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#okumaloverで投稿！

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。
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おかげさまでオクマ プライベートビーチ ＆ リゾートは、2018年7月22日に開業40周年を迎えます。
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。

戦後返還されたVoice of America（極東米軍放送基地）跡地に、1978年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、1キロ
メートルに渡る天然白砂のビーチや透明度が抜群のエメラルドグリーンの海、雄大に佇むやんばるの森といった、
まるで日本ではないかのようなロケーションが多くのお客様の心を魅了してきました。不便さをもろともせず沢
山のお客様に足をお運びいただき、オクマを愛してくださるお客様とともに本年開業40周年を迎えます。

その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
ジしてまいります。

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さまをお迎えいた
しております。       

40th ANNIVERSARYを迎えるオクマで、大切な方と思い出に残る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



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
いたします。昔と今の写真を見比べながらお楽しみ
ください。

□実施場所：ファウンテン
□時間：クローズタイムなし
□料金：無料

オクマ開業40周年を記念し、＜アニバーサリーイ
ヤー限定＞記念泡盛を販売いたします。記念泡盛は、
地元やんばる酒造の古酒30度です。500本限定で販
売いたします。

□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

オクマオリジナル
開業40周年記念泡盛

オクマオリジナルの香り「Sweet Bougain（スウィー
ト ブーゲン）」がアロマオイルになりました。ご自宅
でもオクマの香りをお愉しみいただけます。

□販売ショップ：ブーゲンビリア / プルメリア
□販売価格：￥2,200
□内容量：3ml
□営業時間：8：00 ～ 22：00

オクマオリジナル
SweetBougainアロマオイル

オクマオリジナル
保冷バッグ

昨年完売したオクマオリジナルの保冷バック。今年
もデザイン新たに販売いたします。お出かけのお供
にぜひどうぞ。

□販売ショップ：ブーゲンビリア / プルメリア
□販売価格：￥1,300
□サイズ：400 × 315 × 170 ｍｍ
□営業時間：8：00 ～ 22：00

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　7：00 ～ 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　クローズタイムなし
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　9:00 ～ 18:00
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（9：00 ～ 18：00）

ショップおすすめアイテム

イベント情報

施設インフォメーション

ご滞在の記念に、オクマオリジナルグッズはいかがでしょうか。
おすすめのアイテムはこちらです。

青の楽園を楽しむマリンアクティビティの数々。
透明度抜群の海を遊びつくすおすすめマリンアクティビティはこちらです。 

40th ANNIVERSARY
オクマフォトポイント40

□アロマセラピーサロン ： 内線 2417（12：00 ～ 21：00）

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
切なパートナーとシャンパンと共に優雅なひととき
をお過ごしください。

□実施日：毎日
□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

表記の金額はすべて税抜表示です。

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。

□実施日：5/25 ～
□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！



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

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 

約1km沖のサンゴの群生が広がるポイントへご案
内します。サンゴの周りを舞い泳ぐカワイイ熱帯魚
たちと青の楽園をお楽しみください。

□実施日：毎日  
□出発時間：9：30/13：30  
□所要時間：1 時間 30 分  
□料金：大人￥5,500　小人￥3,000 

やんばるの森探検ツアー

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 

エメラルドグリーンの東シナ海を舞台
に「自然が先生」をテーマに開催する
キッズプログラムです。沖合いの島ま
でイカダで向かい、洞窟を探検したり、
シュノーケリングで熱帯魚との出会い
を楽しんだりする冒険プログラムです。

沖縄本島最大級のマングローブが形成される雄大な
フィールドで、冒険心くすぐるカヤックツアーをお
楽しみください。

□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 

体験ダイビング、マリンウォーカーに参加いただ
いたお客様に、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。

□実施日：毎日   
※ショップでのご精算時にチケットをお渡しください。
※ご滞在中は何度でもご利用いただけます。
※一部割引き対象外のものがございます。

干潮時にしか現れない、陸に取り残された龍宮城。
キレイな熱帯魚を間近で見ることができる貴重な
ツアーです。

□実施日・出発時間：QR コードでご確認ください
□所要時間：2 時間 30 分  
□料金：大人￥3,500　小人￥1,500 

潮溜まりツアー

おすすめエコツアー

おすすめマリンアクティビティ

※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） 

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）

オクマ40th
ロケットでGo!シュノーケルツアー!

世界自然遺産登録を目指す
奇跡の海をシュノーケリング

オクマ40th
潮風クルージング

自然が先生！

わんぱく教室

オクマ40th
感謝チケットプレゼント

東洋のガラパゴスとも呼ばれる奇跡の森 “ やんばる ”。
手つかずの大自然を肌で感じるおすすめのエコツアーはこちらです。

青の楽園を楽しむマリンアクティビティの数々。
透明度抜群の海を遊びつくすおすすめマリンアクティビティはこちらです。 

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。

マングローブカヤック探検

 奇数日午前開催　イカダで大冒険 “イノー散策”
 偶数日午前開催　イカダで大冒険 “熱帯魚と出逢う洞窟ツアー”
□開催時間：10:00 ～ 12:30
□料金：小人￥4,500　保護者付添￥2,000
□所要時間：2 時間 30 分

 午 後 開 催　わんぱくシュノーケルと浮島ツアー
□開催時間：14:00 ～ 16:00
□料金：小人￥3,500　保護者付添￥2,000
□所要時間：2 時間　※対象年齢：3 歳以上

実施日  5/26、27、
 6/2、3、9、10、16、17、23、24、30

表記の金額はすべて税抜表示です。

※ごきょうだいで参加の場合、お子様お 2
　人目からは￥500 割引きいたします。



朝食・ランチ・ディナーと 3 つの異なるコ
ンセプトで展開す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  　   平日 大人￥2,000
　　　　　  小人￥1,200（6-12歳）  ￥600（4-5歳）

　　　　　  土・日・祝 大人￥2,200
ディナー　　　   大人￥4,167　小人￥2,084

内線：2321

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

鮮魚や四季の野菜、佐賀牛、アグー豚など
厳選食材を使用した和食をご提供いたし
ます。

和　食

営業時間 / 18：00～21：30 （L.O 21:00） 
 

天婦羅御膳　￥2,038
豚カツ御膳　￥1,760
お子様御膳　￥1,204
一 品 料 理　￥463～

 
内線：2331

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）

内線：2342

佐賀牛やもとぶ牛、車海老、やんばる野菜な
どの選りすぐりの食材を、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 コ ー ス　￥19,000
 ばしょうコース　￥15,000
 お子様メニュー　￥3,000　

内線：2355

選りすぐりの泡盛と共に沖縄家庭料理が堪
能できる居酒屋です。

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。 
 
 古 酒 泡 盛　￥460～ 
 オリオン中ジョッキ　￥620～
 小 皿 料 理 一 品　￥530～ 　

内線：2343

SURF SIDE CAFÉ
サーフサイドカフェ

RESTAURANT BEACH SIDE 
レストラン　ビーチサイド

Iju
和食処　いじゅ

Beach café OASIS
ビーチカフェ　オアシス

Adan
鉄板焼　阿檀

Okame
沖縄家庭料理居酒屋　おかめ

レストラン リゾートステイに彩りを添える 6 タイプのレストラン。
その日の気分に合わせた食の空間をお楽しみください。

夏期営業のビーチカフェ オアシスがいよいよOPEN！
西海岸をイメージしたビーチリゾートカフェで、とっておきのひとときを。

 OASIS おすすめ Point
・昨年 5 月にテラス席を拡張し、開放感あふれるカフェへリニューアルしました！
・約 1 ｋｍに渡る白砂のビーチとエメラルドグリーンの海が一望でき、どのお席からも
   ビーチが望めます！

・水平線に沈むサンセットをご覧いただきながらシャンパンをお愉しみいただけます！
・アメリカ西海岸のカフェをイメージした店内は、フォトスポットとしてもおすすめです！

Beach café OASIS いよいよOPEN!

※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。


