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■【Currentsとは】 瀬良垣の「瀬」は流れ。“Currents” という流れを意味する言葉の中に、移りゆく瀬良垣の光、波、空気のなかで、いつもとは違う自分を発見していただく。ホテルはそこにやさしくもアクティブにも寄り添っていく。そんな思いを込めました。

昨年から数多く寄せられていた「平日もブッフェが食べたい」の声に

お応えして、イタリアンレストラン『クッチーナ セラーレ』に平日限定

の「オーダーランチブッフェ」メニューが誕生しました！ 前菜からパス

タ、メイン料理にデザートまで、本格イタリアンメニューが食べ放題。

パスタやピザは、注文をいただいてから作り、できたてをご提供します。

さらに、オールデイダイニング『セラーレ』では先月よりディナーを一新。

シーフードや肉を香ばしく焼き上げたグリルドメニューが大充実！  近

年評価が高まるルーマニアやモルドバ産のワインと共にお召し上がり

いただけます。昼は、好きなものを好きなだけ。夜は、豪快にたっぷり

と。舌もお腹も大満足のリゾートダイニングをご堪能ください。
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ディナーでは、新鮮なシーフードや肉、野菜などのグリルドメニューやルーマニア産ワインなどを
お楽しみいただける「The Burnt」という新コンセプトメニューが大好評！

前菜4種、特製パスタやピザ各2種、シェフおすすめの日替わりメイン料理2種などから自由に選べ
るランチブッフェ。海が見えるテラス席から堪能できる、リゾートならではの景色もご馳走。

好きなものを
好きなだけ♪
欲張りダイニングへ
ようこそ！ 

沖縄ごよみ

旧暦2月15日。春の彼岸
のこと。昔は本州同様に
お墓参りをしていたが、
現在は家の中のヒヌカン
（火の神）や仏壇に供物を
捧げ、家族の健康と円満
を祈願する御願（ウガン）
儀礼となっています。

2019年 3月21日
（木・祝）
二月彼岸

（ニングヮッチヒガン）

旧暦行事を知れば、
沖縄の暮らしが
見えてくる

ボードの上に立ってバラン
スを取りながらパドルを漕
ぐアクティビティ。悠々と
水上散歩を楽しむ、ヨガを
して体幹を鍛える、寝そべっ
て空を眺めるなど、アクティ
ブにもスローにも無限に楽
しめます。

何も妨げるものがない
大海原へ自由に漕ぎ出
せるのがカヤックの醍
醐味。波の音や海風、
太陽などの自然も間近
に感じられ、開放感たっ
ぷり。海面も近く、フレ
ンドリーな魚たちとも
触れ合えます！

【ご予約・お問い合わせ】ザ・アイランド1階「リゾートセンター」
TEL.098-960-4321／ホテル内線番号：51

沖縄、3月、ときたら、海開き！『ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 

沖縄』では、透明度が高く生態系も豊かな瀬良垣の美しい海をよりいっそうご

堪能いただきたく、「瀬良垣島マリン＆アクティビティクラブ by ハイアット リ

ージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄」を立ち上げ、数々の魅力的なマリンプ

ログラムをご用意します。これまでのマリンプログラムに加え、リラックスし

た環境で海中感覚を味わえるラグーンでの体験ダイビングや、瀬良垣の色とり

どりの魚や珊瑚礁に出会える体験ダイビングといった、待望のダイビングプロ

グラムが登場！　世界中のダイバーからも支持される神秘的な水中世界にう

っとりすることでしょう。人気のSUPやカヤックなら、雄大な海との一体感が

味わえ、開放感もひとしお。さあ、瀬良垣の海をとことん楽しみつくしましょう！

Diving
体験ダイビング Sup

SUP体験

Sea Kayaking
シーカヤック

【ご予約・お問い合わせ】ザ・アイランド1階「リゾートセンター」
TEL.098-960-4321／ホテル内線番号：51

世界最大のスクーバ･ダイビング
教育機関PADIの認定インストラ
クターが、神秘的な水中世界へと
ご案内します。透明度が高い瀬良
垣の海は、潜るだけで非日常の世
界へトリップ。カラフルな熱帯魚
や珊瑚に迎えられ、その興奮と楽し
さは留まるところを知りません。ダ
イビング入門者でも、世界中のダ
イバーから人気を集める沖縄の海
を気軽にお楽しみいただけます。

瀬良垣島マリン＆アクティビティクラブ誕生！

待
ち
に
待
っ
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Sea, pool, beach and more, all outdoors are fields of activities.

CAMP HYATT PROGRAM 砂絵遊びや貝殻工作、シーサーとのふれあいなど、お子様向けの楽しいワークショップが勢ぞろい！

最新スケジュールは、
こちらからも
ご覧いただけます。

For the schedule in
English, scan here.

最新スケジュールは、
こちらからも
ご覧いただけます。

For the schedule in
English, scan here.
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MONTHLY RECOMMENDATIONS

WELLNESS PROGRAM MARINE PROGRAM 

海やプール、ビーチまで、屋外すべてがフィールド！
MARCH

【全プログラムのご予約・お問い合わせ先】
ザ・アイランド1階 「リゾートセンター」  ホテル内線番号：51

※開始1時間前までにご予約ください。※12歳未満のお子様のご利
用には保護者の同伴が必要です。※各プログラムには定員がござい
ます。満席及び器材数によっては、ご参加いただけませんので、ご
了承ください。※すべてのアクティビティやプログラムは、予告なく
変更または中止となる場合がございます。※天候、海象、潮の干満、
器材整備等の理由により、開催時間の変更や中止となる場合がござ
います。※プログラムによっては、お客様の健康状態などを鑑み、参
加をお断りする場合がございます。※60歳以上75歳未満の方は、
病歴にかかわらず医師の診断の上、医師の同意書が必要となります。

最新スケジュールは、
こちらからも
ご覧いただけます。

For the schedule in
English, scan here.

※各プログラムには定員がございます。満席及び機材
数によっては、ご参加いただけませんので、ご了承くだ
さい。※すべてのアクティビティやプログラムは、予告
なく変更または中止となる場合がございます。※天候、
海象、潮の干満、機材整備等の理由により、開催時間や
実施場所を変更・中止する場合がございます。※プロ
グラムによっては、お客様の健康状態などを鑑み、参加
をお断りする場合がございます。

【プログラムのご予約について】

・★印：前日19:00まで
・～12:00（★印除く）：前日20:00まで
・12:00以降：開始1時間前まで

にご予約ください。

※★のプログラムは前日19時までにご予約ください。その他のプログラムは、開始1時間前までにご予約ください。 ※各プログラムの年齢表記
は推奨年齢です。表記以外の年齢のお子様のご参加についてはお問い合わせください。※「7～12歳向けクラフト教室」では、「リトルシェフ」以
外すべてのプログラムをお選びいただけます。※各プログラムには定員がございます。満席及び機材数によっては、ご参加いただけませんので、
ご了承ください。※天候、機材整備等の理由により、開催時間や実施場所を変更・中止する場合がございます。※すべてのプログラムは、予告な
く変更または中止となる場合がございます。※プログラムによっては、お子様の体調などを鑑み、参加をお断りする場合がございます。
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「エナジーフレーム」でユニークな1枚を撮ろう！

『ククル』、誕生！

3月22日（金）に行われる「瀬良垣ビーチ・プー
ル開き」を祝い、3月22日～24日の3日間、
さまざまなプログラムやイベントを実施します。
海とプールのお祓いを行い、安全祈願をした
後は、ビーチにダンサーが登場。華やかなオー
プニングパフォーマンスをくり広げ、夕暮れ
時にはDJパフォーマンスがプールサイドを

盛り上げます。Tシャツのリメイクを楽しめ
るワークショップも開催！  さらに、ビーチや
プールサイドには、アーティスト／ペインター
の『げるたま』さんによるフォトフレーム型
ペイントアート「エナジーフレーム」を設置。
元気が湧いてくるカラフルなフレームで、ぜ
ひ思い思いの撮影をお楽しみください。

3月22日から海開きイベントが盛りだくさん！

撮った写真はハッシュタグ「＃hyattregencyseragaki」をつけて Instagramに投稿しよう！

セルフストレッチ
［30/60分間］

ストレッチポールエクササイズ
［30/60分間］

バランスボールエクササイズ
［30/60分間］

サイクリング
［60/90/120分間］

体幹トレーニング
［30/60分間］

ウォーキング、ジョギング
［60分間］　　　　　  ［60/90分間］

当日に開催可能なプログラムの中から、内容や実施時間等
お客様のご希望に応じてプログラムをご提供いたします。
お気軽にお問い合わせください。

「やってみたい！」の
思いにお応えする

カヤックに乗り、おだやかな潮風を体に受けなが
ら瀬良垣島を1周します。高い透明度や色鮮やか
な珊瑚など瀬良垣の美しい海を満喫。シュノーケ
リングが楽しめるプログラムもございます。

シーカヤックツアー
［毎日］9:00/11:30/14:30
90分間／3歳以上

泳げない人でも参加できるダイビング入門コース。
浅瀬での講習後、インストラクターとともに、透明
度が高く美しい瀬良垣の海中世界をお楽しみいた
だけます。珊瑚や魚たちとの出会いも興奮もの。

体験ダイビング
［月 /水 /木 /土 /日］14:30
120分／10歳以上

大きなパドルボードの上に立ち、カヌーのように
パドルを使って海を漕ぎ進むウォータースポーツ。
透明度抜群の海や、沖縄の雄大な自然を眺めなが
らの優雅な水上散歩をご堪能ください。シュノー
ケリングも楽しめるプログラムもございます。

SUP（スタンドアップパドル）体験
［毎日］9:00/11:30/14:30
90分間／10歳以上

海水を直接引いたラグーンでの体験ダイビング。
水温があたたかく、天候の影響も受けにくいため、
リラックスした環境で潜れます。水の中で呼吸で
きる感動、無重力体験など驚きが盛りだくさん！

ラグーン体験ダイビング
【3月10日まで】［土 /日］14:00
60分間／10歳以上

浅瀬から沖まで自在にアプローチできるカヤック
に乗り、あたたかく心地よい潮風を体に受けなが
ら最高のフィッシングポイントを狙います。美し
い瀬良垣の海上で優雅にたたずみつつ、醍醐味
のあるフィッシングをお楽しみいただけます。

カヤックで行く
フィッシングツアー
［毎日］9:00/11:30/14:30

120分／12歳以上

※キャッチ＆リリース方式。餌釣り（オキアミ使用）。
※一人乗りカヤック1艇と釣り竿1本セット。
※釣り竿は『SHIMANO Bantam274M』を使用。
　リールは『SHIMANO STRADIC SW4000HG』を使用。
※12歳未満のお子様ご参加希望の際は、お問い合わせください。

さわやかな朝の光のなかで、ひとつひとつ丁寧に
基礎的なポーズを取りながら心身の調和をはかり
ます。ひと呼吸ごとに瀬良垣の美しい空気で体が
満たされ、終わった後の爽快感はひとしおです。

瀬良垣モーニングヨガ ★
［毎日］8:00
60分間／12歳以上

座りポーズや寝ポーズを取り入れ、ゆったりと呼
吸をしていただきながら心身をほぐし、深いリラ
ックスへと導きます。ヨガ入門者や日ごろ運動を
されていない方でも気軽にご参加いただけます。

リラックスヨガ
［火 /木/土］14:00
60分間／12歳以上

瀬良垣の美しい海を見ながら、さわやかな島風を
頬に受けて走るのは格別の気持ちよさ！　走力に
合わせてペース設定を行うので、初心者から上級
者までそれぞれのレベルでお楽しみいただけます。

ジョギング ～美しい自然に包まれて～
［毎日］10:30
60分間／12歳以上

～沖縄の文化に触れよう～  初めての三線体験
［水 /日］16:00

歴史と文化に育まれた琉球の伝統楽器、三線を楽
しく学びます。三線のやわらかな音色が心身に響
きわたり、ゆったりとした流れに身を委ねる心地
よさを味わえます。

60分間／12歳以上

見通しがよく走りやすい国道58号線を、ロードバ
イクで颯爽と駆け抜けます。周りに広がる海や木々
の美しい景色を楽しみながら有酸素運動が行えて、
ストレス解消にも効果的です。

58号線うみかぜ自転車旅
［毎日］8:30
90分間／8歳以上

心地よく全身を伸ばしながら柔軟性を高め、日常
生活やデスクワークなどで凝り固まった筋肉をリ
フレッシュ。血行促進や体温上昇も期待でき、終
わった後は体が軽くなるのを実感できるでしょう。

リフレッシュストレッチ
［月 /金］15:30
30分間／12歳以上

プライベートプログラム
［毎日］10:00 - 17:00 瀬良垣の

風や光を
体で感じよう

TIME

8:30-10:30
カラーサンドで
遊ぼう★

4歳～6歳向け

沖縄シーサーに
触れよう★

4歳～6歳向け

カラーサンドで
遊ぼう★

4歳～6歳向け

瀬良垣で作ろう
貝殻工作★

4歳～6歳向け

沖縄シーサーに
触れよう★

4歳～6歳向け

瀬良垣で作ろう
貝殻工作★

4歳～6歳向け

カラーサンドで
遊ぼう★

4歳～6歳向け

12:00-14:00
リトルシェフ★
4歳～12歳向け

瀬良垣で作ろう
貝殻工作

4歳～6歳向け

沖縄シーサーに
触れよう

4歳～6歳向け

リトルシェフ★
4歳～12歳向け

カラーサンドで
遊ぼう

4歳～6歳向け

沖縄シーサーに
触れよう

4歳～6歳向け

瀬良垣で作ろう
貝殻工作

4歳～6歳向け

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

15:00-17:00
7歳～12歳向け
クラフト教室
（3/4-3/31）

7歳～12歳向け
クラフト教室
（3/4-3/31）

7歳～12歳向け
クラフト教室
（3/4-3/31）

7歳～12歳向け
クラフト教室
（3/4-3/31）

7歳～12歳向け
クラフト教室
（3/4-3/31）

7歳～12歳向け
クラフト教室
（3/4-3/31）

7歳～12歳向け
クラフト教室
（3/4-3/31）

マリンスタッフおすすめのポイントで、水面に浮か
んだ状態で瀬良垣の美しい海中世界を楽しみます。
さまざまな種類の珊瑚や魚が間近に見える瀬良
垣の豊かな生態系は、驚きと興奮の連続です。

シュノーケリング
［毎日］9:00/11:30/14:30
90分間／6歳以上

SPECIAL 

NEWS

フロントでみなさまをお
出迎えするクジラの愛
称が「ククル」に決定し
ました！　これは、沖縄
の言葉で「心」や「思い
やり」という意味。「ク
クル」の響きと存在が、
人々の心と心を繋いで
いけますように。
※公募にご参加いただいた
みなさま、ありがとうござい
ました。

3/1-3/3　15:00-17:00　
ひな祭り特別プログラム
ひな人形を作り、沖縄のひな祭り
「浜下り」体験を楽しもう！


