
ナビービーチの5つのセールスポイント
①恩納村の中心に位置し万座毛と

東シナ海を望むロケーション
抜群なビーチでBBQランチも出来ます

②湾内になっており
比較的穏やかなビーチで

実施率が高いです

③天然サンゴはもちろん
他には無い海中サンゴ

養殖畑が観れます

④定番マリンスポーツはも
ちろん漁業組合協力のもと
海人（漁師）体験できます

⑤荒天時の代案も
お任せ下さい

（ビーチクラフトなど）

お気軽にお問い合わせ下さい 恩納海浜公園ナビービーチ 098-966-8839 ✉info@nabee.info

mailto:info@nabee.info


施設名：恩納海浜公園ナビービーチ 連絡先：098-966-2900

メニュー名 内容 及び　実施期間 学習効果
実施暦

（年間実施
数）

カテゴリー
（○印記入）

所要時間 催行場所
最大受入

人数

◯1：マリン

　2：食 　

5校 　3：文化・芸能 2時間～ 恩納海浜公園
540名 　4：歴史・平和 3時間 ナビービーチ

◯5：生活・自然
　6：その他

◯1：マリン

　2：食
2校 　3：文化・芸能 2時間～ 恩納海浜公園

148名 　4：歴史・平和 3時間 ナビービーチ
◯5：生活・自然

◯1：マリン

　2：食

３４校　 　3：文化・芸能 1時間～ 恩納海浜公園

2,471名 　4：歴史・平和 3時間 ナビービーチ

◯5：生活・自然

　6：その他

　お得セットプラン2商品

◯1：マリン

　2：食

　3：文化・芸能 3時間～

　4：歴史・平和 8時間
　5：生活・自然
◯6：その他

　1：マリン

◯2：食

12校 　3：文化・芸能 1時間～ 恩納海浜公園
1,196名 　4：歴史・平和 2時間 ナビービーチ

　5：生活・自然
　6：その他

※受入人数の関係上、1回で実施が出来ない場合、2回転等になります。詳細につきましてはナビービーチまでお問い合わせください。

サンゴ養殖施設にてサンゴや
自然環境について学び、
シュノーケルをしながら、自分
でサンゴ苗を植え付け、海中
サンゴ畑を観察します。

サンゴや熱帯魚が沢山いる
ポイントで海中観察、餌付け
を楽しみ、浅瀬で水中にいる
貝を素潜りで獲って頂き
ビーチにて実食。

恩納海浜公園ナビービーチに
て各種マリンスポーツが体験
出来ます。

運動会は会社の職場、学校
のクラスなどの活性化や一体
感を図り、チームの結束力を
高めるためにとても有効な手
段です。

期間：　通年

期間：　通年

期間：　通年

　6：その他期間：　通年

バナナボート体験

シュノーケル体験

シーカヤック体験

サンゴ再生プログラム
シュノーケル

恩納村
海人（漁師）体験

貝獲り漁
獲った貝実食付

200名

期間：　通年

ナビービーチ
運動会

普段は見られない上司や部下の顔、ク
ラスメートの意外な能力発掘を図り、同
じ目標に向かって気持ちを一つにし、工
夫や仕掛けを取り入れ、コミュニケーショ
ンを高める体験学習です。

2校
200名

恩納海浜公園
ナビービーチ

　ビーチバーベキュー

ランチ時間に合わせて、
恩納海浜公園ナビービーチに
てビーチバーベキューが楽し
めます。

200名

200名

200名

200名

生徒同士で協力し調理する事で、仲間と
の共同作業の中で絆を高める効果があ
り、より一層美味しく頂けます。

各種マリンスポーツを通し自然環境や、
海への対応、仲間との集団行動により
絆を高める効果があります。

サンゴ礁や沢山の熱帯魚、海中生物を
観察し、実際に貝を獲り、大自然からの
恩恵に感謝をし、獲った貝を食べる事が
出来ます。自然の大切さを考え、学び、
実行する体験学習です。

サンゴ再生プログラムを通し、自然や地
球温暖化などの環境学習を行い、自然
の大切さやエコを学び、考え、実行する
心を育む体験学習です。



サンゴ再生プログラム
シュノーケル

水深1～2ｍ 所要時間：2時間～3時間
受入人数1名～200名

沖縄の海は壮大なサンゴ礁が広がり、サンゴを
住まいとする魚介類が豊富で、世界屈指の自然
環境を誇っていましたが、近年の地球温暖化や
赤土流出でサンゴの白化現象による死滅、オニヒ
トデ大量発生での食害等でサンゴが激減し、危機
にさらされています。県では官民一体となり様々
なプロジェクトに取り組んでいます。

このプログラムは自然環境の大切さを学び・考
え・実行する心を育む体験学習です。

健康なサンゴ
地球温暖化や赤土
流出による白化現象
で死滅したサンゴ

サンゴ養殖施設にて
サンゴの勉強をします。

固定用ブロックに取り
付けられたサンゴを使
います。

シュノーケルポイント
にてサンゴ畑の鑑賞
熱帯魚へ餌付け体験。

受け取ったサンゴの苗
植え付けます。

皆さんが植えたサンゴが
小魚達の住処になります。



貝獲り漁
獲った貝実食付

サンゴや熱帯魚の豊富なポイントで、ライフジャケットを着用してスノーケルをしなが

ら海中を観察します。餌付けをしながら貝類の豊富な浅瀬へ移動し、2人1組になりマ

ガキ貝等を素潜りで獲って頂きます。スノーケル・素潜りにつきましては講習をし、初

心者でも楽しめる様に水深の浅い漁場を案内させて頂きます。

水面から見ていたお魚やサンゴが素潜りをする事により、まじかで観察する事が出来

ます。浮上する際に水面がキラキラしてとても幻想的です。こういった事も素潜りの醍

醐味でもあります。

水深1～2ｍ 所要時間：1時間～2時間
受入人数1名～100名

ウェットスーツに
着替え、シュノー
ケル講習を行い、
ボートでポイント
まで向かいます。

シュノーケルで
キレイなサンゴ

や熱帯魚の観賞。
餌付けもやって

みよう！

漁場へ移動し、
素潜りで貝を獲
ろう！主に獲れ
る貝は、コマガイ
和名：マガキ貝
方言：ティラジャー

ビーチに戻り、
収穫した貝を海
人流に調理。

海の恩恵に感謝
しつつ実食♪



万座毛を海から
眺める

バナナボート

万座毛を海から
眺める

シーカヤック

ボートで行く
クマノミ

シュノーケル

水深1～2ｍ 所要時間：2～3時間
受入人数1～200名

万座毛エリアならではの
定番マリンスポーツ

パック料金が断然お得！

通常のマリンスポーツ体験学習も
行っております。沖縄の青い海を
おもいっきり満喫出来ます。

１度に10名まで乗れる
バナナボートで爽快ラ
イディング！

透明度の高い海で色鮮
やかなサンゴや熱帯魚
を観察！餌付けで魚と
急接近★

海風を感じながらゆっ
たりクルージング。イン
ストラクターがポイント
にご案内致します。



ナビービーチ
運動会

所要時間：3時間～8時間
受入人数10～200名

運動会は会社の職場、学校のクラスなどの活性化や一体感を図り、チームの結束力を高めるためにとても
有効な手段です。
チームビルディングやリーダーシップに繋がるような工夫や仕掛けを取り入れることで、普段は見られない
上司や部下、クラスメイトの顔、意外な能力発揮の場を目の当たりにするかもしれません。全員が一丸となり、
運動会開催という目標に向かって取り組めるように準備を進めていくことが大切です。
競技やチームを決める前にアンケートやミーティングの場を設けて全員で内容を共有する事で、運動会は
必ずや成功に導かれるはずです。
皆で創り上げる運動会、これこそが運動会の醍醐味といえるでしょう。

１・事前に決めて頂く事
幹事 開催日 開始終了時間 競技種目 チーム分け種目別参加者 一人２～３回
種目別参加者名簿に記入 チームカラー 選手宣誓 優勝チームにはバナナボート
こちらでタイムテーブルを作成いたします。 司会進行はこちらで行います。

２・準備運動
日頃運動に縁がない方もいると思いますので、急な運動での怪我を防ぐ為にも
準備運動はしっかり行い、こまめに水分補給や休憩をとりましょう。



修学旅行生用

バーベキュー

所要時間：1時間～2時間
受入人数：200名

通年利用可能

ランチの時間に合わせて、海を一望
できる沖縄らしい赤瓦屋根の東屋で
バーベキューが出来ます！
生徒同志協力して調理をする事で、
協調性が育まれます。
目の前のビーチを眺めながら食べる
バーベキューはより一層美味しく感じ
られます！

(一人前)
・牛カルビ 120g
・ウィンナー 2本
・焼き鳥 2本
・キャベツ 70g
・玉ねぎ 50g
・ピーマン 30g
・ライス 200g

バーベキューセット一式

焼肉用タレ、油、塩コショウ、割り箸、紙皿、タオルペーパー込み
※その他、焼きそば別途 1kg単位で注文可。


