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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。

おすすめアクティビティ『シュノーケリングツアー』

海のアート体験！『ビーチコーミング』

新メニュー 『しおかぜハンモック』 『サンセットヒル（ハンモック）』 レンタル開始

■ビーチコーミング
　催行時間：14：00 所要時間：90 分　料金：￥2,000
　受付：ビーチインフォメーションデスク（内線2522）

潤初キャンペーン
期間：3/19～7/15

青い海、白い砂浜　やんばるの風と日差しを感じ、
『しおかぜハンモック』 に揺られのんびりとお過ごしください。

■ペアセット 　2時間 ￥4,000　➡　キャンペーン価格 ¥2,000　　　
　レンタル時間／9：00～18：00（内 2時間）
　受付／ビーチインフォメーションデスク（内線 2522）

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。

■ペアセット 2 時間　￥5,000　➡　キャンペーン価格 ¥3,000　　
　レンタル時間／9：00～18：00（内 2時間）
　受付／ビーチインフォメーションデスク（内線2522）

NEW

この時期沖縄の海では、亜熱帯のカラフルなお魚たちが活発になり、
いろんな様子を見ることができます。
オクマの海を知り尽くすガイドが、穴場のポイントへご案内いたします

■シュノーケリングツアー
　催行時間：9：30/13：30 
　所要時間：90 分
　料金：￥5,000(大人) 
　　   ￥2,500(６歳～小学生)
　　　 ※器材レンタル料込み
　受付：ビーチインフォメーションデスク
　 （内線2522）

オクマビーチからの贈り物。サンゴのカケラや貝殻、ＳＥＡグラスなどを使って、同じものは１つとしてない
オリジナリティに溢れるクラフトを作ってみませんか。
フォトフレーム、マリンキャンドル、貝殻シーサーなどお好みで2点作成できます。
オクマで過ごした楽しい想い出をカタチにしてぜひお持ち帰りください。

青い海、白い砂浜、
やんばるの風と日差しを感じて
のんびりと寛ぐ自然時間
『潮風のハンモック』予約制
ペアセット ２時間 ￥5,000
オクマビーチを一望できる
特別な空間と特別な時間
『サンセットヒル』予約制
ペアセット ２時間 ￥5,000

餌付けのお魚たち

ミスジリュウキュウ
スズメダイ

ヨスジフエダイ アオヒトデ
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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。

◎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

潤初特別企画潤初特別企画 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/幼稚園以上
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/幼稚園以上
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/幼稚園以上
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/幼稚園以上
料金/お子様1名￥3,000
　　  親付添1名￥1,000

【4/29〜5/7 奇数日 、 5/14〜7/9 毎週土曜日 の授業】

【開催期間】4/29～5/8(GW)、5/14～7/10（毎週土日）

【4/30〜5/8 偶数日 、 5/15〜7/10 毎週日曜日 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 ショップ潤初キャンペーン

ショップ商品を2,500円以上ご購入のお客さまに、ご滞在
中にご利用いただけるアクティビティ無料チケットをプ
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

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

•カヌー•ロケットボート•ピンポン•バドミントン•バスケットより
 1メニュー無料でご利用いただけます。
※チケットがなくなり次第終了とさせていただきます。

アクティビティ無料チケット
キャンペーン

期間：3/19～7/15

マリンウォーカー体験ダイビング

「体験ダイビング」「マリンウォーカー」をお楽しみい
ただいたお客さまに、ご滞在中にショップ２店舗で
ご利用いただける10％ＯＦＦチケットをプレゼント

いたします！

アクティビティ
無料チケット
プレゼント

10％ＯＦＦ
チケット
プレゼント

3/19より OPEN

営業時間 ／ 12：00～17：00　ご予約（内線2342）（ext.2342）
＜キッズスペース＞ 8：00～20：00　

Lunch Menu 12：00～16：00

もとぶ牛バーガー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,050
バケットサンドイッチ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥960
いのぶたバーガー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥960
辺土名漁港直送サメバーガー・・・・・・・・・・・・￥620
てりやきオクマバーガー・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥580
漁港バーガー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥580
ロコモコ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥620
タコライス・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥620
キッズバーガーセット・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥400
パティシエ特製カップスイーツ新発売！

誰でもお気軽にご利用いただけるオクマビーチのオアシス！
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。
キッズスペースやその日のビーチ情報もご案内しております。
初夏のビーチを楽しむならぜひＯＡＳIＳへお立ち寄りください！

オクマオリジナルタンブラーをお持ちいただいた
お客様には、ソフトドリンクを
50 円割引にてご提供いたします！

ＯＡＳＩＳドリンクキャン
ペーン

当日の
マリン情報を
ご案内して
おります！

オクマを彩る花々
レッド

オクマに広がる広大な海
ブルー

雄大なやんばるの森
グリーン

4/29～5/7（奇数日）
5/14～7/9（毎週土曜日）

4/30～5/8（偶数日）
5/15～7/10（毎週日曜日）

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」ぜひ潤初キャンペーン期
間にご参加ください。

TAKEOUTOK!
TAKEOUTOK!

パティシエ特製カップスイーツ
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Restaurant ［各レストランの営業時間外でのご予約］
9：00～17：00　レストラン予約：内線（2301）
※17:00以降は各レストランへお問い合わせくださいませ。
●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。

古酒泡盛・・・・￥460～  ソフトドリンク・・・・・・・・・・・￥460
サワー各種・・・￥510　  オリオンドラフト生ビール・・￥620
泡盛カクテル ￥800     泡盛一合・・・・・・・・・・・￥1,330～

※席数に限りがございます。お早めのご予約をおすすめいたします。
※季節、仕入れによって料理内容を変更する場合がございます。
※当店ではサービス料をいただいておりません。

沖縄家庭料理
居酒屋

テナント

※選べる七皿セットをご注文以降追加の小皿料理がALL￥520と大変お得！

Drink

おつまみ
一品料理　￥530～￥600
島らっきょう、ゴーヤチャンプルー、ラフテー、テビチ、ミミガー、
ソーキのトマト煮、ジーマミ豆腐、グルクン揚げ特製ソース仕立てなど
選べる七皿セット ￥3,640（約2名様分の量です）

アーサのお茶漬け・・￥480  御飯・アーサ汁セット・・￥480

営業時間／18：00～23：00（ラストオーダー 22：30）  
ご予約は16：00より承っております。（内線2343）

※全てのレストラン、仕入れ状況により内容が変更になる場合がございます。

Teppanyaki Grill “Adan”（ext.2355）
営業時間／17：30～21：30（L.O 21：00）
ご予約（内線2355）

￥9,550
 ￥11,990
￥13,810
￥15,240

でいご（野菜と県産もとぶ牛のコース）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ゆうな（魚介焼き、野菜、県産もとぶ牛のコース）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ばしょう（オマール海老と琉球元豚あぐーのチョイス、野菜、県産もとぶ牛のコース）・・
華風（夜光貝と車海老、野菜、県産もとぶ牛のコース）・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Dinner
 （要予約）

Dinner

Barbecue Restaurant （ext.2351）
営業時間／17：30～21：30（L.O 21：00）　ご予約（内線2351）

記念日をお迎えになるお客様へ
シェフからのお祝いの心がつまったおめでたい鉄板焼きディナーをご堪能ください。
かりゆし記念日ディナー　￥13,870
（乾杯のスパークリングワイン、琉球元豚あぐーのステーキ、沖縄県産もとぶ牛サーロインなど全11品）

潤初期間だけの特別コース「うりずん」　　　　2名様　￥24,700
沖縄厳選食材を贅沢に鉄板焼きでご堪能ください。
<menu> ・沖縄野菜の自家製ディップソース　・山原産セーイカのタタキ和風味
 ・琉球骨付き豚のステーキ　・フルーツのピクルス　・沖縄県産黒毛和牛フィレステーキ
 ・お野菜取り合わせ　・太もずく酢 カツオ風味　・県産マグロの手巻き寿しとアーサー汁
 ・塩ちんすこうアイスクリームとさんぴん茶のアフォガード　・珈琲or紅茶

季節のコースディナー　　　　　
Greet Early Summer 　　 ￥4,770
五感をやさしく刺激。
シェフの繊細な感覚が光る見た目も美しいコース料理をお愉しみください。

<Menu>
・アミューズ～シェフからの贈り物～
・緑野菜と生ハムのティエド クミンの香り
・キャベツと完熟トマトのスープ モッツァレラチーズとのハーモニー
・近海魚のソテーとイカ墨のクリスティアン
・冬瓜のコンポートとレモンのシャーベット
・エリンギのデュクセルを宝箱に詰めて 牛フィレ肉と共に
・サンニン（月桃）のパンナコッタ 黒糖シャーベットを添えて
・パン　・珈琲or紅茶

クワッチー（沖縄県産黒毛和牛、琉球元豚あぐー、やんばる若鶏もも肉、ロブスターのコース）・・￥8,200
ジョウトー（沖縄県産黒毛和牛、琉球元豚あぐー、やんばる若鶏もも肉のコース）・・・・・・・￥5,800
シマヌククル（琉球元豚あぐーロース＆バラ肉、沖縄パイナップルポークのコース）・・・・・・￥4,100
キッズBBQ（やんばる島豚ハンバーグ、島豚ソーセージのコース）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥2,000

鍋メニュー
琉球元豚 あぐーのしゃぶしゃぶ
（3色麺、琉球珍味、サラダバー、フルーツバーのミニビュッフェ付き！）・・・・・・・・・ ￥5,200　

18：00～21：30（L.O 21：00）Dinner
島豆腐と牛肉、野菜入りピラフ・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,000
大宜味村産木酢卵のオムライス・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,430
やんばる猪豚のカルボナーラ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,600
ロブスターのミートソース 桜海老を練り込んだパスタ・・・・￥1,720
やんばる若鶏モモ肉のコンフィ・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥1,900
やんばるあぐー豚Tボーンの網焼き・・・・・・・・・・・・・・￥2,000

ア・ラ・カルト

Japanese-style buffet “Iju”（ext.2331）
営業時間／   18：00～21：30（L.O 21：00） （
ご予約（内線2331）

オクマランチビュッフェ

Breakfast
地元の厳選された食材で作った和食、洋食、沖縄料理の朝食ビュッフェを
ご用意しております。
大人（13歳以上） ￥2,240　小学生 ￥1,150　幼児（6歳まで） 無 料

6：30～10：30（L.O 10：00）

Lunch
ご家族・ご友人とご一緒にカジュアルな雰囲気でお愉しみいただける
ランチビュッフェをご用意しております。

12：00～14：30（L.O 14：00） Lunch buffet

料金／大人（13歳以上）¥1,430  小学生￥860  幼児（6歳まで）無 料

Dinner
＜やんばる市場 和琉中ビュッフェメニュー 一例＞
天ぷら、ラフテー、本日のチャンプルー、沖縄そば、じゅーしー、島サラダバー、島豚
しゃぶしゃぶ、県産鶏のバンバンジー、クーブイリチー、ジーマミ豆腐、もずく酢、ゴ
ーヤの甘酢漬け、酢豚、麻婆豆腐、茶碗蒸し、季節のフルーツ、パティシエ特製デザ
ート　など

大人（13歳以上） ￥3,620
小学生 ￥1,570
幼児（6歳まで） 無 料

Western-style（ext.2321）
営業時間／ 6:30～21：30（L.O 21：00）
ご予約（内線2321）

★実演コーナー（寿司、天ぷら）

Greet Early Summer

エリンギのデュクセルを宝箱に詰めて　牛フィレ肉と共に

うりずんコース

琉球元豚 あぐーのしゃぶしゃぶ

ジョウトー
沖縄県産黒毛和牛（120ｇ）・・・・・・・・￥2,650
琉球元豚あぐーロース（120ｇ）・・・・・￥1,620
お野菜取り合わせ（２人前）・・・・・・・・￥1,300
やんばる若鶏もも肉（120ｇ）・・・・・・・・・￥850
沖縄カマボコ（6個）・・・・・・・・・・・・・・・・￥710

沖縄県産車海老（4尾）
琉球元豚あぐーバラ（120ｇ）
国頭産セーイカ（120ｇ）
島豚ソーセージ（6本）  
ポークランチョンミート（120ｇ）

・・・・・・・・・・・￥2,100
・・・・・￥1,310

・・・・・・・・・・・￥850
  ・・・・・・・・・・・・・￥710

・・・・・￥530

BBQ追加メニュー
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こんな生き物たちに出会えるかも！

ハナサキガエル

オキナワ
ヘリグロツユムシ

オキナワ
ヒラタクワガタ

アオバズク

＜毎日実施＞
■出発時間／19：30　　
■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。
※予約受付は当日の17時までとなります。
※ビーチサンダル不可

世界自然遺産に推薦されている
豊かな森で過ごす癒しの時間
スタッフおすすめやんばるの森トレッキングツアー

オクマエコミュージアム（内線2525）
営業時間　9：00～20：00
●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。

手作りシーサー、色塗りシーサー、アクアジェルアートなど世界でたった一つのオリジナルクラフトを作ってみませんか。

・キャンドル風アクアジェルアート
  ￥2,300～
 （ガラスパーツ2個付）

・LEDライト付きジェルアート
  ￥2,800
 （ガラスパーツ2つ、貝殻、ガラス屑付）

・オリジナルシーサー作り
　　　　　　　　　  ￥2,000～

・絵付けシーサー　￥2,500～ ・手作りヤドカリパーク  ￥2,000～
  ガラスヤドカリ2個付

手作り工房

●ホテル周辺の身近な生き物を飼育中です。　●やんばるの自然に詳しいスタッフがお待ちしております。ぜひオクマエコミュージアムへお立ち寄りくださいませ。
●マリンシューズのレンタルもございます。　料金／￥200（サイズ15cm～28cm）　●テニスシューズ 料金／￥100（サイズ24cm～28cm）

オクマ エコミュージアム内　9：00～20：00（予約受付時間）　　■要予約　■体験時間：11：00～17：00　■所要時間：1時間～2時間

Field Sports
アウトドアスポーツ インドアスポーツ

営業時間　9：00～20：00
■テニスのみ要予約　■フィールドスポーツのお申込みはオクマエコミュージアム（内線2525）

種　目
テニス

ナイターテニス
1時間
1時間
1時間
2時間

￥400
￥600
￥800
￥1,000

1名（シューズ別料金）
1名（シューズ別料金）
1名 9ホール2回

ギア無し（ご利用 18：00まで）

時　間 料　金 備　考 種　目
バドミントン
ピンポン
バスケット

30分
30分
30分

￥200
￥200
￥600

1名様料金
1名様料金

ハーフコートレンタル料金

時　間 料　金 備　考

潮溜まりツアー 

＜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となります。
※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）

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。

潮溜まりツアー
日程カレンダー
潮溜まりツアー
日程カレンダー
潮溜まりツアー
日程カレンダー

川遊びと生き物観察ツアー

＜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となります。
※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）

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。

日月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31
11:30 12:00 12:00 12:30 13:00 13:30

14:00 14:30  

3 March
日月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

10:00* 11:00 11:30 12:00 12:30 13:30

14:00 15:00

10:30* 11:00 11:30 12:00 12:00 12:30

13:00 13:30 14:00 15:00

4 April

日月 火 水 木 金 土

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27

9:30 10:30 11:00 12:00 12:30

13:00 14:00 14:30

10:00* 10:30 11:00 11:30 12:00

12:30 13:00 13:30 14:00 14:30

5May 6 June 7 July
日月 火 水 木 金 土

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29

9:00 10:00 11:00

11:30 12:00 13:00 13:30 14:00 14:30

9:00* 10:00

10:30 11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:00

15:00
30 31
8:30 9:30 

 

日月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

8:30* 9:00 10:00 11:00 11:30

12:30 13:00 13:30 14:30 15:00

9:00* 9:30 10:30 11:00

11:30 12:00 12:30 13:00 13:30 14:30

30

28 29

30 31

*の日程は潮の引きが弱いため、
海況によって中止となる場合が
ございます。

シーズン到来！

パターゴルフ
レンタサイクル（一人用）

沖縄本島最大のマング
ローブでジャングル探
検！カヤックに乗ってゆ
ったりと亜熱帯の動植
物を観察。初心者でも
安心して楽しめます。

※予約受付は前日の20時までとなります。
※お申し込みいただいた後のキャンセルは、3時間前まで
にご連絡ください。それ以外のキャンセルにつきまして
は、キャンセル料（50％）を申し受けます。

※濡れてもよい服装・履物でご参加下さい。
※3才未満・ご妊娠されている方のご参加は出来ません。

〈満潮時に実施〉
■出発時間：満潮時に合わせて出発（要確認）
■所要時間：3時間
■料　金：大人 ￥7,000　子供 ￥4,000
■人　数：2名様からツアー実施となります

マングローブカヤック探検

ツアー中の
写真を
CD-Rで
プレゼント

美ら星ウォッチング

〈毎日実施〉
■出発時間：19：30
■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となります

都会では絶対見られない星達、流れ星に願い
をかけてみませんか？
350mm望遠鏡を使って星の観察や、季節を
代表する星座の簡単なお勉強など。

※予約受付は当日の17時までとなります。
※ツアーの特性上、晴天時のみの開催となります。
※機材の不定期メンテナンスによりご案内できない場合が
ございますのでご了承ください。

夜のやんばるの森は珍しい生き物たち
がいっぱい！懐中電灯を持ってナイト
ウォッチングにでかけよう。
沖縄でしか見る事ができないレアな
生き物に出会えるかも。生き物に詳しい
ガイドがしっかり解説するので、子供も
大人も楽しめます！

夜の生き物探索ツアーやんばるの森探検ツアー

〈毎日実施〉
■出発時間：9：00
■所要時間：1時間30分
■料　金：大人￥3,000
　　　　 子供￥1,500
■人　数：2名様からツアー実施となります

やんばるの森に初めて入る方、長時間歩くのがち
ょっと苦手な方、小さいお子様からおじいちゃん、
おばあちゃんまで気軽に参加できるファミリーに
もオススメのエコツアーです。森林セラピーロード
に指定されている森の小道で探検＆森林浴♪

※妊婦さんの参加もOK! ツアーの状況により、お子様の
ベビーカーでの参加も可能です。予約時に必ずスタッフ
へご相談ください。

※予約受付は前日の20時までとなります。

人気  
No.1 リフレッシュYOGA

（初心者向け）～本来の自分に戻る旅～

■開 催 日：金・土　AM7：30～8：30
■料　　金：￥2,000
■人　　数：2名様からツアー実施となります。
■集合場所：オクマエコミュージアム
　　　　　　（スポーツタオルをご持参ください）
※予約受付は前日の20時までとなります。
※ヨガマットの無料貸出しがございます。数に限りがござ
いますので、予約時にスタッフへお申し込みください。

※10歳未満・ご妊娠されている方のご参加は出来ません。

オクマの水
プレゼント！

大自然“やんばるの森”から流れ出す風。
うちなー（沖縄）のてぃーだ（太陽）パワーを
感じながら自分に癒しのご褒美を。

OC

OC
OC

OC

… 割引き … 無料OC OC●オクマクラブをお持ちの方は無料または割引きにてお楽しみいただけます。
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OC

OC

OC

OC






