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水中展望室には 55cm×100cm の特殊大型ワイドガラスが 16 枚。大パノラマから美しい海中世界をお楽しみください

水 中 観 光 船 「 オ ル カ 号 」
船舶概要
全長
全幅
喫水
速力
総トン数
定員

運航スケジュール
23.9ｍ
8.4ｍ
1.1ｍ
13.0 NOTS
19 トン
202 名

1 便目
2 便目
3 便目
4 便目
5 便目

9 時 00 分
10 時 15 分
11 時 45 分
14 時 00 分
15 時 30 分

水中鑑賞船としては沖縄県内最大。
揺れを最小限に抑える 4 胴型を採用
しています。

乗船観賞プラン
カラフルなトロピカルフィッシュを船の中から
見ることができる快適クルーズ

共通内容
集合時間
受付終了
運航期間
所要時間
催行条件
集合場所
確認事項

：各便出港の 20 分前
：各便出港の 10 分前
：通年 運航時間 ：左記記載
：50 分～60 分
：2 名様以上
：那覇埠頭船客待合所１階
：気象・海象条件が当社の安全基準を超える場合は
欠航になる場合がございます。
ドック又は定期メンテナンスにより運休させて
頂く場合がございます。

B1 階展望

1 階遊歩甲板

大人（13 才以上）￥2,400小人（6～12 才以上）￥1,200幼児（5 才以下） 無料
那覇港出港→観賞ポイント→那覇港帰港。
観賞ポイントに到着してから、船底につくられた展望室に下りてい
ただきます。
大型ワイドガラスでパノラマスクリーンのように海底散歩をお楽し
みいただけます。
専任マリンガイドによる聞いて得するアナウンス付き！
展望室の定員が 80 名の為、定員数を超えた場合は入れ替え制での
観賞となります。

キャンペーン
ファミリーにはうれしい
お得なプラン

3 名様 1 グループ ¥5,500-

通年、全便ご利用いただけます。
追加のお客様からは通常料金を頂戴いたします

修学旅行生
班行動から学年単位まで適応価格

¥1,200-

チャーターでのご利用の際は
教育旅行販売資料をご確認ください

団体様料金
15～29 名団体様
大人¥2,200-

小人 1,100-

30 名以上団体様
大人¥2,000-

小人¥1,000-

＊船内アナウンスは日本語、英語、韓国語、中国語に対応しています
＊トイレは 2 か所ございます
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水中観光船「オルカ号」
1 便目

9 時 00 分

2 便目

10 時 15 分

3 便目

11 時 45 分

4 便目

14 時 00 分

5 便目

15 時 30 分

全便対象
乗船のみプランとして貸切可能です
50 名様以上 × ￥2,000＊最低保障料金 10 万円

※出港の 20 分前ご集合にてお願いいたします。
※バスでお越しの際は、オルカ号乗船場近くの「バス専用駐車場スペース」にて駐車ください。ウエストマリン事務
所にてバス駐車券をお受けとりください。
※ご集合記念写真撮影は、乗船終了後下船後に船前でお願いしております。
※薬事法で禁止されているため、酔い止め薬の販売はございません。船酔いがご心配なお客様は事前にご用意いただ
きます様、お願いいたします。

BBQ チャータープラン（通年）
海風と波音を感じながらのバーベキュークルーズ！お得な飲み放題プラン付！
お手軽な価格でグループやインセンティブ・法人旅行など幅広くご利用いただけます

運航時間：17:30～20:30 の間で約 1 時間半
（お客様のスケジュールに併せて調整致します）
料
金：御一人様￥6,900（※最低人数 15 名様以上からのお申込となります）
料金内訳：バーベキュー代金、お飲み物代金、
チャーター料、保険、諸税込み
対応人数：30 名様まで
集合時間：出港の 20 分前
集合場所：那覇港内、オルカ号停泊場所前に直接ご集合
お料理詳細

お飲物詳細
（飲み放題）

・肉類（牛肉ロース・県産パイナップルポーク・
若鶏モモ・牛骨付カルビ）
・フランクソーセージ／サラダ（大皿）
・焼き野菜数種／ライス／デザート

オリオンドラフトビール、オリジナル泡盛（25
度）
、ワイン（赤・白）
、チューハイ各種、
ハイボール、ノンアルコールビール
ソフトドリンク各種（コーラ、メロンソーダ、
オレンジ、カルピス、ジンジャエール、ゼロコ
ーラ、さんぴん茶、ウーロン茶）

＊＊掲載料金はすべて税込価格となります＊＊

沖縄最大級の船内で東シナ海のサンセットや夜景を堪能しながら、本格ディナーをお楽しみください

レストランシップ「モビーディック号」
船舶概要
全長
全幅
喫水
速力
総トン数
定員

共通内容

運航スジュール

集合時間
料理形式
所要時間
集合場所

43.34ｍ
15.60ｍ
3.1ｍ
11.0 NOTS
639 トン
420 名

2Ｆレストランフロア 約 220 名
3Ｆオープンデッキ
約 130 名
⇒全着席
約 350 名
※席レイアウトにより変動します

：各便出港の 30 分前
：1 便 2 便共通
：1 便 2 便共通 105 分
：モビーディック号前に
バス停車可能です（最大 6 台）
乗船開始 ：出航の 30 分前
確認事項 ：気象・海象条件が当社の安全
基準を超える場合は欠航にな
る場合がございます。

サンセットディナークルーズ（1 便目）
4～9 月 17：45～19：30
10～3 月 17：00～18：45

ナイトディナークルーズ（2 便目）
4～9 月 20：15～22：00
10～3 月 19：45～21：30
※那覇港の湾内を 105 分間航海します

洋食コース料理（2 階レストランフロア）
6～12 才対象

ダイヤモンドコース
￥10,000-

ジュニアプラン
￥3,700・本日のスープ
・セレクトサラダ
・魚料理（白身魚のムニエル）or
肉料理（自家製ハンバーグ）
・自家製パン or ライス、デザート
・ソフトドリンク

・オードブルバリエ
・ロブスターのテルミドール
・もとぶ牛のタリアータ
菜園風 山葵醤油漬け
・自家製パン or ライス、デザート

ルビーコース
￥8,800-

5 才以下対象

・オードブルバリエ
・久米島産車海老と真鯛のアクアパッツア
・牛リブロースステーキ
・自家製パン or ライス、デザート

キッズプラン
￥1,600・本日のスープ
・一皿盛
（鶏つくねのポルペッティーニ・オムライス
パスタ・サラダ・デザート）
・ソフトドリンク

サファイアコース（松花堂）
￥6,800・お造り ・焼き魚 ・煮物
・茶碗蒸し ・油物 ・牛ステーキ
・豆皿一二三 ・香の物 ・御飯
・吸い物 ・甘味
※季節により一部変更有

エメラルドコース
￥5,800・オードブルバリエ
・白身魚のポワレ
・島豚の低温スチーム＆
ブラッドワースト（生ソーセージ）
・自家製パン or ライス、デザート

コーラルコース
￥4,800・オードブルバリエ
・白身魚＆おこげスウィートチリ
・鶏肉と季の野菜のヴァプール
ジャポネーゼ
・自家製パン or ライス、デザート

特別企画
MEGA ステーキコース
￥7,800・U.S サーロインステーキ（500ｇ）
・自家製パン or ライス
・デザート
※ステーキ肉は和牛（180ｇ）に
変更も可能です。
（事前申込制）

BBQ 料理（3 階オープンデッキ）

期間限定！4～11 月

デラックスＢＢＱ
￥8,800・肉類（牛肉ロース・琉球在来豚あぐー
・厚切り霜降り和牛・牛骨付カルビ）
・生ソーセージ／サラダ（大皿）
・焼き野菜数種／ライス／デザート

レギュラーＢＢＱ
￥4,800・肉類（牛肉ロース・県産パイナップルポーク
・若鶏モモ・牛骨付カルビ）
・骨付きフランクソーセージ／サラダ（大皿）
・焼き野菜数種／ライス／デザート
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２階レストランフロア

３階オープンデッキ

＊洋食コース料理ご提供
＊毎日生演奏をお楽しみいただきます
（エンター日替わり）
＊窓側固定席（2 名用）
＊内側ソファー席（5～6 名用）
＊中央 3 列設置可能（1 列 26 名）
＊2 階ﾃﾞｯｷ禁煙
（喫煙場所は 1 階ﾃﾞｯｷにございます）

＊バーベキューコースご提供
＊4～11 月期間限定
＊雨天時にはオーニング
を張ってご案内差し上げます
＊円卓（5 名用×21 卓）
＊お手洗い設置有り
（船内には、1 階と３階デッキにも
お手洗いがございます）
＊3 階ﾃﾞｯｷ禁煙
（喫煙場所は 1 階ﾃﾞｯｷにございます）

事前予約制
左ページ記載のコース料理は、すべて予約制となります。料金には乗船料、御食事代、諸税、保険代が含まれております。

ハーフビュッフェ形式 ＊2 階レストラン
洋食コース料理は、ハーフビュッフェスタイルとなります。
本日のスープ、セレクトサラダ、デザート、コーヒー・紅茶はビュッフェコーナーにてご自由にお取りいただきます。

Anniversary 特典
乗船日の前後 1 週間内に「お誕生日」or「結婚記念日」を迎えられるお客様には無料フォトプレゼント＆エンターティナーより
生演奏紹介がございます。ご希望の方は事前にウエストマリンにお伝えください。

シーマンズユニフォームレンタルサービス

注）3 階オープンデッキにはエンターティナーがおりません。
お写真の無料プレゼントのみとなります。ご了承くださいませ。

記念撮影用に、クルーの制服・帽子を貸出いたします。※状況により貸出が出来ない場合もございます。

お得なフリードリンクプラン
＊内容：オリオンドラフトビール、オリジナル泡盛（25 度）
、ワイン（赤・白）
、ハイボール、チューハイ各種、ノンアルコールビール
ソフトドリンク各種（コーラ、メロンソーダ、オレンジ、カルピス、ジンジャエール、ゼロコーラ、さんぴん茶、ウーロン茶）
＊利用条件：グループ全員の方がお申込み
＊料金：20 才以上\1,980-、13～19 才\1,000-、6～12 才\500-、5 才以下無料
未成年はソフトドリンク飲み放題のご案内となります。

＊＊掲載料金はすべて税込価格となります＊＊

チャータークルーズプラン（通年）
社員旅行、報奨旅行等ＭＩＣＥ団体様も通年数多くご利用いただいております。
食事内容やスケジュール等、お客様のご希望に添えるようご相談させていただきます。
お気軽にお問合せくださいませ。

レストランシップ「モビーディック号」

全便貸切

2階
レストランフロア貸切

料理形式：バイキング

料理形式：バイキング

3階
オープンデッキ貸切
料理形式：ＢＢＱ

サンセットディナークルーズ
（1 便目）
4～9 月 17：45～19：30
10～3 月 17：00～18：45

ナイトディナークルーズ
（2 便目）
4～9 月 20：15～22：00
10～3 月 19：45～21：30

ランチクルーズ
10：00～15：00 の間で
90 分間の運航

停泊ランチクルーズ
10：00～15：00 の間で
90 分間

遊覧クルーズ

＊最低売上保障料金
￥80 万～（込）
（飲み放題付）

最低売上保障料金
￥70 万～（込）
（飲み放題付）

最低売上保障料金
￥30 万～（込）
（飲み放題付）

＊最低売上保障料金
￥60 万～（込）
（飲み放題付）

最低売上保障料金
￥50 万～（込）

最低売上保障料金
￥30 万～（込）
（飲み放題付）

＊最低売上保障料金
￥40 万～（込）
（飲み放題付）

＊最低売上保障料金
￥26 万～（込）

80 名様以上

10：00～15：00 の間の
60 分間の運航

（飲み放題付）

×

￥1,800※お食事は付きません

（１）上記代金には傭船料・保険代・諸税も含んでおります。
（２）ライブエンターティメント付です。
（※ランチクルーズ・停泊ランチ・遊覧クルーズ・3 階オープンデッキ貸切は除く）

エイサーや獅子舞、JAZZ やマジックショーなどクルーズオプションもございます。
詳しくは営業担当者までお問合せ下さい。

※エンターのスケジュールによりお手配出来ない場合もございます。
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取消料に関して
(１)15 名様未満の運航契約の成立後、お客様のご都合で全面取消される場合には以下の取消料を申し受けます。
取消料
ご乗船指定日の前日まで
御一人様 50%
ご乗船当日
御一人様 100%
(２) 団体（15 名以上～80 名未満）などのチャーター扱いではない運航契約の成立後、お客様のご都合で全面取消される場合には
以下の取消料を申し受けます。
運航指定日当日から起算してさかのぼって
取消日
取消料
＊＊掲載料金はすべて税込価格となります＊＊
１) 30 日目にあたる日以降の解除
御一人様 10%
２) 20 日目にあたる日以降の解除
御一人様 20%
３) 10 日目にあたる日以降の解除
御一人様 30%
４) 5 日目にあたる日以降の解除
御一人様 40%
５) 3 日前にあたる日以降の解除
御一人様 50%
６） ご利用日前日の解除
御一人様 75%
７)
当日の解除
御一人様 100%
(３) 大型団体（80 名以上）などのチャーター扱いではない運航契約の成立後、お客様のご都合で全面取消される場合には以下の取
消料を申し受けます。
運航指定日を前日から起算してさかのぼって
取消日
取消料
１) 45 日目にあたる日以降の解除
無料
２) 44 日目にあたる日以降の解除
お見積もりの金額の 15%
３) 30 日目にあたる日以降の解除
お見積もりの金額の 30%
４) 20 日目にあたる日以降の解除
お見積もりの金額の 40%
５) 10 日目にあたる日以降の解除
お見積もりの金額の 50%
６) 5 日目にあたる日以降の解除
お見積もりの金額の 60%
(４) 運航契約（チャーター）の成立後、お客様のご都合で全面取消される場合には以下の取消料を申し受けます
運航指定日を前日から起算してさかのぼって
取消日
取消料
１) 45 日目にあたる日以降の解除
無料
２) 44 日目にあたる日以降の解除
お見積もりの金額の 30%
３) 30 日目にあたる日以降の解除
お見積もりの金額の 40%
４) 20 日目にあたる日以降の解除
お見積もりの金額の 50%
５) 10 日目にあたる日以降の解除
お見積もりの金額の 60%
６) 5 日目にあたる日以降の解除
お見積もりの金額の 80%

集合場所
＊お車の場合：カーナビ操作は、住所検索『那覇市（ナハ
シ）通堂町（トンドウチョウ）2 の 1』をお勧めしてお
ります。空港からお車で約 10 分、那覇港が表示されま
す。港内に市営駐車場がございます。
※バスで入られる団体様は乗船場所周辺に駐車いただけ
ます。事前にご確認くださいませ。
＊モノレールの場合：最寄駅「旭橋駅」からは徒歩約 15
分弱です。
＊タクシーの場合：ドライバーさんに「西町（ニシマチ）
近くの那覇港（ナハコウ）までお願いします」とお伝え
ください。※「那覇新港」「泊港」ではありません。ご
注意ください。

主要施設からの移動時間目安（車移動）
那覇空港（約 10 分）、おきなわワールド（約 40 分）、首里城（約 40 分）、美ら海水族館（約 120 分）
、平和記念公園（約 45
分）、瀬長島ウミカジテラス（約 30 分 ※島を出る道が 1 本道なので混むと 1 時間以上かかることもございます。
）
※沖縄は車社会の為、渋滞の恐れがあります。早目早目のご移動をお願いしております。

