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●表記の価格は全て税抜表示です。消費税分はレジにて別途精算とさせて頂きます。6 7

受付/ビーチインフォメーションデスク（内線2522）
出航時間/20：45～21：15　定員/15名 【予約制】
料金/大人￥2000、子供（3歳～小学生）￥1000
　　 幼児（0～2歳）無料 ※ワンドリンク付
※海況により中止になる場合がございます。

「うどぅい・うたあしび」イベント最後
の打上げ花火を、波間に漂うカタマラ
ンヨットからゆったりとご覧いただけ
ます。最高に贅沢なひとときをどうぞ。

花火クルージング　

オクマビーチで宝探し！

SunMon Tues Wed  Thur Fri Sat

会場／Beach café OASIS前ビーチ　開演/20：30～（約30分）
※演目内容は、夏休みイベントカレンダーをご覧ください。
※都合により内容が変更になる場合もございます。

　『うどぅい・うたあしび』とは、“踊り、歌いましょう”という意味です。
夏休みの夜を踊って歌って盛り上がりましょう！
期間中、火曜、木曜、土曜日の夜は三線島唄ライブ
とエイサー演舞を交互に開催いたします♪
郷土芸能の後には打上げ花火もございます。
ぜひ間近でお楽しみください。　

月・水・金曜日

うどぅい・うたあしび 火・木・土曜日 【入場無料】

オクマビーチの砂浜に埋まっているお宝をゲットしよう！ 
滞在中にご利用いただける割引券、無料券など
貰って嬉しい特典満載です。

開催期間7/16～8/31夏休みイベントカレンダー夏休みイベントカレンダー夏休みイベントカレンダー

夏至南風キャンペーン
期間：7/16～8/31

三線島唄＆花火
20：30～

夏 休 み
特別企画

エイサー＆花火
20：30～
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※都合により内容が変更になる場合もございます

体験アドベンチャー！ 火・木・土曜日

火・木・土曜日

やんばるの大自然と遊ぼう！「オクマわんぱく教室」の
ミニミニ版「体験アドベンチャー！」を無料で
お試し体験いただけます！

30 31

花火クルージング
20:45～

宝さがし
16:30～

体験アドベンチャー
16:30～

集合/16：20　スタート/16：30～　
集合場所/ビーチインフォメーションデスク
参加対象/幼児～小学生まで　【参加無料】
※上限人数に達し次第、受付を終了する場合がございます。

集合/16：20　スタート/16：30（約30分）　
集合場所/ビーチインフォメーションデスク
参加対象/3歳以上（親付添可）　【参加無料】
※上限人数に達し次第、受付を終了する場合がございます。

◎午前：わんぱくシュノーケリングと浮島ツアー

透明度が高いオクマの沖に浮かぶ浮島まで、イカダや
ボードを手漕ぎで仲間と共に向い上陸。滑り台を滑ったり、
ジャンプしたり、飛び込んだり。最後は沢山のお魚たちに
迎えられてのシュノーケリング。浮島からみるオクマビー
チは絶景！オクマでしか味わえない夏の美ら海を体験して
みよう！

◎午後：気軽に体験！120分のプチ冒険

オクマビーチから気軽に行ける人工浮島。ニッパーボード
やイカダを使って初めての冒険。そこにはニモや熱帯魚
も。誰でも楽しめる2時間のプログラムです。

◎午前：イカダで大冒険“イノー散策と洞窟ツアー”
 
オクマ沖合いに見える三角島（通称：鳥島）まで、イカダや
ニッパーボードで力を合わせて向います。上陸して岩を登
ると周りは美しい景観が広がるやんばるの海。島にはなん
と洞窟も！大潮の干潮時には、珊瑚の仲間と海の珍しい生
き物たちとご対面。とにかくオクマに来たなら一度は上陸
したい島。

◎午後：気軽に体験！120分のプチ冒険

オクマビーチから気軽に行ける人工浮島。ニッパーボード
やイカダを使って初めての冒険。そこにはニモや熱帯魚
も。誰でも楽しめる2時間のプログラムです。

やんばるの大自然とふれあい、自然と学べる子ども達のための教室！

【ご予約お問い合わせ】
■ビーチインフォメーションデスク
　（内線 2522）
　営業時間 9：00～ 18：00

夏休み特別企画夏休み特別企画 子どもは自然と育ちます。

『オクマわんぱく教室』

a時間割表

午前
10:00～12:30

わんぱくシュノーケリングと
浮島ツアー

イカダで大冒険
“イノー散策と洞窟ツアー”

午後
14:00～16:00

気軽に体験！
120分のプチ冒険

気軽に体験！
120分のプチ冒険

海が
先生

時間/10：00～12：30（2時間30分）
年齢/3歳以上
料金/お子様1名 ￥4,000
　　  親付添1名 ￥2,000

時間/14：00～16：00（2時間）
年齢/3歳以上
料金/お子様1名￥3,000
　　  親付添1名￥1,000

時間/10：00～12：30（2時間30分）
年齢/3歳以上
料金/お子様1名 ￥4,000
　　  親付添1名 ￥2,000

時間/14：00～16：00（2時間）
年齢/3歳以上
料金/お子様1名￥3,000
　　  親付添1名￥1,000

【7/17〜8/31 奇数日 の授業】

【開催期間】7/16～8/31（毎日）

【7/16〜8/30 偶数日 の授業】

子どもらしさ 感性 豊かな表情 コミュニケーション力

子どもらしさ 達成感

達成感

達成感

生命力

五感

五感

子どもらしさ 感性諦めない気持ち

子どもらしさ

7/17～8/31
（奇数日）

7/16～8/30
（偶数日）

全てのプログラムは、ライフガードが同行しエスコートしますので、安心してお子様をお預けいただ
けます。親子での参加も大歓迎。安全で楽しく学べる「わんぱく教室」をぜひお楽しみください。
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マリンリラクゼーション 夏至南風おすすめエコツアー 夏至南風おすすめレストラン

マジュンコース・・・・￥4,100
琉球元豚あぐー、パイナップルポーク
島豚ソーセージ、焼きおにぎりなど

ジョウトーコース・・￥5,800
沖縄県産黒毛和牛、琉球元豚あぐー
やんばる若鶏もも肉、焼きおにぎり 
など

･fierté (フィエルテ)・・￥10,000

･émotion(エモシオン)・・￥8,000
･plaisir(プレジール)・・・・￥6,000

気まぐれシェフの小前菜
海の幸・彩り野菜のテリーヌトマトソースとキャビア添え
大宜味村木酢鶏のコンソメスープタピオカ入り
ロブスターと近海魚のTSUTSUMU 仕立て 
サフランの香り
国産牛の網焼きフォアグラ添え 金箔入り
トリュフソース季節の温野菜添え
パン・しょうがのブラマンジュとマンゴソルべ・珈琲

皆さまお待たせいたしました！
「プールサイドバー」期間限定OPEN！
昼間は夏の暑さを和らげてくれる「かき氷バー」
夜は星空の下、心地よい潮風とともに旅の余韻に浸れる「Bar」
開放感たっぷりのプールサイドでリゾート気分をお楽しみください。

オクマビーチの特等席をレンタル！
『しおかぜハンモック』
『サンセットヒル（ハンモック）』

青い海、白い砂浜やんばるの風を感じ『しおかぜハン
モック』に揺られのんびりと夏をお過ごしください。

ブティック プルメリア 『マリンフェア』
オクマの海遊びをもっとたのしく！マリンフェア開催！！
ビーチで過ごす時間をさらに盛り上げてくれる、海遊びアイ
テムを取り揃えました。「あったらいいな～」の便利グッズも
ございますので、海遊びも快適です♪ビーチにお出かけに
なる前に、ぜひお立ち寄りください。日焼け後のアフターケ

ア用品もございます。

ショップ夏至南風キャンペーン

夏至南風期間に「ギフトショップ ブーゲンビリア」「ブティック プルメリア」の商品を3,000 円（税込）以上お買い上げの
お客様全員に、滞在中にご利用いただけるアクティビティペア チケットをプレゼントいたします！

リゾートステイを彩る品々！
■ブティック プルメリア
営業時間 /8:00 ～ 22:00
内線 2418

■ブティック プルメリア
営業時間 /8:00 ～ 22:00
内線 2418

川遊びと生き物観察ツアー
美しく穏やかな“やんば
る”の清流には生き物が
いっぱい♪網を使って大
きなテナガエビやお魚を
ゲットしよう！生き物好き
なお子様におすすめのツ
アーです。

オクマオリジナルTシャツ
オクマオリジナルTシャツに、今年も新デザインが仲間入り
しました。2016年のオクマオリジナルTシャツのテーマは
『幸せの鐘 カランカラン』。オクマのシンボルが描かれたオ

リジナルTシャツ。ご滞在
の記念やご自身のお土
産にどうぞ！

■ブティック プルメリア
営業時間 /8:00 ～ 22:00
内線 2418

人気の沖縄土産が勢ぞろい！
■ギフトショップ ブーゲンビリア
営業時間 /8:00 ～ 22:00
内線 2419

６つのアクティビティから選べます！
■カヌー 30分 無料
■シュノーケリングツアー 20％OFF
■サンセットクルージング 20％OFF
■ピンポン 30分 20％OFF
■バスケット 30分 20％OFF
■バドミントン 30分 20％OFF

※チケットがなくなり次第
　終了とさせていただきます。

■しおかぜハンモック （ペアセット）
　料金／￥2,000　時間／9：00～18：00（内2時間）

オクマビーチを一望できる特別な空間『サンセットヒル』
最高の景色を眺めながら特別な時間をお過ごしください。
■サンセットヒル （ペアセット）
　料金／￥3,000　時間／9：00～18：00（内2時間）

アクティビティチケットキャンペーン

受付／ビーチインフォメーションデスク 【内線 2522】

・キッズサイズ（100cm ～130cm）
　　　　　　￥2,000
・大人サイズ（S/M/L/XL）
　　　　　　￥2,000

新発売！

ジョウトーコース
※ドリンクは含まれません

ロブスターと近海魚のTSUTSUMU仕立て
サフランの香り

fierté 

＜毎日実施＞
■出発時間／13時30分　■所要時間／1時間30分
■料金／大人 ￥3,000　子供￥1,500　■人数／4名様からツアー実施。
※予約受付は前日20時までとなります。
※採取した生き物は観察後リリースいたします。
※レンタルアクアシューズもございます。お問い合わせください。
　（ビーチサンダル不可）
受付／オクマエコミュージアム（内線 2525）

潮溜まりツアー 
そこはまるで陸に取り残さ
れた竜宮城。干潮のピー
ク時間に磯へ渡りキレイ
な熱帯魚や貝、ウニ、ヒト
デなどを間近で観察して
みませんか？好奇心旺盛
な子供たちも大喜びのツ
アーです。

＜大潮・中潮時に実施＞
■出発時間／干潮時に合わせて出発　■所要時間／2時間30分（約3時間）
■料金／大人 ￥3,500　子供￥1,500　■人数／4名様からツアー実施。
※予約受付は前日20時までとなります。
※レンタルアクアシューズもございます。お問い合わせください。
　（ビーチサンダル不可）
受付／オクマエコミュージアム（内線 2525）

まるごとパイナップルカクテル かき氷

石垣牛バーガー ローストビーフサンド

海辺の特等席を皆様へ！
『マリンハウスBBQ』
期間限定OPEN！
沈む夕日から星空へ、刻々と変わるオクマの空と海を
眺めながら豪快に焼きあげるバーベキューは
南国リゾートの醍醐味！期間限定のバーベキューを
ぜひお愉しみください。

夏のオクマビーチのオアシス『Beach café OASIS』 
ランチタイムはもちろん！ディナータイムもOPEN！

■会場／マリンハウス
■時間／ご予約は18:00
　　　　のみとなります
■受付／レストラン予約【内線 2301】
※受付は当日の17時までとなります。

■ランチタイム　　11:00～16:00

期間7/16～8/20

期間7/16～8/20

【予約制】 沖縄の恵みが彩る
「SUNSETコースディナー」
期間限定OPEN！
沖縄の食材を用い、素材の良さを丁寧に引き出した
美味しい料理の数々。華やかなあしらいに心躍る
コースディナーでリゾートの夜をお楽しみください。

■会場／SUNSET
■営業時間 /18:00 ～ 21:00
■受付／レストラン予約【内線 2301】

【予約制】

●表記の価格は全て税抜き表示です。消費税分はレジにて別途精算とさせて頂きます。

誰もが気軽にご利用いただけるBeach café OASIS
どの席からもビーチが眺められ、開放感たっぷりにお寛ぎいただける
カフェレストラン。夏期間はディナータイムもOPENしております♪

バケットサンドイッチ・・・・・・・・・・・￥973
辺土名漁港直送サメバーガー・・・￥649
タコライス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥649
パティシエ特製カップスイーツ・・・ ￥278

もとぶ牛バーガー・・・・￥1,065
いのぶたバーガー・・・・・￥973
ロコモコ・・・・・・・・・・・・・ ￥649
キッズバーガーセット・・・￥417

■ディナータイム　　18:00～20:00

オリオン生ビール・・・・・・・・・・・・・・￥463
カクテル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥510
泡盛 山原くいな25度・・・・・・・・・・￥510
グラスワイン（赤・白）・・・・・・・・・・・￥510

石垣牛バーガー・・・・・￥1,806
ローストビーフサンド・・￥1,528
クラブハウスバーガー・・￥1,297
エビマヨバーガー・・・・￥1,250
キッズロコモコ・・・・・・・・￥602

～

～

■かき氷バータイム　　14:00～17:00

沖縄風ぜんざい・・・・・・・・・・・・・・・￥417かき氷・・・・・・・・・・・・・￥278～

■Barタイム　　19:30～22:30

泡盛 山原くいな25度・・・・・・・・・・￥480
グラスワイン（赤・白）・・・・・・・・・・・￥480
シーフードマリネ・・・・・・・・・・・・・・￥750
　　　　　　　　　　　　　　　　 など

オリオン生ビール・・・・・・￥480
オリジナルカクテル・・￥480～
ミックスナッツ・・・・・・・・￥340
まるごとパイナップルカクテル・・￥1,500

■Beach café OASIS 【内線 2342】
■営業時間 /10:00 ～ 20:00

※10:00 ～ 11:00 は、ドリンクのご提供となります。
※16:00 ～ 18:00 は、ドリンク、デザート、おつまみのご提供となります。
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