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はじめに
この「旅のしおり」は、快適
快適に離島ケラマ諸島渡嘉敷島までお越しいただくためのアク
しいただくためのアク
セス情報や、那覇泊港-渡嘉敷
渡嘉敷間の船などの連絡先一覧、島にお越しになる
しになる上でご準備いた
だいたほうがよい持ち物リスト
リストや服装などの季節感についてのご案内、
、島での過ごし方
TIPS、宿のある阿波連地域のご
のご紹介マップや、商店で売っているものリスト
っているものリスト（那覇でご準
備いただいたほうがよいアイテムリスト
いただいたほうがよいアイテムリスト）
、ご滞在中にお楽しみいただける
しみいただけるアクティビティ
プログラム、グルメ情報のご
のご紹介を掲載しています。
離島ということでハードルを
ハードルを高く思い込んでいる方がいらっしゃいますが
がいらっしゃいますが、実はスムー
ズにお越しいただけ、しかも
しかも手付かずの大自然に囲まれた数々の感動を味
味わっていただく
ことができます。ケラマ諸島
諸島の渡嘉敷島は、那覇から 35 分で着きます。そして
そして、世界トッ
プクラスの透明度を誇る海、
、那覇では見ることができないサンセットや幾多
幾多の流れ星が光
る満天の星空を思い存分楽しみましょう
しみましょう！

ペンション リーフイン国吉
国吉 ＆ ダイビングショップ ウォーターキッズ一同より
ウォーターキッズ
初めまして。宿舎から徒歩
徒歩 1 分の阿波連ビーチは、波も穏やかで言葉で
で言い表せない美
しいブルーで、私達をいつも
をいつも癒してくれます。私たちスタッフは、この美
美しい海だけでは
なく、サンセットや、星空、
、そして別世界の海の中までを満喫していただきたい
いただきたいだけでは
なく、お宿でも同じくらいの
じくらいの感動をしていただけるおもてなしを目指しています
しています。
この旅のしおりは、新しいリーフイ
しいリーフイ
ン国吉＆ウォーターキッズの
ウォーターキッズのホーム
ページとともに、忙しい日常業務
日常業務の中、
スタッフがひとりひとりアイデアを
出して作ったものです。沖縄
沖縄のケラマ
諸島にお越しに前からワクワク
ワクワク感を
感じていただき、ご無事にスムーズな
にスムーズな
旅路を歩んでいただけることをお
んでいただけることをお祈
りして、お客様のお越しをお
しをお待ちして
おります。

Pension
リーフイン国吉
&
Diving Pro Shop
ウォーターキッズ

1

アクセス
那覇空港からのアクセス
のアクセス
1. 空港 → 泊港（とまりん
とまりん）
那覇空港前のターミナルより
のターミナルより出ているリムジンバスか、タクシー乗り
り場より「泊ふ頭
旅客ターミナルビル とまりん
とまりん」までの移動手段です。



空港リムジンバス「
「花」

所要時間 30 分、500 円/人
人



タクシー「とまりんまで
とまりんまで」

所要時間 20 分、1000 円弱/台
円弱

とまりんには、駐車場
駐車場、コインロッカー、インターネットスペース
インターネットスペース、携帯充電器、
ATM、郵便局の他、道路
道路を挟んで向かい側にファミリーマートがあります
にファミリーマートがあります。
ホームページ: http://www.tomarin.com/
フェリー・高速船連絡渡嘉敷
高速船連絡渡嘉敷（那覇連絡事務所）
：098-868-7541

2. 泊港 → 渡嘉敷港
沖縄本島と慶良間諸島
慶良間諸島の渡嘉敷島を結ぶ連絡船の情報です。フェリーと高速艇の２本
フェリーと
の船が運行されています
されています。船の中はかなり冷房が効いています。急激な
な温度差で体調を
壊れされるお客様もいらっしゃいますので
もいらっしゃいますので、軽く上に羽織るパーカーなど
パーカーなどをお持ちにな
ってください。なお、船酔
船酔いが心配なお客様は搭乗 1 時間前くらいに酔
酔い止めをお飲み
になった上、船では船尾
船尾に乗るようにしてください。船首よりも揺れが
れが少ないです。



フェリー けらま
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高速艇 マリンライナー

チケットの予約/変更/運行状況
運行状況のご確認は・・・那覇連絡事務所：098
098098-868868-7541

3. 渡嘉敷港 → ご宿泊先
船を降りると港は広い
い駐車場になっており、ご
宿泊先のホテルやペンションの
ペンションの車がお迎えにあが
っています。リーフイン
リーフイン国吉にお越しのお客様は、
お手数ですがリーフインのラベルを
ですがリーフインのラベルを貼ったバス or
ワゴン車をお探しください
しください。
なお、お迎えの車は、
、船の時間に合わせて港に
向かっています。船便のお
のお時間はご予約時など事前にお知らせいただき
きますようお願い
申し上げます。
船のお時間のご連絡は・・・リーフイン
は・・・リーフイン国吉：098
098098-987987-2206
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連絡先一覧
1. ケラマ諸島 渡嘉敷島でのご宿泊先
ペンション リーフイン国吉 ＆ ウォーターキッズ
電話番号:

098-987-2206 （8:00am～23:00pm）

メール:

kerama@oki-tokashiki.jp

ホームページ:

http://www.kerama.jp

ホテル ケラマテラス
電話番号:

098-987-3477 （24 時間受付）

メール:

info@keramaterrace.jp

ホームページ:

http://www.keramaterrace.jp/

2. 交通
ANA 国内線予約・案内センター

0570-029-222 （24 時間受付）

JAL 国内線ご予約・ご案内センター

0570-025-071 （24 時間受付）

SKY 予約・運行状況の案内ダイヤル

050-3116-7370 （24 時間受付）

渡嘉敷村那覇連絡事務所（連絡船）

098-868-7541

米浜交通（渡嘉敷島内タクシー）

098-987-3215
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持ち物リスト
チェックリスト
日頃のお客様からのお声とかアイデアをまとめて、ケラマ諸島の離島・渡嘉敷島に来ら
れる際に、必ずあったほうがよい必需品と、あると便利なグッズをまとめてみました。季
節による服装などについては、次項の季節感にまとめていますので合わせてご参照くださ
い。
1. 忘れると痛すぎる必須系のアイテム
現金

渡嘉敷島にはゆうちょ銀行以外の ATM（現金自動支払機）があ

（キャッシュ）

りません。アクティビティプログラムや昼食で、電子マネーやカ
ードの使えるお店も少ないので、泊港や那覇のコンビニなどで調
達してお越しください。

身分証明書

レンタカーやレンタバイク、その他レンタルを行う際に必要にな
る場合がありますので、お持ちになったほうが便利です。

健康保険証

ダイビングではインストラクターが同行し、ビーチでは監視員が
常時見張っている他、クラゲ防止ネットなどの対策がなされてい
ますが、万が一の怪我や病気の際に必要となります。

地図・ガイド

本紙や渡嘉敷島のパンフレット、那覇マップをお持ちになると便
利です。船や飛行機が欠航した際などは、那覇市内のホテルやド
ミトリーも混雑しますので、ご予約などお早目の対応をなさって
ください。

虫よけスプレー

沖縄には蚊が沢山います。大自然の渡嘉敷島にも沢山います。本
土の蚊より強力で数が多いので、BBQ や、サンセットや星空見学
のご予定がある方は必須です。必ずお持ちください。

デジカメ

南国は、いきなりスコールが降ることもありますので、可能であ
ればウォータープルーフ（防水機能）がついているほうが望まし
いです。また、カメラの防水ハウジングがあれば水中撮影も楽し
めます。

カメラや

意外と忘れてこられるお客様が多くいらっしゃいます。携帯はス

携帯の充電器

タッフと機種が合えば貸してもらえたりしますが、デジカメは致
命的なことになるので要チェックです！

化粧品

島には化粧水や乳液などの基礎化粧品や、制汗スプレー、トリー
トメントなど気のきいた化粧品は購入できません。あとは、日焼
け対策や、日焼け後のケアを含めてお持ちください。
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常備薬

正露丸や消毒液などのごく一般的な常備薬は商店で購入可能です
が、酔い止め薬や目薬、コンタクト洗浄液などは、やはり島では
購入できません。持病で必要な内服薬がある場合、念のため 2～
3 日分余分にお持ちください。

水着・サンダル

これを持ってこないと何をしに来たのかわからなくなってしまい
ます。宿はビーチより徒歩 1 分の場所にあり、水着のままビーチ
に出掛けられます。必ず持ってきてくださいね！

懐中電灯

ビーチや、サンセットのきれいな展望台周辺は街頭がありません。
月が満月に近いとかなりの明るさがありますが、急な坂道や階段、
段差などがありますので、安全のためにお持ちになってください。

サングラス

ケラマの日差しは強力です。南国は白い建物が多く強い日差しが
当たると眩しく感じることが多いほか、ビーチでも真っ白い砂と
クリスタルのような水は決して大袈裟ではありません。お持ちに
なってください。

上に羽織るもの

沖縄本島と離島を結ぶ連絡船や、飛行機の中、飲食店の中は、か
なり冷房がきいていて、T シャツに短パンなどのスタイルだと、
本当に震えるくらい寒いことがあります。風邪をひかれる事もあ
りますので１枚お持ちください。

日焼け対策

日焼け止めやサンオイルも塗らずに、何の日焼け対策も行わずに
ビーチで寝てしまった場合などは、全身火傷で病院に運ばれるケ
ースもあるくらいです。オイルの他、気になる方は帽子や羽織る
ためのケープなどもお持ちください。

2. あると便利な便利グッズ
保冷袋や水筒

強い日差しで熱中症にならないために、ビーチやボートの上で冷
たい飲み物は必需品です。水筒があると氷を入れてスポーツドリ
ンクを仕込んでおいて、いつでもどこでも冷たい飲み物を飲むこ
とができます。

洗濯洗剤

旅の達人はみんな持っています。宿泊施設には無料でご使用いた
だける洗濯機と物干しスペースがあります。衣類の荷物を大幅に
削減できるのでご活用ください。

SD カード等

宿の中でも外でも、あらゆる所がシャッターチャンスなケラマで
す。思い存分いっぱい写真を撮るためには 1GB～程度をお持ちい
ただくのが良いと思います。

防水バッグ

ダイビングやスノーケルツアーなどでボートに乗る時、マリンレ
ジャーを楽しむ時などに、携帯電話やお財布を入れておく小さい
かわいい防水バックがあると大変便利です。
（宿には貴重品ロッカ
ーはございます）
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ノートパソコン

やはりインターネットの情報量は凄いです。宿には無線 LAN 完
備です。島内の口コミ観光情報だけではなく,帰り道の寄り道計画
や、おみやげチェック、海で見つけた魚や貝の種類を調べるのも
◎。

アロマ系

せっかくの南国のバカンスです。とっておきのお気に入りのお香
やエッセンシャルオイルなどをお持ちになって、極上の自分の世
界でリラックスされるのも最高の楽しみ方です。

お酒

島の商店には、缶ビール、発泡酒、ハイボール、チューハイなど
の他、泡盛、焼酎、ウイスキーなどの取り扱いしかありません。
サンセットを眺めながらこだわりのお酒を楽しみたいというお客
様はお持ちください。

浮き輪

アハレンビーチ、トカシクビーチは遠浅ですが、やはり遊泳地域
内の足がつく場所は、サンゴが傷ついたりして鑑賞目的の場合は
存分に楽しめません。浮き輪があると深い場所にも安心して行く
ことができて便利です。

ラッシュガード

日焼け対策だけでなく、ビーチ → ランチに行った際などは、か

ラッシュパーカー

なり冷房がきいていますので上に羽織れてすぐ洗えるラッシュパ
ーカーやラッシュガードは大変便利です。
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季節感
ケラマの 1 年
沖縄やケラマでの気温や水温
水温、服装、ダイビング装備などについてご案内
案内します。
多くのお客様にお越しいただいているシーズンは
しいただいているシーズンは、6 月中旬～9 月下旬となって
となっています。

服装について
12 月～3 月頃までは沖縄
沖縄の短い冬です。温度以上に体感温度では低く感
感じますので、長
袖のシャツやセーター類、フリースなどに
フリースなどに加えてブルソンなどもお持ちください
ちください。
4 月に入ると暖かい日が続
続くようになって春が訪れます。夏仕様な T シャツの上に、ジ
シャツの
ャージやフリースがあれば十分
十分な気温です。心地良い季節ですが日焼け対策
対策をせずに油断
していると日焼けに気づかずに
づかずに、夜ホテルで痛くて眠れないなんて事もあるので
もあるのでご注意し
てください。
6 月に入ると月半ば辺りから
りから夏の気配。T シャツやタンクトップで十分ですが
ですが、日焼けが
気になる方は、長袖のラッシュパーカーなどを
のラッシュパーカーなどを忘れないでください。こんな夏は
こんな
10 月いっ
ぱいまで続きます。
11 月～12 月は暑くなったり
くなったり寒くなったりという感じですが暑い日はクーラーが
はクーラーが稼働し
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ます(笑)。かと言って、沖縄の短い冬の季節到来ですので、長袖のフリースやトレーナーな
どもお持ちくださいませ。
ケラマ諸島は、沖縄本土のように交通量がなく、空気が澄み渡っているため空気がきれ
いです。月夜の日は夜に月の光で影ができるほどです。ですので、太陽光線の直火感がカ
ナリあります。服装に関しては、気候の他にも太陽にも気を使ってください。前述したと
おり、日焼け対策をせずにビーチで昼寝をすれば全身火傷で病院に運ばれる事があります。
特にお子様連れの方は、日焼けに気を使ってあげてください。
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島での過ごし方 TIPS
ペンションの施設紹介
リーフイン国吉＆ウォーターキッズは、ダイビングショップ併設という事もあり、水着
のままお出掛けいただいて、水着で濡れたまま帰ってきていただける準備と、お部屋の他
にも無料でご利用いただける便利な施設が揃っています。



貴重品ロッカー
お財布や、携帯電話、デジカメなどビーチに置きっ放しにできない小物や貴重品、
ビーチから帰ったときに使うタオルなどを入れておけるサイズのロッカーです。鍵は
フロントで責任を持ってお預かり致しますので紛失の心配もいりません。



足洗い場
ビーチからお帰りになった時などに、足やお尻、浮き輪などについた砂を洗ってい
ただける足洗い場です。貴重品ロッカーもすく横にあるのでタオルをとって、すぐに
砂まみれ状態から抜け出すことができます。



外部温水シャワーとダイブ器材洗い場
ペンションの裏手には、外部温水シャワーが２基設置されています。ウェットスー
ツや水着のまま汗を流すのに大変便利です。ダイビング器材を洗う浴槽も設置されて
おり、すぐ横の物干し場に器材や水着を干していただけます。



濡れたまま座って OK な室内食堂（いつでも軽食オーダー可）
水着のままシャワーを浴びた後に、そのまま食堂 or テラスにお座りいただいてドリ
ンク休憩していただいたり、ランチを食べていただいたりしていただけます。



屋内シャワールーム
お部屋のシャワーをご利用いただいても OK ですが、お急ぎの場合や大人数でお越
しのお客様などは、ご自由に施設内のシャワールームをご利用いただけます。散歩を
して汗をかいたからちょっとシャワー的な使い方も OK です。



アクティビティ受付フロント
スノーケルツアーや体験ダイビング、スノーケルセットのレンタルなどの他にも、
レンタカーやレンタバイクの手配、ジェットスキーやバナナボートなどマリンレジャ
ーなど、アクティビティの受付やご案内なども、すべてフロントでご案内しておりま
す。何かやりたいことや、困ったこと、とりあえずの暇つぶしの話し相手を含めてお
気軽にお声掛けください。
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その他
その他の宿の TIPS:
氷をもらおう！
をもらおう！
ビーチに持って行く水筒に入れる氷、セルフサービスのお茶や珈琲を冷やす氷、食
後に飲むお酒用の氷。フロントやキッチンカウンターには必ずスタッフがいますので、
声をかけてもらってください。

缶ビールが飲
ビールが飲みたい！
みたい！
意外と知られていないのですが、リーフイン国吉には島で２つしかない２４時間販
売の缶ビール自動販売機があるんです！ 場所はフロントから外に出て右側の壁に隠
れています。沖縄産の発泡酒 150 円とビール 250 円。美味しいですよ！

違うビーチに行
うビーチに行きたいなー
歩いて徒歩 1 分のアハレンビーチは、ケラマの中でも広くて美しい渡嘉敷島のメイ
ンビーチですが、車で 10 分のトカシクビーチではスノーケルでもウミガメに高確率で
出会えるので人気です。行きたい場合はフロントで相談してみてください。

サンセットを見
サンセットを見たいけど何時頃
たいけど何時頃？
何時頃？
フロントに相談です！ オーナーの kana は、大のサンセット写真好き。迷わず行き
ましょう！って、連れていかれるに間違いありません。
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周辺マップ
阿波連エリア

渡嘉志久エリア

12

Pension
リーフイン国吉
&
Diving Pro Shop
ウォーターキッズ

アクティビティ
マリンスポーツ
せっかくケラマに来たのですから、思い切り楽しんじゃってください!! リーフイン&ウォ
ーターキッズのスタッフは、和気あいあいでみんな仲が良く、離島にも関わらず長期滞在
で頑張っている若者ばかりです。楽しいことが大好きなのでオフシーズンはポイントを回
って楽しいことを見つけたり、海人になって夜な夜な海に潜って、間違えてサメの巣に突
入してサメに追いかけられたり。だから、楽しい事も危ないことも知り尽くしたケラマ遊
びのエキスパートです。ケラマで思い切り楽しむためには彼らに聞く＆一緒に行くのが一
番です。どんなに忙しそうに仕事していても色々教えてくれるので気軽に声をかけてくだ
さいね。



スノーケルツアー ::: 所要時間 1.5 時間、1 名 5,000 円（宿泊優待 4,200 円）
自分たちで泳いでもキレイだけど、どこを見て回ると、もっとオススメなウォッチ
ポイントがあるの？ そんなお客様をケラマの海の知り尽くしたウォーターキッズの
ガイドが複数のポイントをご案内します。泳ぎが苦手な方でもライフジャケットを着
用すれば安心です。あとはガイドが、しっかりサポートしながら、竜宮城巡りをナビ
ゲートしてくれます！



体験ダイビング ::: 所要時間 1.5 時間、1 名 13,650 円（宿泊優待 11,550 円）
世界トップクラスの海ってどんなだろう？ ケラマの海は、まるでクリスタルのよう
に輝く澄んだ水と、無数の生命を育む珊瑚礁と色とりどりの熱帯魚達がいる海。そん
な竜宮城を太陽の光が反射し合って光のカーテンとなって照らしています。初めての
方でも経験豊富なインストラクターが付き添い、操作が簡単なダイビング器材を使う
ので安心。感動の別世界を体験しませんか？



ファンダイビング ::: 所要時間 1.5 時間/1divi、6,300 円～（要 OW ライセンス）
ケラマ諸島は島同士が防波堤のように作用して、外洋の波の影響を受けにくく、ま
るでクリスタルのような世界トップクラスの透明度を維持し、台風でも来ない限りは
必ずダイビングポイントがあるダイバー憧れの楽園です。透明度の高さだけではなく
魚の種類や数の多さは沖縄の海でも屈指です！ 地形やサンゴ、真っ白な砂地、ドロッ
プオフやケーブ、コーラルが覆うリーフなど千変万化。
同じポイントでも日によって違う表情を見せてくれます。生き物もコーラルフィッ
シュから回遊魚、珍しいハゼやウミウシまで何でもありで、ケラマ諸島中に開発され
た１００近くものポイントでは、初級者から上級者までバラエティに富んだダイビン
グを満喫できます！
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フィッシング ::: 貸し切り 5 時間、35,000 円～
ルアーをチョイスしてエントリーすれば、南の島では頻繁に出会うシイラ、カジキ、
ツムブリなど、中型魚から大型魚まで夢が膨らみます。お飲み物や獲物を冷やすクー
ラーボックスは準備しておりますが、ロッド、タックルなどはお持ちくださいませ。
（ライトタックルでのトライです）



ウェイクボード ::: 所要時間 15 分程度、３,000 円（講習付きは 30 分/5,000 円）
世界トップレベルの海がゲレンデに。初心者の方も陸上で少しレッスンを受けてス
タートすると意外と簡単にできちゃいます。風を切りながら見渡す周囲はコバルトブ
ルーの海。見上げれば気持ちいい青空に高い夏の雲が。極上の空と海、風と水のコラ
ボも見逃せない感動があります！

マリンレジャー
確かにキレイだけど・・・。 癒し系だけじゃイヤだ！思いっきりハジけたい！！ そん
な絶叫系が大好きなあなたに、仲間みんなと乗れる入門絶叫系から、水面スレスレを突っ
走るド級絶叫系まで、沖縄の海で人気絶頂のマリンレジャーサービスをご提供しています。
クリスタルのような透明な海の上で、風を切って走る爽快さは格別です。ジェットスキー
のパイロット達はオーダーに合わせて運転してくれますので、一度は試してみてください
ね！！



ジェットスキー ::: 所要時間 15 分程度、３,000 円
映画 007 でジェームズ・ボンドが海の上を豪快にぶっ飛ばしている映像が公開され
てから世界中であっという間に広がったジェットスキー。波が静かで透明度が高いケ
ラマの海で突っ走るスピードは 100km 近く！体感速度はもっと早く感じます。専属
スタッフが操縦するので安心です。



バナナボート ::: 所要時間 10 分程度、1,500 円
ご家族連れ、お友達同士、カップルで。人数が揃えば楽しさ倍増のバナナボート。
誰が最後まで振り落とされずに残るか我慢比べするもよし、誰も振り落とされないよ
うにスピード調整して楽しむもよし。でもやっぱりチームワークでバランスを調整し
て思い切り飛ばすのが楽しい！



ドーナッツチューブ ::: 所要時間 5 分程度、1,000 円
水面スレスレを猛スピードで滑走します。引っ張るジェットが曲がると、F1 並の G
（遠心力）を体感し、波に乗り上げれば、飛んだり弾んだりと猛牛のロデオのようで
す。島のスタッフ達の間でも罰ゲームに採用されるほどの絶叫具合。でも、日頃のス
トレスなんて遠心力と一緒にぶっ飛んでいくこと間違いなしです！！

14
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アクアチューブ ::: 所要時間 15 分程度、1,500 円



うつ伏せに掴まって水面ギリギリを滑走する体感スピードがハンパない絶叫系で
す！ ドーナッツチューブよりも重心が低いので安定していますが、やはりジェットが
曲がったときの G（遠心力）が超楽しい！！仲のいい友達同士やカップルでやるのが
オススメだけど、ビキニはたまにポロリしちゃうかも？！

ビーチバカンス
リーフイン国吉＆ウォーターキッズから歩いて徒歩 1 分の場所にある阿波連ビーチは、
ケラマ諸島の中でも屈指のとってもキレイな天然ビーチです。防風林を抜けて真っ白い砂
浜に出た瞬間に「わぁ」ってつい声を出してしまう淡いコバルトブルーの半月形に広がっ
たビーチ。少し沖には一帯を珊瑚礁に囲まれた無人島が浮かびます。
白い砂浜に押し寄せる波は、太陽の光を浴びてクリスタルのように眩いくらいに輝いて
います。海に出ると待っているのは世界トップクラスの透明度抜群の海。上空からの写真
でわかるようにリゾート開発で荒らされていない海は、珊瑚礁の発達がものすごく、珊瑚
礁毎に異なる生態系が形成されていて魚影も豊富です。水面付近から覗くだけでも鮮やか
なコーラルフィッシュを見ることができます。



スノーケルツアー＆ライフジャケット ::: 有効時間 1 日、1,000 円（500 円）
とても広いアハレンビーチを泳ぎきるには必需品のスノーケルセットのレンタルで
す。泳ぎが苦手な方や、沖に出るのが心配な方にはライフジャケットのオプションが
あります。沢山の珊瑚礁や、珊瑚に群がるコーラルフィッシュ、まるで透き通ったク
リスタルの中で泳いでいるような水中の世界、太陽の光が水中で見せる芸術などの他、
場所によっては、気まぐれな人気者のウミガメにも会えたりしますよ！



ビーチパラソル ::: 有効時間 1 日、1,000 円（500 円）
ケラマの大自然は美しいものが沢山ありますが、離島ならではの澄んだ空気のおか
げで沖縄本島よりも日射しが強く感じられます。晴天の日にサンオイルや日焼け止め
も塗らずに、ビーチで昼寝をしてしまえば火傷で病院に行かないといけないほどの日
射しです。特にお子様連れのお客様は日焼けと目への負担の両方に気を使ってあげて
ください。



シーカヤック ::: 有効時間 2 時間、3,000 円
白い砂浜から漕ぎ出せば、そこはクリスタルのように透き通り、輝いているケラマ
の海。 地平線まで続くコバルトブルーに好奇心をくすぐられ、水面から覗けば抜群の
透明度のおかげで海底まで見渡せます。サンゴ礁からサンゴ礁を渡って、行き着く目
標は無人島！！泳いだほうが気持ちいいけど、ちょっとした冒険するにはカヤックで
す！
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イエローサブマリン ::: 所要時間 40 分、3,000 円
小さな潜水艦のような形の船がイエローサブマリンです。船底が通常の船より深く
作られていて、ガラスが貼られているため、まるでダイビングをしているかのように
水中探検できます。ガイドがサンゴや魚の種類など細かく説明してくれたり、近年の
環境変化なども交えてアナウンスしてくれたりするので海学を深めるにも◎です。



グラスボート ::: 所要時間 30 分、1,500 円
船底がガラス張りになっているボートに乗って、優雅なクルージングでどこまでも
続くコバルトブルーの海を見ながら、水面をスノーケリングしているような感覚で水
中も散歩しちゃえる欲張りさん向けの観光船です。ボートなので色々なところを回れ
ていいですよー。

アドベンチャー
ケラマ諸島の渡嘉敷島は南北 9km、
東西 2km に渡るケラマ諸島の中で一番大きな島で、
周囲には前島、神山島、ナガンヌ島、黒島、儀志布島など大小 10 余りの無人島を含めて渡
嘉敷村が形成されています。渡嘉敷は、中央部から北部にかけて 200m を超す高低差のあ
る山々が連なり、その間にある僅かな低地に集落がある手付かずの大自然の島です。
その様相はまるで映画ジュラシックパークの舞台となる恐竜たちの島のよう。高い山々
は那覇の繁華街の光を遮断して満天の星空を夜空に生み出します。周囲はクリスタルのよ
うな世界トップクラスの透明度を誇るコバルトブルーの海。まだまだ未開の探索ポイント
が数多にあります。心の奥底に眠らせている冒険心を湧かせ、大自然の体験探索に出かけ
ましょう！



無人島探索ツアー ::: 所要時間 3 時間、5,000 円（子供 3,000 円）
阿波連ビーチも半月の形をした広いキレイなビーチですが、少し沖に見える珊瑚礁
に囲まれた小さなかわいい島「ハナリ」が、冒険心をワクワクさせて止みません。泳
いで渡るには海流が早い箇所があったりなのでカヤックに乗って半日ツアーに参加し
ましょう。ハナリ周辺は竜宮城だらけですよー。



海人体験ツアー ::: 所要時間 2 時間、15,000 円（要 OW ライセンス）
海猿にスタント出演したウォーターキッズのダイバー達は、実は海人だったりする
顔も持っています。だから海にやたら詳しく、ダイビングの技術も高いんです。そん
な海人に密着してアドベンチャーしてみませんか？ もちろんお魚捕れたらさばいて
夜にプチパーティーです！



ナイトスノーケルツアー ::: 所要時間 2 時間、7,500 円（未成年は要保護者同伴）
太陽に照らされて宝石のように輝くケラマの海。夜はいったいどんな顔を持ってい
るのでしょうか？！夜光虫や海ホタル。夜の海の水面や水中で青白く発色する生物た
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ちです。幻想の世界がそこにあります。疲れたらふと水面で仰向けに。そこには満天
の星空、あり得ない数の星々が一瞬であなたの心に焼き付きます。
夜空見学ツアー ::: 所要時間 1 時間、おとな 1,000 円 こども 500 円



沖縄本土のネオンから隔絶された離島ならではのケラマ諸島で見るトワイライト～
星空は見上げれば、言葉では言い表せない満天の星空です。それが水平線まで続きま
す。空気が澄み渡っているせいで、月齢が満月に近いと月灯りが明るすぎて星を見る
には向いていません。新月の時には信じられないほどの星々が。10 分も見上げれば幾
つもの流れ星も。ドリンク付きです。
レンタバイク＆レンタカー ::: 有効時間 3 時間、自動車 4,200 円～



バイク免許がなくても普通自動車免許で乗れる３輪バイク TRIKE や、２輪車、チャ
イルドシート付き自動車などの取り揃えがあります。沖縄の音楽を聞きながら、島の
南の果てにある東大へ行き、地平線まで広がるケラマブルーを眺めたり、様々な顔を
見せるビーチを回ってみたり、夜は満天の星空や、那覇の夜景を探してみたり。楽し
いですよー。
レンタサイクル ::: 有効時間 3 時間、735 円～



マウンテンバイク、シティサイクルなどの取り揃えがあります。真夏は暑くて大変
ですが、春・秋口は山々の木々が生み出す新鮮な空気を楽しみながら、島の周囲のケ
ラマブルーを見て楽しみ、夕刻のサンセットまでゆっくりとした時間を過ごせば、日
常のストレスなど、浜辺に打ち寄せる波とともに、全て消えていきます。

リラクゼーション・:*:・(*´ｴ｀*)・:*:・
ケラマは海だけでなく、空もきれい。山もきれい。咲き乱れる南国の花々もきれい。島
に流れている音楽もきれい。静かに過ぎ行く時間もきれい。海で思いっきり楽しんで、心
癒され、心もきれいになった後は、疲れたカラダにご褒美をあげる？ 溢れそうな素敵な思
い出を海辺で拾った小さなカワイイ貝殻に込めてストラップを作ってみる？ 心がなごむ
島の音を持って帰って思い出ごと自分だけのメロディーにしてみる？ そんなリザクレー
ションやクラフトのアクティビティも盛り沢山です！



リンパトリートメント ::: 所要時間 90 分程度、15,000 円～
美しいケラマの海で心が洗われ癒された後はセラピストによるリンパトリートメン
トで、遊び疲れたカラダにご褒美をあげましょう。フェイス、手足などのパーツ、ボ
ディなどの他、フルボディコースもご用意してお客様をお待ちしております。



ネイチャーガイドツアー ::: 所要時間 2 時間程度、2,500 円～
ケラマブルーの海だけではなく、手付かずの大自然が残る渡嘉敷島の山や海をフィ
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ールドにしたネイチャーガイドツアーです。キーワードはエコ。島には昔から伝わる
色々なエコな工夫が数多くあり、自然に生きる動植物達も色々と工夫して生きていま
す。ひと味違った感動体験を。



ネイチャークラフト ::: 所要時間 1 時間程度、500 円～1,000 円
アハレンビーチに打ち上げられる色とりどりの貝殻や珊瑚を使って、携帯ストラッ
プやペンダント、ピアス、ブレス、キャンドルなどを作ってみませんか？ 材料は自分
でビーチに行って探してきてもいいし、スタッフが集めた中から選んでも OK。きれい
な海でのとっておきの思い出を込めて記念に残しましょう。



手作り三線 ::: 所要時間 3 時間程度、1,500 円～
沖縄の音楽や島唄で必需品の三線を手作りして、簡単な曲を演奏して思い出にメロ
ディーをつけてみませんか？ 三線の講師は渡嘉敷島のお祭りやイベントには必ず登
場する「渡嘉敷島のアイドル(ぇ)」クミちゃんです！リーフイン国吉のスタッフ達の合
奏とチビっ子達の踊りと歌も見逃せませんよ！

18
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その他お役立
役立ち
要チェック!! おみやげリスト
おみやげリスト(`・ω・´)b
いっぱいの思い出と写真、
、ビーチで拾ったきれいな貝殻や珊瑚、おみやげはそれだけで
おみやげはそれだけで
も十分？！ですが、ケラマ諸島渡嘉敷島
諸島渡嘉敷島でしか入手できない美味しいおみやげも
おみやげも持って帰
ってお友達やご家族、会社の
の同僚にケラマ諸島渡嘉敷島を紹介してください
してください！
島むんゼリー ::: 1 個 200 円



シークワサーやグァバ（島
島ではバンシルーと
言います）、ヤマモモ、野いちご
いちご、夏にはパッ
ションフルーツといった南国
南国の島産の天然フ
ルーツをたっぷり使ってジューシーに
ってジューシーに仕上が
っているゼリーです。着色料
着色料や香料を使ってい
ないため、一般的に販売されているゼリーに
されているゼリーに比
べて、色合いも香りも自然で
で、まるで果実その
ものを丸かじりしているようです
かじりしているようです。
離島の特産品を一同に集めた
めた“離島フェアー２００４”や、第 7 回商工会フェアー“あ
回商工会
りんくりん市”などで、優秀賞
優秀賞をもらい審査員に「うまい！」とおほめをいただいた
とおほめをいただいた特産
品です。しかし、果汁を搾る
る作業から製造まで手作業で一つ一つ丁寧に作
作っているため生
産量が少なく、渡嘉敷島でしか
でしか販売されていませんので、島に来たらぜひ
たらぜひ、食べていただ
きたい一品です。
島むんゼリー生産者のブログ: http://simamun.ti-da.net/
http://simamun.ti
島産フルーツのジャム ::: 130g 入り瓶 600 円～840 円



太陽の光をいっぱい浴びて
びて育った島の野いちごや、グァ
バをジャムにした売り切れ御免
御免の人気商品です。野いちご
ジャムは 3 月末頃から、グァバジャムは
グァバジャムは６～８月頃のみの
製造となり、在庫がなくなり
がなくなり次第終了となります。
野いちごジャムは甘みを押
押さえた仕上げになっていて野
いちごのプチプチという食感
食感が忘れられなくなるほど美味
しいです。グァバのジャムは
グァバのジャムは去年から発売された新製品で、
ザクッとした果実の食感とシークワサーの
とシークワサーの酸味が爽やかな
一品。冷やしたヨーグルトに
ヨーグルトに入れて食べると一瞬で島を思
い出せます。
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シークワサーパウダー ::: 18g 入り小瓶 480 円
シークワサーの皮と種を乾燥
乾燥させてパウダーにしました。お魚や

お肉に振りかけて焼くと臭みもとれ
みもとれ、柑橘系のいい香りで一段と美
味しく仕上がります。また、
、ドレッシングに混ぜたり、テーブルに
置いてお味噌汁や酢の物などに
などに振りかけて召し上がったりしてい
ただけます。その他、七味やこしょう
やこしょう、塩などとブレンドしてお好
みの調味料としてお使いいただけます
いいただけます。



まぐろジャーキー ::: 30
300g 入り 1,200 円
まぐろジャーキーは沖縄の
の離島「渡嘉敷島」で生ま

れました。渡嘉敷島近海はマグロの
はマグロの有名な漁場なので
す！まぐろジャーキーはその
まぐろジャーキーはその後、他の離島などにも製
法ノウハウが伝わり、沖縄本土
本土にも広がりつつありま
す。
今では製造が追いつかないほどの
いつかないほどの大人気商品にな
りました！！ こちらも売り
り決め御免な感じで在庫あ
ったらラッキー的なおみやげです
なおみやげです。島のかあちゃん達の愛情たっぷり手作
手作りまぐろジャー
キーはいかがですか？

困ったときに(´
´ω｀;)ｸﾏｯﾀﾖ…
旅の途中で、あるいはご滞在中
滞在中にお困りの際の参考マニュアルと情報を
を記載しています。



往路で船便が欠航してしまった
してしまった！ どうすればいいの？
沖縄は季節によっては
は台風の通り道です。近年は異常気象の影響で
で、沖縄近辺で熱
帯低気圧がいきなり発生
発生して台風になったりします。せっかくお会いできる
いできる機会だっ
たのにですが、こればかりは
こればかりは運なのでどうしようもありません。船便
船便が止まってしま
った時の手順を以下にご
にご案内します。
1.

お宿にキャンセルのご
ご連絡をください。
台風や熱帯低気圧等
熱帯低気圧等、悪天候による飛行機や船の欠航が理由でお越しになれない
しになれない場合は、キャ
ンセル規定外の取り扱
扱いで、キャンセルをお受けさせていただいております
いただいております。大変お手数をお掛
け致しますが、お食事
食事やお部屋の準備などがございますので、全キャンセル
キャンセル、あるいは、当日の
みキャンセル等ご連絡
連絡をよろしくお願い致します。なお、旅行代理店経由でご
でご予約、前払いされ
たお客様は、旅行代理店経由
旅行代理店経由でご連絡をお願い致します。

2.

那覇でお宿をご手配ください
ください。
泊港から渡嘉敷島への
への船便が止まった場合、他の離島への便も欠航しています
しています。そのような場
合、那覇の宿泊施設は
は混み合いますので、なるべく早い手配をしてください
をしてください。以下に、スタッフ

20

Pension
リーフイン国吉
&
Diving Pro Shop
ウォーターキッズ

が休みの時に利用するオススメな宿、お食事処、バーなどをいくつかご紹介致します。

3.



ドミトリーA



ドミトリーB



レストラン A



レストラン B



ショットバーA



ショットバーB



ショッピングスポット A



ショッピングスポット B

翌日も滞在ご予定の場合。
船便が出るかどうかは翌日の８時にならないとわかりません。 船便のお問い合わせ先は渡嘉
敷村那覇連絡事務所（098-868-7541）になります。ちなみにですが、高速艇は約 3.5m の
波で止まります。フェリーは台風が接近しない限りは運行します。波の予報などは以下の天気予
報、波予報のリンクをご参照ください。





気象庁予報: http://www.jma.go.jp/jp/warn/4735300.html



Yahoo 波予報: http://weather.yahoo.co.jp/weather/wave/



衛星画像: http://weather.yahoo.co.jp/weather/jp/images/satellite.html?c=jp_2

帰路で船便が欠航してしまった！ どうすればいいの？
ご滞在中に熱帯低気圧、あるいは台風が発生し、航路が止まってしまう自体になっ
てしまうような際は、なるべく早くに館内放送にてその旨をご連絡しております。最
近は異常気象の影響か、極稀にケラマ諸島近くで熱帯低気圧が急激に発達して台風に
なってしまうケースや、本来来ないはずの経路から台風が来たりする事が増えていま
す。予めご了承いただけますようお願い申し上げます。
1.

フライト予定に間に合わない場合。
渡嘉敷村那覇連絡事務所（098-868-7541）で船便の欠航証明書をもらいます。欠航証明
書は事務所で直接もらうか FAX で郵送してもらうことができます。欠航証明書を入手したら航
空会社に電話をして、台風による船便の欠航でフライトに間に合わない事を伝え、フライト便を
差し替えてもらいます。場合によっては FAX で欠航証明書を送付するように言われますので、
その際はフロントまでお越しくださいませ。

2.

台風直後の荒れた海で船に乗ると酔いそう・・・。
フロントにて酔い止め薬を 200 円でお分けしています。ご出発の一時間前位にお飲みになっ
た上で、船に乗ったらなるべく船尾の席を確保してください。（船は船首に近いほど揺れが大き
くなります）フェリーの場合は、後尾のほうに小さい個室が２つあります。ここに乗って寝てし
まうのが一番の良い方法です。高速艇の場合は、揺れると言ってもドンドンという衝撃があるく
らいで滅多に酔いません。
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日に焼けすぎて痛くて眠れない・・・。
昼間遊んでいる時に気づかなくて、夜中に痛みが出てくることがあります。その際
は、アロエオイルのサンプル貸し出しと、1,050 円で販売をしておりますので、フロ
ントまでお越し下さいませ。また、お申し付けいただければ氷袋をご用意致しますの
でタオル越しに冷やしてください。
（※看護師さん曰く、冷やすのが一番だそうです）

沖縄の危険生物情報
沖縄には有名な毒蛇ハブがいます。沖縄諸島の中では生息する島としない島があります
が、残念ながらケラマ諸島の渡嘉敷島にもハブは生息しています。…が、集落では数年で
一度目撃情報や捕獲情報があるくらいで、住んでいても出会う事がありません。でも、全
くの無知は危険です。ここでは、ハブをはじめとした危険生物の情報を掲載し、危険の事
前回避と万が一の場合の対処方法について記載しています。



ハブ
我が国最大の毒蛇です。毒性や攻撃性も世界でも指折りです。被害は 1965 年 435
人がハブやその仲間に咬まれて 7 人が亡くなっています。1967 年には 549 人が咬
まれ、5 人が亡くなり、その後多少の増減があっても、全体的に減少傾向が続き、2007
年にはハブに咬まれた人は 91 人で死亡例は 0 人となりました。医療技術の発展とと
もに死亡件数は減少していますが噛まれれば激痛が伴います。未然に被害を防止する
対策の知識を得てください。
1.

夜に暗い道を歩く場合は、必ず懐中電灯を持って行く。
（単独では歩かない）
ハブも、人間を怖がっていますので多くの場合は逃げますが、踏んでしまうとさすがに噛みつき
ます。保護色のため、識別しにくいですが、夜間は必ず懐中電灯を持って歩くようにしてくださ
い。また、単独で歩いていて噛まれた場合、助けを呼ぶ際に毒が回って重症化する場合がありま
す。一人歩きは避けましょう。

2.

昼間でも、畑や草むらには立ち入らない。石垣などに近寄らない。
ハブは日中寝ていますが、刺激されれば攻撃してくる可能性があります。ハブの寝ているような
場所には近寄らないようにしましょう。どうしても草むらなどを歩く場合は２～３ｍの長い棒を
持って地面を叩きながら歩くようにします。

3.

ハブを見かけたら現地の人を必ず呼び、自分でどうにか対応しようとしない。
ハブは、体温などの熱に対して攻撃してきます。従って、布を広げたり、棒などで威嚇をしたり、
攻撃を避けようとしても、ハブは的確に手などの体温のある場所をかなりのスピードで攻撃して
きます。知識や経験のない人が噛まれるのはこのためです。見かけたら逃げるか、島の住民にま
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かせましょう。

万が一、噛まれてしまった場合は冷静に対応しましょう。まず、叫んで人を呼んで
ください。次に毒を吸いだします。毒の吸出し器があれば理想ですがない場合は、口
で傷口から吸い出します。この際、10 回程度繰り返して吸いだす必要があります。吸
いだした後は水で口を濯いでください。次に病院に行って手当てを受けます。なるべ
く動かないのが理想なので、周囲にいる車にお願いして乗せてもらいましょう。以上
の的確の対応をした上で診療を受ければ死ぬことはありませんし、部分的な壊死など
の後遺症も少なくて済みます。小さなお子様などをお連れの場合はご注意ください。



ハブクラゲ
毒蛇よりも意外と被害が多いのがハブクラゲです。夏期 6 月～10 月に波の静かな入
江や港などに発生します。刺されるとショックが大きく小さなお子様の場合は、ショ
ックで心停止する事があるので注意が必要です。多くの管理されているビーチでは、
防止ネットやライフセーバーなどの定期的な見回りなどで対策がとられていますが、
人のいない場所で泳ぐ場合などは、緊急時に備えて対処する心構えが必要になります。
1.

水面に浮いているものに注意するクセを付ける。
幸いにも沖縄周辺の海は透明度が高く、周囲を見渡すことができます。ハブクラゲは傘の直径が
10～30cm あり、足の長さも長いので比較的識別しやすいです。もし見かけたら速やかに岸に
あがって、その場所での遊泳を中止して現地の住民に知らせましょう。

なお、刺された場合は激しい痛み、意識障害、呼吸抑制、心筋障害などに見舞われ
る可能性があり非常に危険です。自力では動けない場合が多いため、まずは２次災害
に注意しながら救出して安静にさせます。心停止している場合は心臓マッサージを行
ないます。この際、触手が残っている場合は、酢で洗い流しながら刺胞を丁寧かつ速
やかに取り除き、必ず病院で診察を受けてください。



カツオノエボシ
別名ブルーボトルと呼ばれる危険生物です。クラゲ似ていますがクラゲと違って一
個体ではなく、ヒドロ虫が数千～数万個体集まった集合生命体のようなものです。ハ
ブクラゲと違って海の色に溶けこむ色をしていたり、識別可能な本体は水面にプカプ
カ浮いていて、その下に細い触手が数メートル伸びていたりして、なかなか目視で判
別できない上に、刺されると強烈な痛みに襲われ、場合によってはショック死や呼吸
困難に陥ったりすることから、ビーチでは非常に危険な生物として怖がられています。
カツオノエボシは自力で泳ぐことができないため、波や風の影響を受けやすく、季
節によって大量発生してビーチに出現するため、刺された時に逃げている途中で複数
箇所を刺されたり、数メートルにおよぶ触手が体中に巻きついたりし、重症化しやす
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く大変危険です。見かけたら速やかにビーチにあがって監視員に知らせ、決して触れ
ないでください。なお、ハブクラゲで有効とされる酢は、カツオノエボシには厳禁で
す。真水も同様で刺胞の発射を促進して重症化する原因になりますのでかけないよう
にしてください。



ウミヘビ
陸上のあらゆる蛇よりも毒性が高いと言われるウミヘビです。毒性はハブの 70～
80 倍と言われるほどの強さです。しかし、性格は大人しく、口も牙も小さいため、人
間を襲ってくることはまずありませんが、繁殖期に近づきすぎたり、いたずらをした
りすると襲ってくる場合があります。また、噛まれても痛みを感じることがなく、患
部も大きな変化がないが、時間の経過とともに、手足の運動障害などが起こり始め、
重症の場合は呼吸麻痺や心不全を起こして死に至るので細心の注意が必要です。



オニダルマオコゼ
英名 Stone Fish という名のとおり、珊瑚礁に隠れていると岩と区別がつかない背ビ
レに猛毒を持つ魚です。岩の質感や藻の状態などが岩そのもののように精巧に施され
ていて、ほとんど動くこともないので、気づかずに踏んでしまうことがあります。そ
の毒も強力で、激痛を伴う上に、壊死、発熱、嘔吐～呼吸困難を起こし、最悪の場合
は死に至るケースもあるので注意が必要です。近年、ダイバーが刺されて死亡するケ
ースが増加しています。



ミノカサゴ
ダイビングで人気の見た目が美しい魚です。見た目と異なり毒性が強い上、トゲが
鋭く、ダイビンググローブやウェットスーツの上から、トゲが突き抜けて刺されるケ
ースがあることです。いたずらをしなければ向かってくることはありませんが、こち
らが威嚇をした場合に、背ビレを立てて向かってくる場合があります。刺されるとオ
ニダルマオコゼと同じく激痛を伴い、壊死や呼吸困難を起こす可能性があり、ダイビ
ング中は特に危険です。



ウンバチイソギンチャク
数あるイソギンチャクの中で、突出した毒を持つのがウンバチイソギンチャクです
南国の海では派手な色のイソギンチャクが多い中、岩や藻のような保護色や形をして
いる場合が多く、見分けるのが困難な危険生物です。刺された場合は激痛と腫れに襲
われ、酷い場合は壊死、嘔吐、痙攣、呼吸困難に襲われる可能性があり十分に注意す
る必要があります。



サメ
ダイビングなどで水深がある所に行かなければ、遭遇することはまずありませんし、
ケラマ諸島で出会うサメは殆どがホワイトチップシャーク（ネムリブカ）という比較
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的大人しい性格のサメです。と、言っても、サメがお腹を空かせている場合や、メジ
ロザメやタイガーシャークなど凶暴とされる種類に出会う可能性がないとは言えませ
ん。鑑賞目的であれば出会えればラッキーですが、手足をばたつかせたり刺激をした
りすれば危険を伴います。出会った場合は、冷静にインストラクターの指示に従って
見守ってください。また、怪我をしている場合は、僅かな出血でも血の匂いを嗅ぎつ
けてやってくる可能性がありますので海に入らないでください。



ダツ
普通に表層を泳いでいる姿を見ることができる魚です。サンマのようなサヨリのよ
うですがもっと大きい魚です。昼間は害のない魚も夜になると状況が一変します。こ
のダツは、夜になると猛スピードで泳いで、光るものに突進してくる習性があり、頭
が鋭く尖っているのです。群れる習性もあるため、時には硬い船体にも突き刺さるこ
とがある鋭い大量のナイフが突進してくると想像してください。さらに刺さった後に
暴れるため、傷口が広がり危険です。ナイトダイビングや、夜釣りの際は注意をする
必要があります。
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