
KARIYUSHI WONDER LAND

ビーチ特設ステージ3日間で合計10組の
アーティストが参加！ 18:00 ～ 20:30

KARIYUSHI FESTA は、イベント開催におけるガイドライン等を参考に予防対策を行い開催いたします

特設サイトはこちら

当日、株式会社ビック沖縄また取材メディアは、KARIYUSHI FESTAの様子を写真並び動画撮影を行います。その際に会場内
のお客様が写りこむ場合がございます。それらは、かりゆしホテルズ公式ホームページ、公式SNS等に掲載される場合がご
ざいます。

打上げ花火20:30

7.22 FRIDAY 7.23 SATURDAY 7.24 SUNDAY

19:55-20:25 Ryuty
POPS 19:55-20:25 Neo Ryukyu

エイサー 19:55-20:25 Soluna
島唄 POPS

19:20-19:50 安富祖貴子
JAZZ 19:20-19:50 ちんちなー

島唄 19:20-19:50 ナナイロノート
POPS

18:45-19:15 ピエロのファンキー
バルーンショー 18:45-19:15 ピエロのファンキー

バルーンショー 18:45-19:15 ピエロのファンキー
バルーンショー

18:10-18:40 Na Kiele O Ka Lani
フラダンス 18:10-18:40 Halau Hila U i

フラダンス 18:10-18:40 PUAHINANO
タヒチアン

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ

司会

OKINAWA KARIYUSHI RESORT EXES ONNA OKINAWA KARIYUSHI LCH.
RESORT on The Beach

長嶺花菜 よっしゃあ金城

※掲載内容は当日の状況により変動する場合がございます。予めご了承ください。

KARIYUSHI FESTAでは、新型コロナウイルス感染症の予防と感染拡大防止および、お客様・出演者・スタッフの
安全を確保するべく、下記の通り感染症対策ガイドラインを定め、対応に最善を尽くして参ります。
ご参加に際しましては、下記内容を必ずご一読いただき、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

＊ご協力頂けない場合、参加のお断り、または会場より退場して頂く場合もございます。
＊本ガイドラインは、感染状況・政府、沖縄県の方針等を踏まえ更新される場合がございます。

・37.5度以上の熱がある方、咳、呼吸困難、倦怠感、咽頭痛、鼻汁、味覚嗅覚障害、下痢、嘔気、嘔吐のような症状
がある方のご参加はお控え下さい。入場時に検温を実施し、37.5度以上熱がある場合は入場をお断りいたし
ます。
・マスクの着用を必須とし、着用のない場合のご参加はお断りいたします。
・こまめな手指消毒にご協力ください。会場内、ホテル内に消毒液を設置しております。
・ソーシャルディスタンスの確保にご協力下さい。入、退場時や待機中のソーシャルディスタンス確保をお
願いいたします。密集している場合、スタッフよりお声がけさせて頂きます。
・入場人数を制限させて頂く場合がございます。
・飛沫感染防止のため、大声での会話はお控え下さい。
・会場内での飲食時の感染対策マナーの徹底にご協力下さい。
　▶食事前には手洗い、消毒をお願いします。
　▶食事中もソーシャルディスタンスを確保頂き、会話やご家族様以外の対面での食事はお控え下さい。
　▶飲食物のシェア、食べ歩きはお控え下さい。

KARIYUSHI FESTA
開催における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン

●カルトブランシェ ￥8，800

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ
THE DINING暖琉満菜 ウイングタワー1階

琉球料理調理人や和洋中シェフが作る地元食材たっぷりのブッフェレストラン

地元食材を贅沢に使用した本格ディナーをどうぞ

OKINAWA KARIYUSHI RESORT EXES

� � � � �� � �� � �

DINING天 エグゼスロビー階

●ランチブッフェ 大人￥2，000

6～12歳￥1，000

4・5歳￥600

●ディナーブッフェ 大人￥4，300

6～12歳￥2，000

4・5歳￥1，000

●鉄板焼きコース　太陽 ￥11，000

地産地食
KARIYUSHI
FESTA

地産地食
KARIYUSHI
FESTA

地産地食
KARIYUSHI
FESTA 2022

かりゆしフェスタ

かりゆしワンダーランドへようこそ！

22日23・24日

インスタグラムのストーリーズ投稿で景品があたるくじ引きに参加しよう！
縁日屋台コーナー（シーサーテラス）でインスタパネルフォトを使って写真をとり、
ご自身のインスタアカウントのストーリーズにて投稿（※タグ付必須
＠Kariyushihotels）すると、外れ無しのくじ引きチャンス！（先着20名様）

2022



2022

16：00～20：30

魅力いっぱいのかりゆしワンダーランドへようこそ！あれもこれも楽しめる、かりゆしフェスタがはじまるよ！

おきなわ
　クイズに挑戦！

クイズ
こたえ

クイズ
こたえ クイナ

クイズ
こたえ チム

クイズ
こたえ ヨー

あいことば

クイズにこたえてオーシャンスパフロントであいことばをつたえると
プレゼントがもらえるよ！場所はマップのマークを探してね。

ちょうせん

HOTEL  AREA  - EXES - エグゼスHOTEL  AREA  - EXES - エグゼス

HOTEL AREA -Ocean Spa-
オーシャンスパ

HOTEL AREA -Ocean Spa-
オーシャンスパ

ビーチ「LOVE」

かりゆしマルシェ

かりゆしマ
ルシェ

ビーチ特設ステージ

プールサイドステージ

インスタフレームフォト

プールサイドステージ

バルーンアート

浴衣でフェスタ

バルーンアート

エステサロン

グラスボート遊覧

フード屋台＆ドリンク

どうぶつふれあい広場

ちびっこトランポリン 乗馬体験

ちびっこトランポリン

きょうりゅうがやってくる

かりゆしの森入口

かりゆしガラス工房

時間
ビーチフロント前ロビー場所

カットフルーツやかき氷など、ひん
やりスイーツを販売しております。

8:30～9:30
（前日17時までの予約制） （予約制・受付10:00～20:30）

時間
かりゆしの森場所

プチやんばるの森を体験
できるガイドツアー。
おひとり様￥500

12：00～18：00時間
ビーチプール横特設会場場所

トランポリンがビーチに登場。青空の
下で飛び跳ねる快感をお楽しみくだ
さい。おひとり様5分￥500
※体重制限あり

18：00～20：30時間
ビーチ特設ステージ

※かりゆしビーチに駐車場はございません

詳細はこちらから↓

※かりゆしフェスタでは電子決済を採用しています。Visa,Mastercard,国内電子マネー、中国コード決済がご利用可能です。但し、一部メニュー（トランポリン、乗馬、縁日屋台）は現金のみの対応となっておりますのでご注意ください。

場所

様々なアーティストが参加して、歌い
踊り、最初から最後までフェスタを盛
り上げます。

①19:00～ ②20:00～時間
ガーデンプールサイド場所

開放的な空間でライブをお楽
しみください。レストランテラ
ス席からも観覧いただけます。

随時受付時間
フロント受付場所

浴衣を着てフェスタを楽しもう！
お得な特典付き。￥1，500

縁日屋台

縁日屋台

17:00～20:30時間
シーサーテラス場所

ゲームやフォトコーナーもあり、
大人も子供も楽しめます。￥300～

シーサー絵付け

浴衣でフェスタ

18：00～21：00

20：30～21：30 24日のみ

時間
シーサーテラス場所

好きに色付けして、オリジナルの
シーサーを作ろう！￥2,200~

夏の星あそび

時間
バーラウンジタイラテラス場所

専門スタッフが夏の星座を解説。
大人￥2,300、小人￥1,500予約制

フード屋台＆ドリンク

18：00～20：30時間
ビーチテラスバンケット海海場所

おつまみフードや南国スイーツ、冷た
いドリンクを販売いたします。￥200～

さんご教室

さんご教室（展示）

フェスタ期間中常設時間
かりゆしビーチ場所

さんごについて、どこまで知っていま
すか？展示で海の神秘を学ぼう！

グラスボート遊覧

18:00～日没時間
かりゆしビーチ場所

夕暮れ時の気持ちの良い海をクルージ
ング。おひとり様￥500

エステサロン

14:30～21:00最終受付時間
エグゼス2階場所

フェスタ限定セットやコース
（要予約）

かりゆしの森
トレッキング

16:00～21:00時間
ガラス工房場所

琉球ガラス作りを気軽に
体験できる。
グラス￥2,500～手作りガラ

ス体験

ビーチ特設ステージ

①

②

③

① ② ③ ④④

手持ち花火

18：00～22：00

18：00～20：30

8：30～21：00

打上げ花火

20：30

HOTEL  AREA  - F o r es t＆Athe r - かりゆしの森＆その他HOTEL  AREA  - F o r es t＆Athe r - かりゆしの森＆その他

BEACH  AREA  - Ka r i y u s h i  B each - かりゆしビーチBEACH  AREA  - Ka r i y u s h i  B each -

ビーチエリア利用者駐車場

かりゆしビーチ

BEACH AREA -L.C.H-
LCHリゾート

BEACH AREA -L.C.H-
LCHリゾート

BEACH AREABEACH AREA
-Beach Road--Beach Road-

12：00～16：00時間
どうぶつふれあい広場場所

のんびり気軽に乗馬体験。おひ
とり様￥1，000～

ビーチロードビーチロード

HOTEL  AREA  - EXES - エグゼス

P

P

現金
のみ

現金
のみ

現金
のみ

乗馬体験

クイズ
③

クイズ
②

クイズ
①

クイズ
④

ビーチ送迎
ヘリコプター遊覧

フェスタ期間中
ヘリポートに現地受付
デスク設置しています。
お気軽にお立ち寄り

ください
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