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Repost
アカウント！

オクマでは公式サイトにて、日々情報を配信しております。ぜひアクセスください。



おかげさまでオクマ プライベートビーチ ＆ リゾートは、7月22日に開業40周年を迎えました。
これもひとえに、多くのお客様のご愛顧の賜物と心より感謝申し上げます。

1978年、戦後返還されたVoice of America（極東米軍放送基地）跡地に日本航空が主体となり開業した当ホテルは、
米軍が使用していた宿泊コテージを改装した異国情緒あふれるその雰囲気と沖縄本島屈指のたぐいまれな大自然
の景観を最大の魅力として、いつの時代もたくさんのお客様に愛されてきました。

かつては国道58号線のみしか交通ルートがなく、空港から3時間以上かかるとても不便なリゾートでしたが、まる
で日本ではないかのようなこのロケーションが多くのお客様の心を魅了し、不便さをもろともせず足をお運びい
ただくお客様とともに40年の歴史を重ねることができました。

開業当時から変わらない恵まれた大自然は、今や未来へ繋ぐべき価値ある大自然として世界自然遺産登録を目指
しています。これまで重ねてきたもの、守るべきものを受け継いでいきながら、今後もなおこのオクマの地で、ここ
だからこそ出会えるものにこだわりながら、更なるサービスをご提供できるよう40周年を機に心新たにチャレン
ジしていく所存でございます。

節目となる本年は心からの感謝の気持ちをこめまして、スペシャルな企画を多数ご用意して皆様をお迎えしてい
ます。40周年を記念した新アクティビティや特別企画、限定オリジナルグッズなど、本年ならではのおもてなしを
お楽しみくださいませ。

40th ANNIVERSARYを迎えたオクマで、大切な方といつまでも心に残るかけがえのないひとときをお過ごしくだ
さい。

OKUMA
40th  ANNIVERSARY

1998 年　カランカランの鐘

1987 年 ビーチショップ（現アロマセラピーサロン）

1987 年 敷地内

1984 年フロントロータリー
1982 年 コテージ（現メインコテージデラックス）

1982 年 フロント



小 さ な お 子 様 か ら 大 人 の 方 ま で 目 で 見
て、選んで、食べて楽しめるビュッフェレ
ストランです。

ビュッフェスタイル

営業時間 / 朝　  6：30～10：30 （L.O 10:00）
 昼　12：00～14：30 （L.O 14:00）
 夜　18：00～21：30 （L.O 21:00）
ブレックファースト　大人￥2,240　小人￥1,150
ランチ  　   大人￥2,000　￥2,200（土・日・祝）

　　　　　  小人￥1,200（6-12歳）  ￥600（4-5歳）

ディナー　  大人￥3,241　小人￥1,389

内線：2321

コンセプトは “ 和・琉 ”。日本全国から取り
寄 せ た 旬 の 食 材、新 鮮 な 食 材 を 使 っ た 和
食・琉球料理をご提供いたします。

和　食

営業時間 / 18：00～21：30 （L.O 21:00） 
 
 琉 　 球 　 御 　 膳 ￥3,000
 アグー豚のもつ鍋 ￥1,800
 沖 　 縄 　 そ 　 ば     ￥900
 お 子 様 御 膳 ￥1,500
  一 品 料 理    ￥300～
 

内線：2331

肩ひじ張らずに楽しみ、味わえる鉄板焼き
ダイニング。最高クラスの佐賀牛や新鮮な海
の幸をシェフが目の前で焼き上げます。

鉄板焼き

営業時間 / 17：30～22：00 （L.O 21:30）
 
 阿　檀  （あだん） ￥17,000
 芭　蕉（ばしょう） ￥13,000
 で　い　ご ￥10,000
 阿檀ステーキコース  ￥7,000～
 お 子 様 セ ッ ト  ￥2,800　

内線：2355

SURF SIDE CAFÉ
サーフサイドカフェ

Iju
和食処　いじゅ

Adan
鉄板焼　阿檀

レストラン ※メニューは変更になる場合がございます。
表記の金額はすべて税抜表示です。

おかめ以外のレストラン予約は、内線 2301（9：00~17：00）で承ります。17：00 以降のご予約は、各レストランにお問い合わせください。

本場アメリカンスタイルで楽しむBBQ。サン
セットを眺めながら思い出に残るご夕食を。

バーベキュー

営業時間 / 17：30～21：30 （L.O 21:00） 
 
 プ レ ミ ア ム　￥8,500
 テ キ サ ス　￥6,500 
 カリフォルニア　￥5,200
 ※コースはミニビュッフェ付です

内線：2351

白砂のロングビーチが目の前に広がるロ
ケーション抜群のカフェレストラン。

カフェ

営業時間 / ドリンクタイム  11：00～11：30
 ラ   ン  チ  11：30～16：00
 デ  ィ  ナ  ー 16：00～20：30  （L.O 20:00）

11 月からクローズいたします　　　　内線：2342

沖縄各地の古酒泡盛と沖縄家庭小料理を気
軽に楽しめる居酒屋です。

居酒屋

営業時間 / 18：00～23：00 （L.O 22:30）
※ご予約は16：00より承っております。 
※11月より毎週水曜日が定休日です。 
 古 酒 泡 盛　   ￥460～ 
 オリオンドラフト中ジョッキ　   ￥750
 小 皿 料 理 一 品　　￥600均一 
 小皿7品セット（約2名様分）　￥3,900

サービス料はいただいておりません　内線：2343

RESTAURANT BEACH SIDE 
レストラン　ビーチサイド

Beach café OASIS
ビーチカフェ　オアシス

Okame
沖縄家庭料理居酒屋　おかめ

　2018年 10月、当ホテルの全シェフが集結しオクマ開業 40周年最後のプロジェ
クトである「食の改革」が始まりました。グランドコテージに宿泊いただいた
お客様限定の“潮風の朝食”リニューアルを皮切りに、ビュッフェダイニング「サー
フサイドカフェ」、和食処「いじゅ」、鉄板焼「阿檀」のグランドメニュー改革に着手。
お客様の記憶に残る料理、お客様が何度でも食べたくなる料理を提供したい、
そんな思いを込めて新メニューのご提供をスタートしました。
　生まれ変わったオクマ渾身の料理をどうぞご堪能ください。

食の改革
Food Reform

New Menu New Menu New Menu



ロケットボートとシュノーケリングが一度に楽しめ
るアクティビティです。シュノーケリングのポイン
トまで、爽快感抜群のロケットボートで向かいます。

□実施日：毎日  
□出発時間：10：00 / 11：00 / 14：00 / 15：00
□所要時間：40 分  
□料金：大人￥3,000　小人￥2,000 

エメラルドグリーンの東シナ海を潮風に吹かれながら
優雅にクルージング。果てしなく広がる青い空と碧い
海を眺めながら、南国リゾートならではのひとときを。

□実施日：毎日  
□出発時間：11：20  
□所要時間：40 分  
□料金：大人￥2,000　小人￥1,000 

おすすめマリンアクティビティ

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）

※この他にも多彩なマリンアクティビティをご用意しております。詳細は客室内のマリンアクティビティパンフレットをご覧ください。

オクマ40th
ロケットでGo!シュノーケルツアー!

オクマ40th
潮風クルージング

オクマ開業 40 周年を記念した特別メニューは、このマーク　　　　　が目印です。

手つかずの“やんばるの大自然”を肌で感じることが
できるツアーです。やんばるの森を熟知したスタッ
フが丁寧にご案内いたします。

□実施日：毎日  
□出発時間：9：00  
□所要時間：1 時間 30 分  
□料金：大人￥3,000　小人￥1,500

やんばるの森探検ツアー

おすすめエコツアー＆リラクゼーション

※エコツアーは、前日 20 時までにお申し込みください。　ご予約・お問い合わせ：オクマエコミュージアム（内線 2525） 

沖縄のてぃーだ（太陽）のパワーを浴びながら体験
できる初心者向けのYOGAです。大自然の中でココ
ロとカラダを解き放つ癒しタイムを。

□実施日：金曜日、土曜日　
□時間：10 月 / 7：30 ～　11 月 / 日没に合わせて
□所要時間：1 時間　　  □料金：￥2,000　
※ 10 歳からご参加いただけます
※幼児同伴のご参加はご遠慮ください。

リフレッシュYOGA

沖縄本島最大級のマングローブが生い茂る稀少生
物の楽園で、やんばるの大自然を感じられる人気メ
ニューです。

□実施日：毎日
□出発時間：QR コードでご確認ください
□所要時間：3 時間
□料金：大人￥7,000　小人￥4,000

マングローブカヤック探検

サンセットシャンパンクルーズ　with 
POMMERY ROYAL BLUE SKY

東シナ海に沈む雄大なサンセットを眺めながら、大
切なパートナーと特別なシャンパンを片手に優雅な
ひとときをお過ごしください。

□実施日：毎日　※ 10/31 まで開催
□出発時間：日没 1 時間前
□所要時間：1 時間
□通常料金：￥20,000
　40周年アニバーサリー価格　大人ペア￥12,000
※当日 15 時までにご予約ください（内線 2522）

40％OFF

シュノーケリングツアー マリンウォーカー

体験ダイビング 潮風クルージング グラスボート

季節限定  マリンアクティビティキャンペーン
J ET メニュ

ープレゼ
ント

JET メニュ
ープレゼ

ント

お好みの缶ドリンクを
プレゼント！

ドリンクプ
レゼント

ドリンクプ
レゼント

または

・ロケットボート、
  ジャイアントブッバ、
  Uチューブ、
  ビスケットから
  1種プレゼント！

10/1〜12/31

右記のマリンアク
ティビティに参加い
ただいたお客様に選
べる特典をプレゼン
トいたします。

表記の金額はすべて税抜表示です。

表記の金額はすべて税抜表示です。

※写真はイメージです



オクマ開業40周年を記念して制作したオリジナル
Tシャツです。幅広いサイズ展開で、親子お揃いコー
デもお楽しみいただけます。

□販売ショップ：プルメリア
□販売価格：￥2,000
□サイズ：大人 S/M/L　小人 110/130/150
□営業時間：8：00 ～ 22：00

開業40周年記念
オリジナルTシャツ

アニバーサリーイヤー限定の記念泡盛を500本限定
で販売いたします。記念泡盛は、地元やんばる酒造で
製造された古酒30度です。

□販売ショップ：ブーゲンビリア
□販売価格：￥2,000
□内容量：720ml
□営業時間：8：00 ～ 22：00

開業40周年記念
記念泡盛

ブーゲンビリア

BOUGAIN VILLEA
□営業時間　8：00 ～ 22：00
沖縄の伝統と文化が息づく工芸品や
特産品がここに。寛ぎのリゾートライ
フに必要な食料品や日用雑貨も取り
揃えています。

潮風のラウンジ

LOUNGE OF SHIOKAZE
□営業時間　10：30 ～ 21：00
白砂のビーチとエメラルドグリーン
の海に寄り添う “ もうひとつのリビ
ングルーム ”。グランドコテージご宿
泊者専用ラウンジです。

プルメリア

PLUMERIA
□営業時間　8：00 ～ 22：00
スイムウェアやサマードレス、アクセ
サリーなど、ビーチリゾートを演出し
てくれる素敵なアイテムがきっと見
つかります。

ファウンテン

FOUNTAIN
□営業時間　6：00 ～ 23：00
どなたでもご利用いただけるフリー
スペースとして開放しております。新
聞や冊子を備えておりますので、ご自
由にお過ごしください。

アロマセラピーサロン

AROMA THERAPY SALON
□営業時間　13：00 ～ 22：00（最終受付 21：00）
海辺にたたずむ癒し空間。丁寧な施術とアロ
マのやさしい香りが、心と体を解き放ち、極
上のリラクゼーションへと導きます。

キッズスペース

KIDS SPACE
□営業時間　11：00 ～ 20：00
プールサイドの明るい室内に玩具や
絵本などをご用意。お気軽にご利用く
ださい。（対象 0 歳～ 6 歳、入場無料）

展望浴場　シーサイドサウナ

SEA SIDE SAUNA
□営業時間　15：00～23：00（最終受付22：30）
東シナ海に沈むサンセットを眺めながら至福
のバスタイム。ジェットバスやサウナも完備し
ています。

プライベートプール

PRIBATE POOL
□営業時間　10 月 /9:00 ～ 18:00
　　　　　　 11 月～ 2 月 / クローズ
メインプール、流水プール、子供用プール
に加え、昨年 5月にイルカのオブジェがシ
ンボルのアクティビティプールが新登場。

□フロントデスク ： 内線 8（24 時間）
□レストラン予約 ： 内線 2301（9：00 ～ 17：00）

□エ コ ミ ュ ー ジ ア ム　： 内線 2525（9：00 ～ 20：00）
□ビーチインフォメーションデスク ： 内線 2522（10 月 /9：00 ～ 18：00　11 月～ 2 月 /9：00 ～ 17：00）

イベント情報

ショップおすすめ情報

施設インフォメーション

□アロマセラピーサロン ： 内線 2417（12：00 ～ 21：00）

表記の金額はすべて税抜表示です。

40th ANNIVERSARY
写真展

オクマの軌跡をたどる写真展をファウンテンで開催
しています。昔と現在の写真を見比べながらお楽し
みください。全14ポイントをご紹介しています。

□実施場所：ファウンテン
□時間：6：00 ～ 23：00
□料金：無料

40th ANNIVERSARY
オクマフォトポイント40

スタッフおすすめのフォトポイントで、オクマの思い
出を写真におさめてお帰りください。定番ポイントか
ら穴場ポイントまで、幅広くご紹介しています。

□実施場所：ホテル敷地内全域
※オクマフォトポイント MAP は QR コード
　からアクセスください。

＃okumalover 
　　で投稿！

HAPPY HALLOWEEN

今年もハロウィンの季節がやってきました♪期間中
レストランではお菓子のつかみ取りを開催！さら
に、ディナー時仮装してご来店いただお客様は10％
割引きいたします。

□期間：10/27~31
□対象レストラン：サーフサイドカェ・ いじゅ・　　
　ビーチサイド・オアシス・阿檀
□無料仮装グッズをご用意しております。
　詳しくはスタッフまでお声かけください。

「沖縄そばの日」フェア

10月17日は“沖縄そばの日”。ショップ ブーゲンビ
リアでは、麺やスープ、トッピングなどを種類豊富に
ご用意し「沖縄そばの日」フェアを開催いたします。

□期間：10/3 ～ 24
□販売ショップ：ブーゲンビリア
□営業時間：8：00 ～ 22：00
□商品内容：沖縄そば、コーレーグス、トッピングなど

期間
限定

期間
限定
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