NEMU RESORT
ヨガ プログラム

ファミリーヨガ

〜NEMUの自然の中でヨガをお愉しみいただけます〜

朝Rela（アサリラ）
大自然の中で風を感じながら、ゆったりと体を目覚めさせます。

時間／7：00〜8：00
※中学生以上対象

NEW

料金／500円

※催行人数／25名まで

※要予約／前日18時まで

SUPヨガ

開催／水・土曜日
時間／16：00〜18：00
料金／7,000円 ※ 1名様で催行の場合は14,000円
※催行人数／2〜6名

幼児・お子様もご参加できます。家族で絆を深めましょう。

開催／日曜日
時間／9：30〜10：30
料金／ 1 家族 10,000円（オーガニックハーブティー付）
※催行人数／5名まで

※要予約／前日18時まで

時間／9：30〜16：00の間（約60分間） ◎要相談
料金／5,000円（オーガニックハーブティー付）

※お１人様ご追加2,000円
※中学生以上対象

※催行人数／9名まで

2018年7月14日（土）〜9月2日（日）

体験 プログラム
ピザ作り体験
生地にトッピングをし、石窯で焼くオリジナルピザ作り体験。

場所／里山ラウンジ
時間／11：00〜・13：00〜（約90分）
料金／大人・小学生 3,500円（ドリンク付）
※要予約／催行 2 時間前まで

プライベートヨガ
お好きな場所や時間、
あなただけのプライベートレッスン。

サップ

安定感のある専用ボードを用いて、水上で行うヨガ。
穏やかな海に身を任せ、
大自然のエネルギーを体いっぱい感じましょう。

※10歳以上対象

夏プログラムのご 案 内

※要予約／前日18時まで

Free Tree Adventure 〜森の秘密基地体験〜
ツリーテラスで自然隊長と一緒に遊んだり、虫や植物を観察したり、
自然体験を楽しみましょう。

時間／9：30〜11：00
料金／大人 2,500円、小学生 1,500円、幼児 1,000円
※要予約／前日18時まで

※要予約／催行 1 時間前まで

※催行人数／2〜12名

ネイチャーツアー [ 里山 ] 〜自然体験ツアー〜
自然隊長の案内で、里山に生息する生き物と触れ合いましょう。

専属ヨガインストラクターのレッスンなので、
どの年代の方もお愉しみいただけます。

時間／15：00〜16：30
料金／大人 2,500円、小学生 1,500円、幼児 1,000円
※要予約／催行 1 時間前まで

星空体験 プログラム
スターウォッチングと海ほたるウォッチング
インタープリターがご案内する夜の空と海の観察会。
ウミホタルや夜光虫観察など都会ではなかなかできない体験をどうぞ。

時間／21：00〜22：00
料金／大人 3,000円、小学生 2,000円、幼児 1,500円
※催行人数／2〜20名

※要予約／当日18時まで

森の中のガーデンプール ＜無料＞
緑に囲まれたリゾート感溢れるプールサイドで優雅なひと時をどうぞ。

時間／9：00〜17：00（最終入場16：30）
※男女コインロッカー・更衣室 有
プールサイドで
ゆったりと過ごせる
「ガゼボ」もございます
（有料／予約可能）

場所／ガーデンプール プールサイド
時間／20：00〜22：00（最終入場 21：30）
※雨天時はザ・ロビーラウンジにて催行

※催行人数／2名〜20名

ネイチャーツアー [ 海 ] 〜自然体験ツアー〜
自然隊長と一緒に、干潮時の潮だまりで海の生き物を観察しましょう。

開催／7月26日〜29日、8月10日〜12日・24日〜27日
時間／フロントカウンターでご確認ください
料金／大人 2,500円、小学生 1,500円、幼児 1,000円
※要予約／前日18時まで

※催行人数／2名〜12名

朝日モーニングコール ＜無料＞
朝日が昇る30分前にモーニングコールをいたします。
東の見晴台から登る朝日は感動です。（ホテルから東の見晴台までは徒歩約15分）

焚き火カフェ ＜入場無料＞
満天の星空の下でカフェタイム。ゆったりと流れる時間をお愉しみください。

※催行人数／2〜10名

ワン・モア・オプション （レンタルアイテム） 自然散策やリラクゼーションなど、自然をたっぷりと感じるレンタルアイテム
・ランドカー

料金／１時間 2,000円 、24時間 5,500円

・電動アシストサイクル 料金／２時間 1,500円
・マウンテンバイク

料金／２時間 1,000円

・パターゴルフ

料金／9ホール 大人 1,000円、小人 700円

・硬式・軟式テニス

料金／コート１面 1 時間 2,000円

（硬式のみ：ラケット 1本 200円、ボール 3球 200円）

・カニ釣りセット

料金／１セット 500円

・七つ道具

料金／2,000円

（星座早見盤・双眼鏡・ランタン・バードコール・カイト（凧）・バトミントン）

NEW

サップ

SUP体験

スタンドアップパドルボート
（通称SUP）
を使った新プログラムがスタート！
安定感のある大きなボードに立ち、
パドルを漕いで進むウォータースポーツです。
360度パノラマの美しい景色を、
たっぷりお愉しみいただけます。

ビーチ プログラム
モーニング シーカヤック
カヤックで、
波穏やかなあご湾に出航。初心者でもお愉しみいただけます。

時間／7：00〜9：00（約60分間）
料 金 ／大人 4 , 5 0 0 円、小 学 生 3 , 5 0 0 円
※小学生以上対象

※要予約／前日18時まで ※催行人数／2〜10名

・はじめてSUP

時間／10：00〜11：30 料金／5,000円
※ 1名様で催行の場合は10,000円

・はじめてSUPクルージング
時間／13：00〜15：00 料金／7,000円
※ 1名様で催行の場合は14,000円
※10歳以上対象

※催行人数／2〜6名

※要予約／催行 1 時間前まで

フィッシング プログラム
〜初心者＆手ぶらでご参加ＯＫ〜

桟橋釣り
マリーナの桟橋で釣り体験。釣った魚はやさしく海に返してあげてください。

マリーナ プログラム
無人島宝探し
あご湾に浮かぶ無人島に船でGO! 隠された秘密の宝を探しましょう。

時間／9：30〜10：30
料金／大人 2,500円、小学生 1,500円、幼児 1,000円
※要予約／前日18時まで

※催行人数／2組4名〜12名

真珠アクセサリー作り
真珠をとりだす作業から。世界でたった一つのアクセサリーを作りましょう。

時間／15：00〜16：00
※要予約／催行1時間前まで

料金／ 一作品 2,500円〜
※催行人数／2名〜12名

マリーナテラス

（賢島港〜NEMUマリーナ）

波穏やかなあご湾をクルージング。賢島港への送迎も承ります。
入り組んだ島々と養殖筏の間を縫いながら、船長がご案内いたします。

時間／毎時00分 フロント集合（11：00〜12：00・13：00〜17：00）
料金／大人 2,700円、小学生 1,500円、幼児 1,000円
※要予約／催行1時間前まで

※催行人数／2〜6名

サンセットクルージング
船上から壮大なスケールで見る、沈みゆく夕陽は息を呑むほどの美しさです。

時間／季節により異なります（約40分間）
料金／大人 3,500円、小学生 2,000円、幼児 1,000円
※要予約／催行1時間前まで

※催行人数／2〜12名

夜光虫クルージング

湾内フィッシング
初めての方でも船長が丁寧にアドバイス。釣った魚は持ち帰りできます。

時間／ 6：30〜8：30、14：30〜16：30
料金／大人 6,000円、小学生 4,000円、幼児 2,000円
※要予約／前日18時まで ※催行人数／3〜12名（3名様以下の場合は要相談）

チャーターフィッシング
仲間と本格的な船釣りを満喫。
貸切だからグループのペースで愉しめます。

時間／ご相談ください
料金／ 1 時間 20,000円〜（１時間追加ごとに10,000円追加）
※要予約／前日18時まで ※催行人数／8名まで

海を青く染める夜光虫を観察。神秘的な景色がお愉しみいただけます。

・NEMU Style BBQ
心地よい潮風を感じながらのテラスバーベキュー。

時間／11：30〜・13：15〜

あご湾プチクルーズ＆マリンタクシー

時間／10：00〜16：00の間（60分間） 料金／竿・えさ 一式 1,500円

料金／お一人様 3,780円（基本）〜

・かき氷販売
夏期限定オリジナルかき氷や
ドリンクをご用意。

時間／14：00〜17：00（16：30 L.O.）

時間／20：30〜21：10
料金／大人 5,000円、小学生 3,500円、幼児 2,500円
※要予約／当日18時まで

※催行人数／2〜12名

記念日チャータークルージング
時間／10：00〜16：00の間（約60分間） ◎ドリンク付
※要予約／3日前まで ※催行人数／12名迄
料金／1時間 30,000円

トローリング
カジキ、シイラなどを狙う、外洋フィッシング。大物を釣ってみませんか？

時間／ご相談ください

料金／4 時間 100,000円

※要予約／前日18時まで ※催行人数／8名まで

フィッシング＆バーベキュー
釣った魚をランチバーベキューでお愉しみいただけます。

期間／7/14〜16、7/21〜9/2
時間／フィッシング 6：30〜8：30
ランチ 11：30〜13：00、13：15〜14：45よりお選びください
料金／大人 10,280円〜、小学生 8,280円〜、幼児 5,780円〜
※屋外のプログラムにつきましては、雨天時・悪天候などの際は中止いたします。スターウォッチングは、星空が見えない場合も中止、ヨガプログラムは天候の状況に
より、屋内のヨガルームで行う場 合もございます。 ※お子様だけでのご 利用はご遠慮ください。 ※プログラムは変更、追加になる場 合 がございます。
※表示料金には、税金が含まれます。

※BBQ基本メニュー（3,780円）の料金になります。メニューによって金額は変わります。
※要予約／前日18時まで ※催行人数／10名まで（フィッシングが3名様以下の場合は要相談）

