
身も心も元気で
満たされる快感。
　瀬良垣の美しい自然に囲まれた『スパ はなり』。開

放的な空間で受ける至福のトリートメントのなかでも

人気を博するのが「HANARI ウェルネスプログラム」

です。お客様の今の心と体の状態をカウンセリングし、

最適かつ必要なスパメニューとウェルネスプログラム

を組み合わせる。つまり、世界でも珍しい「オーダーメ

イドのウェルネス」という新提案なのです。

　スパメニューは、タイのラグジュアリースパブラン

ドのオイルを使用したトリートメントや、カラーセラピ

ーとアロマテラピーを組み合わせて心と体と感情の調

和を図る「マインドフルネス アロマテラピー」など、自

身に“気づき”をもたらしてくれるものばかり。

　さらに、リラックス系からフィットネス系まで豊富に

そろうウェルネスプログラムで体を動かすと、今まで

になく心身がすっきりのびやかになるのが感じられる

でしょう。体が喜び、どんどん元気が湧き上がってく

る充実感と心地よさを、ぜひ体感してみてください。

　少し涼しくなり、穏やかな天候に恵まれる沖縄の10月。過ご

しやすい日が増えるこの季節は、アウトドアのアクティビティに

最適です。たとえば、自転車でホテル周辺を散策する「58号線

うみかぜ自転車旅」なら、秋の島風を全身に浴びて爽快になれる

こと間違いなし。また、瀬良垣の豊かな自然のなかでのジョギン

グやヨガでは、おのずと呼吸が深まり、新たな気づきや発見に出

会えるでしょう。世界で人気が高まっている沖縄空手で、思い

っきり汗をかくもよし。まだ海水浴が楽しめるこの時期に、マリ

ンアクティビティにチャレンジするもよし。体を動かした後、心

身をすがすがしく吹き抜けていく島風の心地よさは格別です！

さわやか島風で
気持ちも晴ればれ♪

1.現地のセレブリティからも愛されるタイのスパブランド「パンピューリ」
のオイル。スパメニュー「ホリスティック マッサージ」などで使用。2、4.「マ
インドフルネス アロマテラピー」では、直感で気になる色のキャンドルや
好みの香りの精油から心と体の状態を探る。3.足湯に使う素材は、紅型
陶器の皿にのせて。5 .ウェルカムドリンクはピタヤとシークヮーサーの
葛湯、施術後は月桃のハーブティーですっきり。6、7 .日常を忘れさせる
上質な空間。8.「琉球コンプレス」では自家製ハーブボールを使用。

1.「58号線うみかぜ自転車旅」は、クロスバイクでミニトリップが楽し
めるプログラム。2.歩くより速くて自転車よりも簡単な電動アシスト三
輪車「ウォーキングバイシクル」で、島内をすいすい駆け回るのも爽快。
3.緑、海、石灰岩が生み出す地形。瀬良垣の自然は見どころたっぷり！

ウェルネスプログラムのひとつ「モーニングヨガ」。海
を見ながらゆったり体を動かす心地よさを味わって。

沖縄ごよみ

旧暦8月27日。旧暦8月
の最終週に行われ、今年
で4回目を迎える県内屈
指の花火大会。沖縄一の
尺玉花火数は壮観。打ち
上げ前には、恩納村青年
団によるエイサー演舞や、
音楽ライブのイベントも。

2018年10月6日（土）
【恩納村美ら海
花火大会】

旧暦行事を知れば、
沖縄の暮らしが
見えてくる
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【ご予約・お問い合わせ】ザ・アイランド2階『スパ はなり』
TEL.098-960-4288／ホテル内線番号：60

【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
ホテル内線番号：51
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10:00-17:00

プライベートプログラム
11:00-17:00

プライベートプログラム

11:00-16:00

プライベートプログラム

数量限定！ 参加いただいたお子様全員に、
オリジナルTシャツをプレゼント！（10/31まで）

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
サンゴなど瀬良垣の美しい海を満喫。カヤック未
経験者や小さいお子様も参加OKです。

シーカヤックツアー

対象年齢：3歳以上　所要時間：90分

Body awakens in nature.

瀬良垣島のビーチから海にエントリーし、水面に
浮かんだ状態で美しい海中世界を楽しみます。さ
まざまな種類のサンゴ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。

ビーチシュノーケル

対象年齢：6歳以上　所要時間：90分

MARINE PROGRAM
9:00～17:00（最終受付）

空手の発祥地・沖縄で大切に受け継が
れてきた沖縄空手を、三大流派のひと
つ「剛柔流」の師範が丁寧に指導します。
深く集中して体を動かしたときの昂揚
感は何物にも代えがたい心地よさ。

心身が洗われる
沖縄空手を体験！

PICK UP

CAMP HYATT PROGRAM

TIME

9:00-10:00 1・2・3歳児
親子play room

1・2・3歳児
親子play room

1・2・3歳児
親子play room

1・2・3歳児
親子play room

1・2・3歳児
親子play

room

1・2・3歳児
親子play room

11:00-12:00 1・2・3歳児
親子play room

1・2・3歳児
親子play room

1・2・3歳児
親子play room

1・2・3歳児
親子play room

1・2・3歳児
親子play

room

1・2・3歳児
親子play room

15:30-17:30 沖縄シーサーに
触れよう

瀬良垣で作ろう
貝殻工作

カラーサンドで遊ぼう 沖縄シーサーに触れよう カラーサンドで遊ぼう
瀬良垣で作ろう
貝殻工作

沖縄シーサーに
触れよう

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

島探検や工作、ダンスまで、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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お客様のさまざまなリクエストに応えるコンシェルジュが、
プール周りにも登場！ プールサイドにいながら、ドリンク
のご注文やネイルのご要望（なんとプールサイドでも可能 !）、
レストランのご予約などにお応えします。何でもお気軽に
ご相談いただき、水辺での楽しいひとときを、よりゆったり
とお過ごしください。

LUXURY TIME

10月末は楽しいハロウィンウィーク♪ そこでキャンプハイアッ
トでは、10/22～31の15:30から上記プログラムに代わり「ハ
ロウィンSPECIALプログラム」を開催します。まずは仮装
用のオリジナルコスチュームを作り、それを着用してホテル
内を探検。どこでお菓子がもらえるかは当日のお楽しみ！

MONTHLY OFFERING

【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  ホテル内線番号：51

WELLNESS PROGRAM 
TIME

Evening

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

8:00 - 9:00 ★

瀬良垣モーニングヨガ
ビーチ、屋外テラス

8:00 - 9:00 ★

瀬良垣モーニングヨガ
ビーチ、屋外テラス

8:00 - 9:00 ★

瀬良垣モーニングヨガ
ビーチ、屋外テラス

8:00 - 9:00 ★

瀬良垣モーニングヨガ
ビーチ、屋外テラス

8:00 - 9:00 ★

瀬良垣モーニングヨガ
ビーチ、屋外テラス

8:00 - 9:00 ★

瀬良垣モーニングヨガ
ビーチ、屋外テラス

8:30 - 9:30

ジョギング
～心地よい海風と共に～

ホテル周辺

8:30 - 9:30

ジョギング
～心地よい海風と共に～

ホテル周辺

8:30 - 10:00

58号線
うみかぜ自転車旅
ホテル周辺

8:30 - 9:30

ジョギング
～心地よい海風と共に～

ホテル周辺

17:30 - 18:30

世界で人気急上昇
OKINAWAN KARATE

ビーチ

17:00 - 18:00

サンセットヨガ
ビーチ

17:00 - 18:00

サンセットヨガ
ビーチ

17:00 - 18:00

サンセットヨガ
ビーチ

17:30 - 18:30

世界で人気急上昇
OKINAWAN KARATE

ビーチ

8:00 - 9:00 ★

瀬良垣モーニングヨガ
ビーチ、屋外テラス

■ 屋外アクティビティ
■ 屋内アクティビティ

Morning

Daytime

8:30 - 9:30

ジョギング
～心地よい海風と共に～

ホテル周辺

10:00-17:00

プライベートプログラム

10:00-17:00

プライベートプログラム

10:00-17:00

プライベートプログラム

プライベートプログラムについて

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させてい
ただきます。詳細はお問い合わせください。

＜プログラム例＞

ヨガ、ストレッチ、体幹トレーニング、ジョギング、
プール、自転車、ウォーキングバイシクル、ウォーキング

10:00 - 11:00 ★

ビーチで踊る
タヒチアンダンス

ビーチ

10:00 - 11:00 ★

ビーチで踊る
タヒチアンダンス

ビーチ

プールアテンダントに
お任せください！

ホテル内で仮装して
TRICK or TREAT!

自然の中で体が目覚める。
OCTOBER

【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

PICK UP PICK UP

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。

SUP（スタンドアップパドル）体験

対象年齢：10歳以上　所要時間：90分

※開催時間についてはお問い合わせいただき、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。

※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。

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.

【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21:00まで
・12:00以降：開始1時間前まで

にご予約ください。

17:00 - 18:00

サンセットヨガ
ビーチ

8:30 - 10:00

58号線
うみかぜ自転車旅
ホテル周辺

10:00-17:00

プライベートプログラム

8:30 - 10:00

58号線
うみかぜ自転車旅
ホテル周辺

8:30 - 10:00

58号線
うみかぜ自転車旅
ホテル周辺

波の音との
アンサンブルを
楽しもう！

自然を眺めながら
自分磨き！

夕陽に
心が洗われる

頬をなでる
風が気持ちいい♪

海風に吹かれて
のびやかに

※★のプログラムは前日19 :00まで、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。 ※月·木曜13 :00～「ハイアットリトルシェフ」は10 /21までとなります。10 /22以降
は「沖縄シーサーに触れよう」を実施します。※各プログラムには対象年齢がございます。詳しくはお問い合わせください。  ※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、開催時間の変更や中止とな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。

※10/22～31は、
「ハロウィンSPECIALプログラム」を開催。

※

13:00-15:00 ハイアット
リトルシェフ★

瀬良垣で作ろう
貝殻工作

カラーサンドで遊ぼう
瀬良垣で作ろう
貝殻工作

瀬良垣島の探検隊♪

ハイアットで
始めよう！
フラダンス★
9:00-11:00

ハイアット
リトルシェフ★

弾いて歌おう♪
ハワイアン
ウクレレ★

カラーサンドで
遊ぼう

沖縄芸能三線に
触れてみよう★

1・2・3歳児
親子play

room

1・2・3歳児
親子play

room

沖縄舞踊
エイサーを
踊ろう★

9:00-11:00

17:00 - 18:00

サンセットヨガ
ビーチ

16:00 - 17:00

～海の美しいハーモニー～
瀬良垣ウクレレ教室
ファイヤーピット


