NEMU RESORT プログラムのご案内

YOGA

天候の状況により、屋内のヨガルームで行います

年

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

NEW

料金／500円

※要予約／前日18時まで

秋・冬

リンパトリートメントヨガ

開催／２月28日までの毎週水・金・土曜日
時間／14：30〜15：30
料金／3,500円

通

年

※要予約／前日18時まで

通

年

リラックスハンモックヨガ

開催／12月1日〜3月31日までの毎週金・土・日曜日
時間／16：00〜17：15
料金／3,500円 ※1名様で催行の場合は7,000円 ◎オーガニックハーブティ付
※中学生以上対象

秋・冬

※要予約／前日18時まで ※催行人数／2〜5名

◎オーガニックハーブティ付

※中学生以上対象 ※要予約／３日前まで
※催行人数／2〜25名

※催行人数／9名まで

通

年

バードウォッチング散策

季節によって様々に変化する野鳥達の生活をガイドと共に観察しましょう。

開催／3月31日までの毎週月・水・金・日曜日
時間／8：00〜9：00
料金／大人 1,500円、小学生 1,000円、幼児 800円
◎双眼鏡レンタル有

秋

※要予約／前日18時まで

時間／9：30〜17：00の間（約60分間）◎要相談
料金／1 家族 10,000円 ◎オーガニックハーブティ付

石釜で焼くピザ作り体験

開催／11月30日まで、3月1日〜31日までの毎週土・日曜日、祝日
場所／里山ラウンジ
時間／11：00〜13：00
料金／大人・小学生 4,500円（ドリンク付）
※要予約／前日18時まで

秋

※催行人数／2〜10名

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。

開催／11月23日〜25日
時間／9：30〜11：00
料金／大人 2,500円、小学生 1,500円、幼児 1,000円

秋

※催行人数／5名まで

※催行人数／2名〜20名

自分で摘み取った香草をトッピングしてオリジナルピザを作りませんか？
石釜で焼くのでアツアツをお召し上がりいただけます。

※要予約／前日18時まで

ファミリーヨガ

※要予約／前日18時まで

ネイチャープログラム

キャンドルメディテーション

開催／3月31日までの毎週水・金曜日
時間／21：00〜22：00
料金／2,500円 ※1名様で催行の場合は5,000円

時間／9：30〜16：00の間（約60分間）◎要相談
料金／5,000円（お１人様ご追加2,000円）◎オーガニックハーブティ付
※要予約／前日18時まで

※要予約／前日18時まで ※催行人数／2〜12名

夜のプログラム

※催行人数／２〜6名まで

プライベートヨガ

※中学生以上対象

※中学生以上対象

冬

※催行人数／25名まで

心身の中の老廃物を流すトリートメントを取り入れながらのヨガ。
心も体もすっきりと心身共に健康的な状態に戻すことができます。

※中学生以上対象

サンセットヨガ

開催／11月30日までの毎週金・土・日曜日
時間／夕刻（日により変わります：約90分）
料金／2,500円 ※1名様で催行の場合は5,000円 ◎オーガニックハーブティ付

朝Rela（アサリラ）

※中学生以上対象

夕方のプログラム
秋

朝のプログラム
通

<除外日>

2018年11月1日（木）〜2019年3月31日（日）12月28日〜1月3日

※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。

開催／11月23日〜25日
時間／15：00〜16：30
料金／大人 2,500円、小学生 1,500円、幼児 1,000円

ワン・モア・オプション（レンタルアイテム）
・ランドカー

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

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

・ポールウォーク

料金／500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）

・パターゴルフ

料金／9ホール 大人 1,000円、小人 700円

・七つ道具

料金／2,000円

（バドミントン、カイト（凧）、双眼鏡、バードコール、NEMU MAP
ランタン、NEMUオリジナル星座早見表）

※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日、絶景！宵空感動体験は夕日がご覧いただけない日も
中止する場合もございます。 ※星空クルーズにつきましては、満月の日は星が見えない場合もございます。 ※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。

※要予約／催行 1 時間前まで

秋

※催行人数／2名〜20名

青空ピクニックランドカー ＜10食限定＞

ランドカーにランチボックスと七つ道具を積みこんだら、
園内散策に出発！
アイテムで生き物たちと触れ合い、
ランチだけでなく自然をたっぷり感じていただけます。

開催／11月30日まで 提供時間／11：30
料金／10,0 0 0円
内容／ランチボックス （ドリンク付） 2名分
ランドカー
七つ道具付
2時間

（ランドカー 1時間 追加料金 2 ,000円 ・ランチ 1名分 追加料金 3,500円）
※要予約／前日18時まで ※催行人数／2〜10名 ※ブランケットの貸出し有

クルージング
通

年

あご湾プチクルーズ＆マリンタクシー

（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（9：00〜12：00・13：00〜16：00）
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

通

年

※催行人数／2〜6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）※冬期は最終15：00
料金／1時間 30,000円 ※要予約／3日前まで ※催行人数／12名迄

通

年

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

通

年

※催行人数／2〜12名

星空クルージング

幻想的な夜の海をクルージング。
満天の星空はきっと忘れられない思い出に。
9月中は海を青く染める夜光虫をもお愉しみいただけます。

フィッシング
通

年

★初心者＆手ぶらでご参加ＯＫ

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。
（釣果によっては湾外に出ることもございます）

時間／20：30〜21：10
料金／大人 5,000円、小学生 3,500円、幼児 2,500円

時間／ 7：00〜、14：00〜 ※約120分
料金／大人 6,000円、小学生 4,000円、幼児 2,000円

※要予約／当日18時まで

※要予約／前日18時まで ※催行人数／3〜6名（3名様以下の場合は要相談）

※催行人数／2〜12名

通

年

チャーターフィッシング

気の合う仲間と本 格的な船 釣りを愉しめます。

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／6名まで

シーカヤック ★初めての方でもお愉しみいただけます
波穏やかな、
あご湾をカヤックで海のお散歩。
キラキラ輝く海上で、
特別な時間をお過ごしいただけます。
春

モーニング シーカヤック

開催／3月2日〜31日までの毎週月・日曜日、祝日
時間／7：00〜9：00
春

通

年

スターウォッチング

星のソムリエがご案内する星空観察会。
自然のプラネタリウムの世界で特別な時間をお過ごしいただけます。

開催／3月31日までの毎週土・日曜日、祝日（12月1日〜2月28日は毎日）
時間／21：00〜22：00
料金／大人 3,500円、小学生 2,500円、幼児 1,500円
※催行人数／2〜12名

秋・冬

絶景！宵空感動体験 ＜無料＞

世界がもっとも美しく照らされる1日にたった30分間しか現れない、
マジックアワーの時間帯にあわせて、
「 絶景！宵空感動体験 」へご案内。

開催／２月28日までの毎日
時間／日没時間により変動

※要予約／当日18時まで

サンセット シーカヤック

開催／3月2日〜31日までの毎週木・土曜日
時間／夕刻（日により変わります：約90分）
料金／大人 4,500円、小学生 3,500円
※小学生以上対象 ※要予約／前日18時まで（2名1組の申込） ※催行人数／2〜10名
※マリンシューズの着用をお願いいたします（無料レンタルあり）

期間限定

繊月ウォッチング＜無料＞

「繊月（せんげつ）」と呼ばれる月齢2日目の細い月の観察会。
月が沈みゆく際には、幻想的な瞬間をお愉しみいただけます。

開催／11月9日、12月8日、1月7日、2月6日、3月8日
時間／日の入り時刻（約30分間）
11月9日 17：30〜、12月8日 17：40〜、1月7日 17：20〜、
2月6日 18：00〜、3月8日 18：40〜

通

年

焚き火カフェ＜無料＞

満天の星空の下でカフェタイム。
揺れる炎を見ながらグラマラスな時間をお過ごしください。

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

