
株式会社 いちまりん 

修学旅行マリン体験プログラム 
美々ビーチいとまん 
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 “美々ビーチいとまん”は沖縄本島南部の糸満市西崎町に位置します。 
糸満市はマリン体験学習はもちろん、平和体験学習で利用される「平和
祈念公園」や「ひめゆりの塔」など観光の要所もあり、自然・平和・ 
文化を体感して学ぶ事が出来ます。 
 那覇空港から２０分とアクセスの利便性は抜群で充実した設備を兼ね 
備えており、市内外からの利用客のみならず、多くの観光客にも喜ばれ 
ております。 
 美々ビーチいとまんは海に親しむ場だけではなく、交流やスポーツ・ 
レクレーションの場として、あるいは自然や環境についての学びの場と 
して大きな役割を果たしております。 
 マリン体験だけではなく、ビーチ内でのバーベキューも開催可能で、 
修学旅行・団体旅行・MICEでの利用に対して移動時間のロスを軽減する 
ことにより質の高い体験学習を提供する事が出来る環境です。 
 また沖縄では修学旅行シーズンは北風が多いのですが、美々ビーチい 
とまんは立地条件が良い為、高い確率で開催可能となっております。 
 

那覇空港 

美々ビーチ 

いとまん 

平和祈念公園 

北 
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はじめに 



砂浜・・・２００ｍ×８０ｍ 

東屋・・・１３箇所（大型２、中型５、小型６） 

駐車場・・・６２０台 

シャワー・・・男女各１棟（各１０ヶ所） 

       ２００円／５分間・真水 

トイレ・・・男女各３箇所 

ロッカー・・・男女各８０台、２００円／１回 

緑地広場・・・２箇所 

公園・・・バレーボールコート２面 

    ・ビーチサッカー１面   ７００円／１時間 
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【美々ビーチいとまん】 
沖縄県糸満市西崎町１－６－１５ 
 
【アクセス】 
那覇空港→→国道３３１号線小禄バイパス→→国道３３１号線バイパス 
豊見城道路→→道の駅いとまん→→糸満漁協ふれあい公園→→ 
美々ビーチいとまん 

糸満漁港ふれあい公園 

美々ビーチいとまん施設紹介 



“いちまりん”では、美々ビーチいとまんでのマリン体験学習 
において【見て実感/参加し体感/体験から学ぶ】をコンセプト 
に取り組んでおります。 
 
 沖縄の綺麗なコバルトブルーの海と白い砂浜を目の前にする 
事で大自然を実感し、海の環境と直接的な係わりを学習する。 
 
 グループ・集団で参加する事で協調性や連帯感を育みシーマ 
ンシップ（助け合いの精神）を体感し、生きていく為の知恵を 
創り出す。 
 
 マリン体験から水域におけるリスク、感動や発見し（気づき） 
新たな社会観を学ぶ。 
 
 情報が溢れている現代、ただ知る事は簡単です。 
しかし、自分自身で実感したり体験する機会はそう簡単には 
ありません。学び感じ考えることが、財産となり豊な人格の 
形成へと繋がるでしょう。 
 美々ビーチいとまんでのマリン体験をその機会の一つとして 
利用頂ければ幸いだと思っております。 
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美々ビーチいとまん 

マリン体験学習コンセプト 
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【行程表サンプル】 

 
■バナナボート（１０分） 

■シーカヤック（１０分） 

■海水浴（遊泳期間4月～10月） 

定員：半日 ４０名～２００名程度 

   ※定員以上の場合はご相談ください。 

 

 お手軽にマリン体験が 

 楽しめるメニューです。 

 

 ☆料金：お一人様  ￥2,500【税別】 

Ａ.手軽プラン（７月～９月を除く） 

マリン体験メニュー① 
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■バナナボート＆体験シュノーケリング 

 （３０分） 

■海水浴（遊泳期間4月～10月） 

定員：半日 ２０名～２００名程度 

   ※定員以上の場合はご相談ください。 

 

 沖合いのポイントまでバナナボートで移動する 

 人気ＮＯ１のシュノーケリングメニューです。 

 空いた時間は海水浴が楽しめます。 

 

 ☆料金：お一人様  ￥4,500【税別】 

Ｂ.ライトプラン（７月～９月を除く） 

【行程表サンプル】 

マリン体験メニュー② 
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【行程表サンプル】 

 

 

■バナナボート＆体験シュノーケリング 

 （３０分） 

■シーカヤック（１０分） 

■海水浴（遊泳期間4月～10月） 

定員：半日 ２０名～２００名程度 

   ※定員以上の場合はご相談ください。 

 

  

  

定番人気プラン、シュノーケリング 

メニューはもちろんカヤックも体験できます。 

 

 ☆料金：お一人様  ￥5,000【税別】 

Ｃ.ベーシックプラン（７月～９月を除く） 

マリン体験メニュー③ 
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■バナナボート体験（１０分） 

■海水浴（遊泳期間４月～１０月） 

定員：半日 ６０名～２００名程度 

   ※定員以上の場合はご相談ください。 

 

 ４月～６月限定のバナナボートプランを 

 ご用意しました。 

  

 ☆料金：お一人様  ￥1,350【税別】 

Ｓ.バナナボートプラン（４月～６月限定） 

注意 
 
※原則として１校１プランにて承ります。 
※安全性を最優先し、天候、海洋状況により開催場所及びメ
ニューの変更・限定もしくは中止になる場合がございますの
で予めご了承下さい。 
※所要時間につきましても、多少前後することもございます
ので予めご了承ください。 
※人数・催行時間・メニュー等、ご要望がありましたらご相
談ください。 
※保険加入は、1名1事故1億円の損害責任保険に加入してお
ります。 

マリン体験メニュー④ 



●気象状況 
生徒の安心安全を常に最優先とし、気象条件に十分に留意します。 
 

●監視体制 
マリンスポーツ開催中は、常時1名以上の監視委員及び救助用 
水上オートバイを待機させ緊急時に備えます。 
 

●救護所 
擦り傷や打撲、体調不良などの場合に備え、ビーチ内に救護所を 
設置し怪我の手当て等を行います。 
 

●義務づけ 
操縦者及び参加者にはライフジャケットの着用を義務づけ、 
従わないものには利用を禁止します。 
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※関連機関連絡先 
 
美々ビーチ管理事務所 098-840-3451 
糸満市役所観光振興係 098-840-8135 
 
※最寄の病院 
南部病院 098-994-0501 
 住所：糸満市真栄里８７０ 
豊見城中央病院 098-850-3811 
 住所：豊見城市上田２５ 
 
糸満警察署 098-995-0110 
 
海上保安庁機関 
・海上保安庁緊急ＳＯＳ番号 １１８ 
・第１１管区海上保安本部救難指令室 098-866-4999 
 
消防機関 
・糸満消防本部 098-992-3661 
 

安全対策 



海中や水中での事故発生 

迅速に水面に引き上げ、監視員、ライフガードに応援要請 

事故者や急病人のチェックすると同時に関係機関へ連絡 

重症・重体の場合 小事故や病人の場合 擦り傷程度の軽症の場合 

最寄の病院へ搬送 その場で手当て 

１１９番・１１０番・海上で行方不明の場合１１８番 
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緊急連絡体制 



■お問合せ・予約 
 予約の際には、旅行社経由で開催希望日時、参加予定人数、 
学校名や宿泊先施設などをお知らせ下さい。 
当日の予約状況・潮汐等の確認後、仮予約として承ります。 
 
■行程表の作成 
 開催人数、開催種目等が決まり次第、行程表を作成します。 
 調整を行いながら、最終的な行程表を作成いたします。 
 
■必要書類 
・シュノーケル 
 シュノーケルに参加される生徒は免責同意書への本人と保護
者の同意書及び病歴書への記入が必要です。 
・記入いただいた書面は開催2週間前までお送り下さい。 
 
※頂いた書類は第三者に開示または提供することはいたしませ
ん。 
 
■開催当日 
開会式・閉会式までの進行及び安全管理はいちまりんにお任せ
下さい。 
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予約から開催前の流れ 



注意事項 
 
■体調不良はマリンスポーツにとって大敵です。 
睡眠時間をしっかり取ってください。 
■当日はしっかりと朝食を食べて下さい。 
少しでも体調がすぐれなければ無理せずご相談下さい。 
■開校式では施設案内・厳守事項等の説明がありますので 
しっかりと聞いてください。 
■インストラクターの指示には必ず従って下さい。 
■開催中止 
・天候及び海洋状況の不良によりメニューの制限もしくは開
催中止になる場合があります。 
 
 

キャンセルチャージ 
 
■開催日2週間前・・・３０％ 
■開催日前日・・・５０％ 
■開催日当日・・・１００％ 

 
※なお、下記の場合はキャンセルチャージに該当いたしません。 

  
天候等により、いちまりんが安全基準を満たさないと判断し
た時。 
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注意事項・キャンセル 



■生理について 
 女子生徒がいる学校では、修学旅行中に生理日が重なる生徒が必ずいます。 
生理中であってもシュノーケルをはじめとしたコースに参加することに全く問題は 
ありません。 
 
①タンポンを利用する 
 使用することに抵抗を感じる生徒さんもいらしゃるかもしれませんが、きちんと
使用すれば違和感も少なく、量の多い日にも適しているためお勧めします。開催
ビーチにはお手洗いがありますので、各マリンスポーツの自分の番が来る前に交換
しておきましょう。 
②ナプキンを利用する 
 量の少ない場合などはナプキンでも問題ありません。日本製の生理用品は質が良
いので、マリンスポーツの参加前後などこまめに交換すれば、問題ありません。 
③スパッツパンツや水泳短パンを着用する 
 シュノーケル参加の時間はウェットスーツを着用する場合がございます。 
ウェットスーツは体にかなりフィットしますので、生理用品をサポートするかたち
になりますので安心して下さい。 
フリータイム（ウェット未着用時）はこまめにお手洗いに行くことが可能ですが、 
水着の上からつける短パン等があれば精神的にも安心です。 
④生理日をずらす 
 上記のとおり、生理中であってもマリン体験は問題ありませんが、生徒自体が強
く要望する場合は、産婦人科へ行き生理日をずらすお薬を処方してもらって良いで
しょう。産婦人科に抵抗を感じる生徒さんもいるとは思いますが、修学旅行の日程
と前回の生理について問診されるだけで済むことが多いので心配ありません。 
排卵日をずらすお薬なので予定日の2週間前までに病院に行く必要があります。 
 
※いちまりんには女性インストラクターが常駐しておりますので、少しでも不安が 
あれば開催日にでも気軽に相談下さい。 
 
■ハンディーキャップ 
 ハンディーキャップのある生徒さんがマリンスポーツを行うことは、具合の程度
によるところが大きく、必ずしもすべてが可能というわけではありませんが、まず
はご相談下さい。 
いちまりんは多くの生徒さんに沖縄のマリンスポーツの素晴らしさを体験していた 
だきたいと考えております。 
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生理・ハンディキャップ 
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〈平成28年度〉教育旅行推進強化事業 
「沖縄修学旅行継続実施校及び新規校・復活校に対する 
体験学習プログラム等提供に係る支援」採択メニュー 

海の体験プログラム 海人文化・体験 

帆掛けサバニ乗船で海人体験 

旧暦文化が残る海人の街・糸満で、伝統的な 

木造船の「帆掛けサバニ」に体験乗船する。 

糸満海人やサバニの歴史、今も生活に根付く 

旧暦文化について学習でき、協力してエーク 

（櫂）を漕ぐことによって協調性を育みながら、 

風や波を読む力を養うことができる。 

●定員：最大100名（1艇あたり10名） 
 

●料金（税別）： 6,000円 

 

●集合場所：美々ビーチいとまん（糸満市） 
 

●開催時期：通年（7～9月を除く） 
 

●所要時間：120～150分（1回あたり） 
 

●その他の注意事項： 
バスタオル、水に濡れてよいシューズ、日焼け止めなどをご持参ください。 

 

沖縄本島南部の糸満市に位置する「美々ビーチいとまん」でのマリン体験学習プログラム。那覇空港から 

20分と利便性は抜群で、平和学習で利用される〝ひめゆりの塔〟や〝平和祈念公園〟と空港との中間に 

位置するため、移動距離も少なく無理ない行程を組むことが可能。従来からある定番プログラムのバナナ 

ボート乗船やシュノーケル体験に加えて、新プログラムを追加しました。 
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〈平成28年度〉教育旅行推進強化事業 
「沖縄修学旅行継続実施校及び新規校・復活校に対する 
体験学習プログラム等提供に係る支援」採択メニュー 

海の体験プログラム 自然環境・学習 

リアル宝探し～100万年前のクジラの化石が眠る島～ 

沖縄本島南部の糸満市に位置する「美々ビーチいとまん」でのマリン体験学習プログラム。那覇空港から 

20分と利便性は抜群で、平和学習で利用される〝ひめゆりの塔〟や〝平和祈念公園〟と空港との中間に 

位置するため、移動距離も少なく無理ない行程を組むことが可能。従来からある定番プログラムのバナナ 

ボート乗船やシュノーケル体験に加えて、新プログラムを追加しました。 

100万年前のクジラの化石が眠る無人島・岡波島で 

行う宝探し。チームで協力し沖縄特有の海洋生物や 

サンゴ、植物などを探しながら、ゴールとなるクジラの 

化石を目指します。 

●定員：最大200名（1回40名） 
 

●料金（税別）： 7,000円 

 

●集合場所：美々ビーチいとまん（糸満市） 
 

●開催時期：通年（7～9月を除く） 
 

●所要時間：90分（1回あたり） 
 

●その他の注意事項： 
バスタオル、水に濡れてよいシューズ、日焼け止めなどをご持参ください。 

 

ゴール地点 くじらの化石 



〒901-0305 
沖縄県糸満市西崎1-37-2 パレスゆうな１０１ 
ＴＥＬ：０９８－９９４－１４１９ 
ＦＡＸ：０９８－９９４－１４２１ 
MAIL  ：info@ichimarine.com 

株式 
会社 いちまりん 

事業内容 ・総合マリンレジャー業 
     ・水上オートバイ免許教習所 
 
取得資格 ・沖小教第6号 特殊小型船舶操縦士第一種教習所 
     ・第十一管区海上保安指定11－87号 海上安全指導員指定 
     ・第十一管区海上保安指定11－16号 安全パトロール艇指定 
     ・糸満漁港ふれあい公園指定管理共同企業体 
     ・琉球水難救済会 美々ビーチ救難所指定 
     ・沖縄県公安委員会指定第13号 潜水業安全対策優良店 
     ・沖縄県公安委員会指定第11号 プレジャーボート安全対策優良店 
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ご予約・お問い合わせ 

平成28年7月25日作成 


