
［キャンペーン実施期間］

JALしまきゃん 2019-20 冬・春

2019年12月1日～2020年2月29日

JAL JTAツアーカウンター
那覇市鏡水150番地 那覇空港ターミナル1F
TEL.098-857-2532　営業時間／9：00～23：00

2 《那覇空港で乗り継ぎのお客さま》

那覇市鏡水150番地 那覇空港ターミナル2階（出発ゲート内）
TEL.098-858-6455　営業時間／6：30～20：30

Coralwey那覇空港売店スナックコート

※営業日・営業時間・提供品は予告なく変更となる場合もございます。予めご確認の上、ご活用ください。

※要予約・予約推奨のお店につきましては、お客様自身にてご予約いただき、その際必ず「しまりずむクーポン」をご利用の旨をお申し出ください。なお予約不要の
お店につきましても週末や連休時、5名以上で飲食店をご利用の場合などは、事前にご連絡することをおすすめします。※クーポンで設定のない小人利用につき
ましては、料金が発生する場合は現地にてお支払いください。※アルコール類の引換・提供は20歳以上の方のみ対象となります。



宮古島宮古島

146

3905 2

83

12

池間大橋

伊良部大橋

来間大橋

宮古福祉
保健所

宮古島市役所

宮古島
熱帯植物園

3906
10

11
7

1

9 4

※写真はすべてイメージとなります。※写真はすべてイメージとなります。

営業時間 ①9:00～17:00（最終受付）
 　　　　②③9:30～16:30（最終受付）
休:無休・定期メンテナンス休館有
年末年始休：無休

体験はご利用前日迄に
要予約

〒906-0101

宮古島市城辺字保良591-1
ミヤコジマシグスクベアザボラ

（0980）77-2323

②ブレスレットまたはストラップ作り体験
①貝の資料館入場（大人/高校生以上）1名

③写真立て（小）作りまたはペンダント作り体験

世界中の海から集めた貝殻を展示。貴重な貝をご覧ください！

現地参考価格
1,080円

宮古島海宝館
ミヤ  コ  ジマカイホウカン

1

宮古そば定食
宮古島の島食材を豊富につかった料理をお楽しみください

営業時間 11:00～23:00
※クーポン利用は
　11:00～17:00迄
休:不定休
年末年始休：不定休

〒906-0012 宮古島市平良字西里399-1
ミヤコジマシヒララアザニシザト

（0980）73-6655

琉球居酒屋 あぱら樹
リュウキュウイ ザカ ヤ　　　　　　　ギ

現地参考価格
1,620円

現地参考価格
1,050円

①入園料
②食事+ドリンク
③入園＋３５コーヒー（ハーフパック付）

宮古島の海底へご案内！他に海をテーマにした施設も楽しめます

〒906-0002 宮古島市平良字狩俣2511-1
ミヤコジマシヒララアザカリマタ

休:無休
年末年始休：無休

営業時間 10:00～18:00
　　　　 （最終受付17：30）
カフェ  11:00～16:00

（0980）74-6335

現地参考価格／1,000円

宮古島海中公園
ミヤ コ ジマカイチュウコウエン

現地参考価格
1,100円

現地参考価格
1,540円

現地参考価格
500円

※現地参考価格は、特に記載のない限り2019年10月現在の価格（消費税込）となり、変更となる場合があります。

要予約

要予約



※写真はすべてイメージとなります。※写真はすべてイメージとなります。※現地参考価格は、特に記載のない限り2019年10月現在の価格（消費税込）となり、変更となる場合があります。

予約推奨
要予約

要予約

要予約

要予約

100%マンゴージュース
マンゴー100％ジュースをぜひ味わってください。

営業時間 9:00～21:00
休:無休
年末年始休：無休

〒906-0013

宮古島市平良字下里108-7
ホテルアトールエメラルド
宮古島内

ミヤコジマシヒララアザシモザト

（0980）73-9800

ミヤコジマ
ホテルアトールエメラルド宮古島
ラウンジ「カーレント」

現地参考価格
1,100円

現地参考価格
1,680円

現地参考価格
610円

現地参考価格
1,220円
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カフェ
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営業時間
17：00～23：00
休:木曜日
年末年始休：無休

営業時間
ランチ 11：30～14：30
ディナー 17：30～22：00
休:不定休
年末年始休：不定休

営業時間 9：00～17：00
（体験は10：00～16：00
 の間で対応可）

ランチ＆ディナーのどちらでも利用可能。

休:無休
年末年始休：無休

営業時間
10：00～19：00

〒906-0014 宮古島市平良字松原548-1
ミヤコジマシヒララアザマツバラ

（0980）79-5129

〒906-0012 宮古島市平良字下里７-2
ミヤコジマシヒララアザシモザト

（0980）72-3765

〒906-0002 宮古島市平良狩俣4109-1
ミヤコジマシヒララカリマタ

（0980）75-4380（宮古旅倶楽部）

〒906-0012

宮古島市平良西里176-2 シティライフ宮古ラヴニール1F
ミヤコジマシヒララニシザト

（0980）75-7511

ビー玉ストラップ作り
島の民具づくりを体験しよう！

営業時間
10:00～17:00頃
（最終受付16：00頃）
休:日曜日・不定休
年末年始休：不定休

〒906-0011 宮古島市平良東仲宗根添１１６６-２８６
宮古島市熱帯植物園内

ミヤコジマシヒララヒガシナカソネゾエ

（090）4986-2413

チガヤ工房
コウボウ

宮古島のお土産 定番といえばここ。良質な食材と落ち着いた空間で贅沢な時間を
お過ごしください。

宮古島の果物を使ったゼリー作りを体験！！

宮古牛や沖縄県産食材にこだわったオシャレなお店。
宮古島焼肉 火神
ミヤ コ  ジマヤキニク　カガミバナナケーキのモンテドール総本家 しゃぶ庵

ソウ ホン ケ　　　　　　　アン

まなつの駅
エキ

ミニバナナケーキ（6個入）1箱
宮古牛上カルビまたは上ロース①オリオンビール生ジョッキ1杯

トロピカルフルーツで
ゼリー作り体験（約1時間）

②超特選宮古牛 炙り刺し

営業時間 9：00～18：00
休:無休
年末年始休：無休

※コース内容の詳細は「宮古島ひとときさんぽ」の
　ホームページをご覧ください。

ミヤコジマシヒララニカワドリ
〒906-0008 宮古島市平良荷川取325-11-305

（0980）73-7311

まち歩き、港釣り、ナイトツアーなど14コースがございます。
宮古島ひとときさんぽ
ミヤ  コ  ジマ

①550円の金券として利用可能
②1,100円の金券として利用可能
③1,650円の金券として利用可能

ご利用前日17：00までに要予約
（一部コースは前々日までの予約）

現地参考価格
550円

現地参考価格
1,100円

現地参考価格
1,650円

9

8

現地参考価格／600円
現地参考価格
1,166円 現地参考価格

1,533円

休:不定休
年末年始休：不定休
※レンタカー利用の
　場合は住所で検索
　してご集合ください。

現地参考価格／1,500円

ご利用前日までに要予約
（空きがあれば当日でも対応可）

※2名以上でお申込みください。
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①入園料（カートなし）大人（中学生以上）1名
トロピカルガイドツアー
②小人/小学生 1名
③大人/中学生以上 1名

南国のトロピカルフルーツを見に行こう！

営業時間 10:00～17：00
（カート最終出発16：30）
休:水曜日
年末年始休：無休

〒906-0305 宮古島市下地字与那覇1210
ミヤコジマシシモジアザ ヨ ナ ハ

（0980）74-7830

金券として
体験・物販購入
に利用可能

①500円
②1,000円
③1,500円

手仕事に拘った海工房でオリジナルアクセサリーを

営業時間 11:00～20:00
休:不定休
年末年始休：不定休

〒906-0012 宮古島市平良字西里160
ミヤコジマシヒララアザニシザト

（0980）73-0849

※とんぼ玉作り体験のみ
　前日までに要予約と
　なります。

宮古島 海工房
ミヤ  コ  ジマ  カイコウボウ

まいぱり宮古島熱帯果樹園
ミヤ  コ  ジマネッタイ  カ  ジュ エン

三線＆カチャーシー体験
島の民具づくりを体験しよう！

営業時間

休:火曜日・不定休
年末年始休：不定休

〒906-0011 宮古島市平良東仲宗根209-1
宮古島市熱帯植物園内

ミラコジマシヒララシヒガシナカソネ

10:00～17:00
（最終受付16：00頃）

宮古島三線工房
ミヤコジマサンシンコウボウ

（0980）75-4380（宮古旅倶楽部）

現地参考価格
1,500円

①予約不要
②要予約 ③要予約

宮古島宮古島 現地参考価格
610円






