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AIR PUMP
浮き輪空気入れ

AROMATHERAPY SALON アロマセラピーサロン

SEASIDE SAUNA　シーサイドサウナ

LOBBY LOUNGE ロビーラウンジ BEACH SIDE レストラン ビーチサイドADAN 阿檀

#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。

Okuma 
Photo Point 40



レストランレストラン

和　琉

内線：2331

鉄板焼き

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

2019年12月1日現在の情報です。メニュー・金額等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、各レストランへお問い合わせください。
※お席に限りがございますので、事前のご予約をお勧めいたします。

バーベキュー

内線：2351

RESTAURANT BEACH SIDE 
レストラン　ビーチサイド

Okame
沖縄家庭料理居酒屋　おかめ

居 酒 屋

サービス料はいただいておりません　内線：2343

ク ラ ブ ラ ウ ン ジ

内線：2850

LOUNGE OF SHIOKAZE
潮風のラウンジ  

ビュッフェスタイル

内線：2321

小さなお子様から大人の方まで目で見
て、選んで、食べて楽しめるオールディ
ビュッフェレストランです。

コンセプトは「和琉」。日本全国から取り寄
せた旬の食材を用いた和食、琉球料理をご
提供いたします。

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。

ビーチ沿いのレストランで楽しむ BBQ。サン
セットを眺めながら思い出に残るご夕食を。

グランドコテージに宿泊されるお客様の
専用ラウンジです。

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。

営業時間 / 朝  6:30～10:30 （L.O.10:00）
 昼 12:00～14:30 （L.O.14:00）
　　    ティータイム　14:00～17:00 （L.O.16:30）
 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 （土・日・祝）￥2,200
 　　 小人￥1,200
ティータイム 　     　 軽食、ソフトドリンク
ディナー 　　　大人￥3,241 小人￥1,389
Xmas期間（12/21～12/25）ディナー 大人￥3,637  小人￥1,819
年末年始（12/31～翌年1/2）ディナー 大人￥4,091  小人￥2,046

営業時間 / 18:00～21:30（L.O.21:00）
  

美ら島アグー豚のしゃぶしゃぶ   ￥4,000 

琉 　 球 　 御 　 膳   ￥3,500 

島 豚 ロ ー ス か つ 御 膳   ￥2,500 

お 子 様 御 膳   ￥1,500 

沖　　縄　　そ　　ば   ￥1,200 

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

お 子 様 セ ッ ト    ￥2,800

営業時間 / 17:30～21:30（L.O.21:00）
  

美 ら 星 ￥9,000
美 ら 島 ￥7,500
美 ら 海 ￥6,000
美 ら 浜 ￥5,000

※セットメニューはミニビュッフェ付きです。

営業時間 /10：30～21：00
　◇お寛ぎタイム / 10：30～14：00
　　ソフトドリンクをご用意
　◇アフタヌーンティータイム / 14：00～17：00
　　生ビールを含むドリンクとパティシエ特製スイーツをご用意
　◇バータイム / 18：00～19：30
　　アルコールを含むドリンクとアンティパストをご用意
　◇バータイム / 19：30～21：00
　　アルコールを含むドリンクをご用意

営業時間 / 18:00～23:00（L.O.22:30）
※ご予約は16：30より承っております。
※毎週水曜日は、定休日です。
　12/25、翌年 1/ 1 は営業いたします。
古 酒 泡 盛 ￥500～ 
小 皿 料 理 一 品 ￥650均一  
ア ー サ の お 茶 漬 け ￥650  
お得な７皿セット（2名様におすすめ） ￥3,980

オクマが誇るレストランでは、ディナータイムをよりお愉しみいただける
季節のメニューをご用意いたしました。

※クリスマスディナーにつきましては、「クリスマスキャンペーン2019」ページをご覧ください。

寛ぎのリゾートで、至福のディナータイムをご堪能ください。寛ぎのリゾートで、至福のディナータイムをご堪能ください。

※画像はイメージです。

鉄板焼 阿檀
ペアリングディナー

YUI ～結～
営業時間 / 17：30～22：00（L.O.21：30）　

※完全予約制
料金 / ペア￥24,000

※乾杯用スパークリングワイン付き

和食処 いじゅ
並松料理長おすすめ

陶板焼きシリーズ
営業時間 / 18：00～21：30（L.O.21：00）

レストラン ビーチサイド
牛・豚・鶏肉のBBQ

肉食べ放題プラン　
営業時間 / 17：30～21：30（L.O.21：00）

料金 / 大人￥6,000
　　　小人￥3,000
※ミニビュッフェ付き

メニュー例 /  牛陶板焼き膳 ￥2,728
 牛陶板焼き（牛ロース200g） ￥2,273
 あぐー豚タン陶板焼き ￥1,637メニュー例/フォアグラと佐賀牛のペア鉄板焼き、

　　　　　 ズワイガニ焼きリゾットの洋風茶漬け、など



※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） 

おすすめエコツアーおすすめエコツアー 表記の金額はすべて税抜表示です。

大宜味村喜如嘉は、沖縄の古い町並みが残る集落。
地元ガイドによる歴史・文化・生活などの解説を聴
きながら、穏やかな時間が流れる集落の散策をご
堪能ください。

□開始：13：30　　　□催行：毎週金、土、日曜日
□時間：1 時間 30 分
□料金：大人￥3,000　小人￥1,500
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集落散策ツアー

沖縄本島最大級のマングローブが生い茂る稀少な
生物の楽園で、“やんばるの大自然”を存分に満喫で
きるツアーです。

□開始：QR コードでご確認ください。
□催行：毎日　　　□時間：3 時間
□料金：大人￥7,000　小人￥4,000

マイナスイオンに包まれた比地川沿いの遊歩道を歩き、
約26メートルの落差をもつ沖縄本島最大の滝“比地
大滝”へ。やんばるの豊かな自然に触れるツアーです。

□開始：11：00 / 14：00　 □催行：毎日
□時間：3 時間
□料金：大人 ￥4,000　小人 ￥2,000
□備考：片道約 3 キロメートル のトレッキングと　　
　　　 なります。

マングローブカヤック探検比地大滝ガイドツアー

※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） 

おすすめマリンアクティビティおすすめマリンアクティビティ 表記の金額はすべて税抜表示です。

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。海上で味わう爽快感と、海中の神
秘的な世界を存分にお楽しみください。

□開始：10：00/11：00/14：00/15：00
□催行：毎日
□時間：40分
□料金：大人 ￥3,000　小人 ￥2,000
□備考：定員8名。対象年齢6歳以上。

ロケットでGO！シュノーケルツアー

沖縄美ら海水族館の調査研究施設である海上いけす
でマンタやサメ、エイなどの飼育見学やエサやりを体験
できるツアーです。

□開始：10：30/14：30
□催行：毎日　
□時間：1 時間 15 分（乗船時間 約 60 分）
□料金：大人 ￥3,636　小人 ￥2,909
□備考：定員：1便10名。対象年齢5歳以上。本部町山川港　　　
　（オクマより車で約1時間）にて現地集合・解散となります。

マンタやサメの飼育観察体験ツアー

オクマの沖合約1キロメートル、そこは、珊瑚礁の広がる
神秘的な海中の世界。行き交う熱帯魚と一緒に海中の
楽園を満喫ください。

□開始：9：30/13：30
□催行：毎日
□時間：1 時間 30 分
□料金：大人 ￥5,500　小人 ￥3,000
□備考：対象年齢 6 歳以上。

シュノーケリングツアー
沖縄美ら海水族館まで車で約10分！ アクティブに海を楽しみたい！ オクマの海を満喫する！

アンズ・プルーン・オレンジ・パインなどの
しっとりとしたドライフルーツの甘さと、芳
醇な泡盛の香りが幾重にも重なりあった深み
のある味わいが魅力のパウンドケーキです。
□販売ショップ : ブーゲンビリア
□販売価格 : ¥1,200
□内容量: 1個

オクマオリジナル パウンドケーキ

ショップおすすめ情報ショップおすすめ情報 表記の金額はすべて税抜表示です。

香りに癒されるリゾートの休日を。この季節、人気のお土産

天然白砂のビーチと敷地内に咲き誇る南
国の花、鮮やかなオクマの風景を香りに
落とし込みました。
□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

オクマオリジナル
SweetBougainアロマオイル

訪れる人々を優しく包み込むオクマのオ
リジナルの香りをご自宅でもお愉しみい
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 : ¥1,800
□内容量 : スティック 5 本

オクマオリジナル
SweetBougainアロマスティック

マリンアクティビティのご予約・お問合せは、内線 2522（9：00 ～ 17：00）で承ります。

※予約前日以降のキャンセルにつきましては、キャンセル料が発生いたします。（前日：料金の 50％　当日：料金の 100％）
※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。詳細は客室のマリンアクティビティパンフレットをご覧ください。



人気メニューを組み合わせたこの季節限定
のセットコースを2つご用意しました。ココ
ロとカラダに癒しの時間を。
□店舗：アロマセラピーサロン
□時間：1 時間 30 分
□料金：￥15,000

「究極のすっきり感」と
「極上のリラックス」を。 首から背中、脚のトリートメントに加え、

男性にも人気のヘッドスパ。温かいオイ
ルをつけて芯からじっくりほぐしていき
ます。心もカラダもすっきりのコースで
す。
■ 背中（経絡リンパドレナージュ）
■ 脚（リフレクソロジー）
■ デコルテ・首
■ 頭（ヘッドスパ + シャワー）

温めた石でトリートメントしていくホッ
トストーンに加え、お顔にはオールハン
ドのオイルトリートメント。日頃の疲れ
を癒すコースです。
■ 背中
　 （ホットストーン+ 経絡リンパドレナージュ）
■ 顔（オイルトリートメント + パック）
■ デコルテ・首
■ 頭（ドライヘッドマッサージ）

＜DETOX/デトックスコース＞ ＜RELAX/リラックスコース＞

アロマセラピーサロンおすすめメニューアロマセラピーサロンおすすめメニュー 表記の金額はすべて税抜表示です。

アロマセラピーサロンのご予約は、内線2417（12：00～21：00）で承ります。

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。

ロビーラウンジ

LOBBY LOUNGE
□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。

キッズルーム

KIDS ROOM
□営業時間　8：00 ～ 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。

オクマエコミュージアム

OKUMA ECO MUSEUM
□営業時間　9：00～20：00
エコツアーのほか、パターゴルフやイ
ンドアスポーツ、手作り工房の受付も
行っています。お気軽にお立ち寄りくだ
さい。

□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）

□オクマエコミュージアム： 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 ～ 17：00）

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）

やんばるアートフェスティバル

今年で3年目を迎えるやんばる地域で展開するアー
トイベントが今年もオクマに！期間中は、淀川テク
ニック氏の作品展示などを予定しています。

□期間：12/14 ～翌年 1/13
□実施場所：フロントロータリー、ロビーラウンジ他
□料金：無料
※画像はイメージです

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！

イベント情報イベント情報

大城 清太 作品展

クリエーターズサーキット始動！来年オクマでは、
県内アーティストによる展示会を毎月開催いたしま
す。その第1弾として、天描画家“大城清太”氏の作品
を展示しています。

□期間：10/19 ～翌年 1/3
□実施場所：ロビーラウンジ （フローリングスペース）
□時間：6：00 ～ 23：00
□料金：無料



キャンペーン期間中は、オクマならではのクリスマス装飾と共にお客様をお迎えいたします。
ホテル各所に散りばめられたクリスマス装飾をお愉しみください。

12月21日（土）からは、レストランにてクリスマス限定メニューも登場いたします。

南国のリゾートで過ごす、特別なクリスマスを

クリスマスキャンペーン 2019

オクマで祝う新しい年のはじまり

年末カウントダウンイベント＆
新春イベント

毎年恒例の「年末カウントダウンイベント」
「新春イベント」を開催いたします。
イベントと共に年末年始のひとときをお愉しみください。

※写真はイメージです

クリスマス装飾
期間：2019 年 12 月 1 日（日）～ 25 日（水）
フロントロビーには、異なったテーマに沿って創作した3本のクリスマスツリーが
飾られます。プルメリアが咲く“花のツリー”、ヒトデやブルーのオーナメントが印象
的な“海のツリー”、蝶がとまる“森のツリー”など、オクマを取り巻く大自然を象徴
するツリーをお愉しみいただけます。各レストランやショップにも、それぞれ異なっ
たツリーがお客様をお迎えいたします。

イルミネーション
点灯時間：日没から夜明け
オレンジの夕陽が白砂のビーチに沈む頃、フロントロータリーを中心に、
自然と調和した温かい灯りがオクマを包み込みます。

ナイトパターゴルフ
期間：2020年2月29日（土）まで　　受付：オクマエコミュージアム
時間：17：00～21：00（最終受付20：00）　料金：1時間￥800（9ホール2回）
今年は、パターゴルフ場も煌びやかな灯りに包まれ、南国リゾートの夜を演出いたし
ます。夜を彩る光彩の中、“ナイトパターゴルフ”をお愉しみください。

クリスマスリボン
期間：2019年12月1日（日）～25日（水）
キャンペーン期間中、オクマの2つのショップでは購入商品の袋に
オクマオリジナルのクリスマスリボンを添えさせていただきます。
サンタ衣装に身を包んだヤンバルクイナの可愛らしいキャラクターが、
オクマのクリスマスに彩りを添えます。

クリスマスディナー
期間：2019年12月21日（土）～25日（水）
★『森からの贈り物 〜ストロベリー＆ベリーベリービュッフェ〜』
クリスマスカラーの赤をテーマカラーに、デザートだけでなく料理にもベリーを
ふんだんに使用したXmas限定ベリーベリービュッフェを開催。
「ローストチキンのレッドソース」など、クリスマスならではの豪華メニューに加
え、ベリーが主役のクリスマス限定スイーツがビュッフェ台を鮮やかに彩ります。

レストラン：サーフサイド・カフェ
営 業 時 間：18：00～21：30（L.O.21：00）
料　　　金：大人￥3,637　　小人：￥1,819

★ペアディナー 『Joyeux Noël』
フォアグラやズワイガニなど、贅沢な食材を用いたペアコースディナーです。コース
の始まりに最適な乾杯用スパークリングワインも付いたスペシャルなコースです。
レストラン：鉄板焼 阿檀　
営 業 時 間：17：30～22：00（L.O.21：30）
料　　　金：2名様で￥24,000

※レストラン予約は、内線2301で承ります（9：00～ 17：00）
※表記の金額は、全て税抜表示です。

完全予約制

◆年末カウントダウンイベント

開催日：2019 年 12 月 31 日（火）
時    間：21：00 ～ 24：05　予定
会    場：マリンハウス
内    容：ドリンクフリーフロー（飲み放題）、琉球太鼓演舞、
　　　  アーティストによるライブステージ、じゃんけん大会、打上花火　など

◆新春イベント

開催日：2020 年 1 月 1 日（水）
時    間：10：00 ～ 12：00　予定
会    場：マリンハウス
内　容：琉球舞踊、鏡開き、エイサー、獅子舞、餅つき大会　など

※イベント内容は予告なく変更になる場合がございます。
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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。

Okuma 
Photo Point 40

毎年恒例の「年末カウントダウンイベント」
「新春イベント」を開催いたします。
イベントと共に年末年始のひとときをお愉しみください。


