳は助成対象外です。

民
宿

2名/10名 1泊2日 8月16日

7月5日 渡名喜島
【8/24(金)出発】となき島deサマータイム！野生のウミガメ観察＆
シュノーケリング体験 2日間

全年齢
車椅子利用不可
※部屋数の都合上「４組限定」とさせていただきます。
※島での移動は、基本徒歩となります為、動きやすい服装でお願い致します。
(日焼け止め対策も必要)
※自然状況によりウミガメがご覧いただけない場合がございます。

大人※1名で参加時: ￥11,700
大人※2名以上で参加時: ￥11,100
※上記は、助成金適用後の料金です。
3～5歳: ￥4,000
0～2歳: ￥500
※0歳～5歳は助成対象外です。

民
宿

2名/10名 1泊2日 8月27日

7月5日 渡名喜島
【8/27(月)出発】となき島deサマータイム！野生のウミガメ観察＆
シュノーケリング体験 2日間

全年齢
車椅子利用不可
※部屋数の都合上「４組限定」とさせていただきます。
※島での移動は、基本徒歩となります為、動きやすい服装でお願い致します。
(日焼け止め対策も必要)
※自然状況によりウミガメがご覧いただけない場合がございます。

大人※1名で参加時: ￥11,700
大人※2名以上で参加時: ￥11,100
3～5歳: ￥4,000
0～2歳: ￥500
※上記は、助成金適用後の料金です。
※0歳～5歳は助成対象外です。

民
宿

2名/10名 1泊2日 8月27日



応募締切 島名 プラン名 備考 料金
宿泊
形態

最少人数/
催行人数

旅行日数 催行日

7月5日 津堅島 
【8/16(木)出発】1キロ続く白い砂浜 津堅島 交流会メッチャ売り売り♬
BBQde肉飯！漁師飯！ 2日間

全年齢
※2名様以上
※離島内キックボードで移動
※島ぞうりカービング体験にて、島ぞうりが必要となりますので、事前に持参をお願いいたします
※道中キックボードでの移動となります。
荷物につきましては、最小限としリュックなどの活用をお勧めいたします。
（キャリーバックでの移動が難しいため）

大人※2名以上で参加時: ￥6,600
3～5歳: ￥3,500
0～2歳: ￥1,500
※上記は、助成金適用後の料金です。
※0歳～5歳は助成対象外です。

民
宿

4名/15名 1泊2日 8月16日

7月5日 津堅島 
【8/19(日)出発】夏休み学生限定プラン★夏の始まりは突然に！
満喫「ビーチ×BBQ×花火」 2日間

20歳～29歳 ※20代限定学生プランとなります。
※2名様以上
※離島内キックボードで移動
※島ぞうりカービング体験にて、島ぞうりが必要となりますので、事前に持参をお願いいたします
※道中キックボードでの移動となります。
荷物につきましては、最小限としリュックなどの活用をお勧めいたします。
（キャリーバックでの移動が難しいため）

大人※2名以上で参加時: ￥8,100
※上記は、助成金適用後の料金です。

民
宿

4名/15名 1泊2日 8月19日

7月5日 津堅島 
【8/29(水)出発】夏休み学生限定プラン★夏の始まりは突然に！
満喫「ビーチ×BBQ×花火」 2日間

20歳～29歳 ※20代限定学生プランとなります。
※2名様以上
※離島内キックボードで移動
※島ぞうりカービング体験にて、島ぞうりが必要となりますので、事前に持参をお願いいたします
※道中キックボードでの移動となります。
荷物につきましては、最小限としリュックなどの活用をお勧めいたします。
（キャリーバックでの移動が難しいため）

大人※2名以上で参加時: ￥8,100
※上記は、助成金適用後の料金です。

民
宿

4名/15名 1泊2日 8月29日

7月5日 粟国島 
【8/17(金)出発】～都会に疲れたら粟国島で癒されませんか～
スマホで月が撮影できる！＜島の星空ウォッチング＞と
ハーブ蒸留器を使って作る＜天然ハーブの虫よけスプレー作り♪＞ 3日間

①１８歳以上の団体（女性優先）
②高校生の団体は大人の引率があれば可
③基本的には１組。または１組２名以上３組までなら可。
④夫婦での参加は可
【必需品：スマホで月面撮影】
・スマートホン（撮影が困難なためタブレットは不可）
・カメラ付き携帯/コンパクトデジカメ（但し、レンズ径25mm以下）可
・一眼デジカメ　不可
※カメラ付き携帯とコンパクトデジカメについては、月面撮影が出来ない機種もあります。
【宿泊について】
おひとりでの参加の場合、参加者の状況に合わせて部屋割りをする為、
相部屋になる可能性が御座います。

大人※1名で参加時: ￥14,400
大人※2名以上で参加時: ￥14,400
※上記は、助成金適用後の料金です。

民
宿

2名/8名 2泊3日 8月17日

7月5日 粟国島 
【8/29(水)出発】～都会に疲れたら粟国島で癒されませんか～
星空撮影のテクニック教えます！＜島の星空ウォッチング＞と、
ハーブ蒸留器を使って作る＜天然ハーブの虫よけスプレー作り♪＞ 3日間

①１８歳以上の団体（女性優先）
②高校生の団体は大人の引率があれば可
③基本的には１組。または１組２名以上３組までなら可。
④夫婦での参加は可
【必需品：満天の星空撮影】
・一眼レフカメラ、焦点距離３５ｍｍ以下のレンズ、三脚
・お持ちの方は、電子レリーズ
※取扱説明書があると便利です。
※レンズは、単レンズ、ズームレンズのどちらでもかまいません。
※ミラーレスカメラについては、基本的には「可」です。（一部、撮影できない機種があります。）
※ミラーレスカメラで申込みをされる方は、感度設定、マニュアル撮影が可能な機種であることを確認し
て下さい。
注意：一眼レフカメラ、レンズの貸出は行っておりません。
【宿泊について】
おひとりでの参加の場合、参加者の状況に合わせて部屋割りをする為、
相部屋になる可能性が御座います。

大人※1名で参加時: ￥14,800
大人※2名以上で参加時: ￥14,800
※上記は、助成金適用後の料金です。

民
宿

2名/8名 2泊3日 8月29日



応募締切 島名 プラン名 備考 料金
宿泊
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7月5日 伊平屋島 
【8/17(金)出発】伊平屋ブループロジェクト第1弾！！
～カヤック＆バナナボート～ 2日間

※参加条件：10歳以上
※車椅子不参加
※ツアー参加にあたっての健康上の参加規約（必ずご一読ください）
10歳以上の健康な方が条件。安全なマリンスポーツを目標に、健康状態のチェックを厳しく実施しており
ます。
--------------------------
喘息、呼吸時の喘喝（ぜいぜいする）、窒息感、てんかん、結核、その他長期の肺の病気、脳の病気、脊
髄の病気、神経系の病気、気胸、糖尿病、胸部の手術の経験、心臓疾患、慢性の気管支炎、持続している
胸部の病気、高血圧、妊娠中、8時間以内のアルコール摂取
--------------------------
過去、現在において、上記の病歴、又は病歴書の箇所に該当されるお客様は安全面を考慮しまして医師の
診断書が必要となります。医師の診察をうけ、記入済みの診断書を当日ご持参下さい。

 大人※1名で参加時: ￥13,020
大人※2名以上で参加時: ￥13,020
※上記は、助成金適用後の料金です。

 
民
泊

1名/8名 1泊2日 8月17日

7月5日 伊平屋島 
【8/30(木)出発】名物店「海魚」のマスターと行く！
ボートシュノーケルでサンゴウォッチング 2日間

※参加条件：12歳以上
※車椅子不参加
※ツアー参加にあたっての健康上の参加規約（必ずご一読ください）
12歳以上の健康な方が条件。安全なマリンスポーツを目標に、健康状態のチェックを厳しく実施しており
ます。
--------------------------
喘息、呼吸時の喘喝（ぜいぜいする）、窒息感、てんかん、結核、その他長期の肺の病気、脳の病気、脊
髄の病気、神経系の病気、気胸、糖尿病、胸部の手術の経験、心臓疾患、慢性の気管支炎、持続している
胸部の病気、高血圧、妊娠中、8時間以内のアルコール摂取
--------------------------
過去、現在において、上記の病歴、又は病歴書の箇所に該当されるお客様は安全面を考慮しまして医師の
診断書が必要となります。医師の診察をうけ、記入済みの診断書を当日ご持参下さい。
※妊娠の可能性がある方は、ツアーにご参加頂けませんので、予めご了承ください。

大人※1名で参加時: ￥12,870
大人※2名以上で参加時: ￥12,690
※上記は、助成金適用後の料金です。

 
民
宿

15名/30名 1泊2日 8月30日

7月5日 伊是名島 
【8/20(月)出発】夏休み最後の思い出！！
親子de陸フィッシング＆たっぷりパワースポット島ま～いからのキラキラ♪
星空ナイトツアー 2日間

※参加条件：6歳以上
※参加は親子でなくても、友人同士、ご夫婦、カップル、おひとり様でももちろん可能でございます。
※フリータイムにて海水浴や釣り、シュノーケルをご予定の方は、
いぜな島観光協会にてライフジャケット、シュノーケルセット等各道具を事前にレンタルして下さい。
※レンタカーやレンタサイクルのご利用は　伊是名レンタカー0980-45-2394　へご予約してください

大人※1名で参加時: ￥13,020
大人※2名以上で参加時: ￥13,020
※上記は、助成金適用後の料金です。

民
宿

4名/6名 1泊2日 8月20日

7月5日 伊是名島 
【8/29(水)出発】＜シュノーケル体験＞ボートで絶景海中ポイントへご案内！
島んちゅガイドとパワースポット島ま～い 2日間

※参加条件：10歳以上60歳以下の条件となります｡
※シュノーケルセット貸出も料金に含まれております。
※飲酒されている方、酷い二日酔いの方のシュノーケルはお受けする事ができません。
※フリータイムにて海水浴や釣り、シュノーケルをご予定の方は、
いぜな島観光協会にてライフジャケット、シュノーケルセット等各道具を事前にレンタルして下さい。
※レンタカーやレンタサイクルのご利用は　伊是名レンタカー0980-45-2394　へご予約してください

大人※1名で参加時: ￥15,520
大人※2名以上で参加時: ￥15,520
※上記は、助成金適用後の料金です。

民
宿

4名/10名 1泊2日 8月29日
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