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レストラン

2019年７月13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。

7/20～8/31
ディナータイム
30 分延長！

SURF SIDE CAFÉ

サーフサイド・カフェ

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。

Iju

和食処

7/20～8/31
ディナータイム
30 分延長！

いじゅ

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。

ビュッフェスタイル

和

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 （土・日・祝）￥2,200
6-12歳￥1,200
4-5歳￥600
ディナー
大人￥3,241
小人￥1,389

営業時間 / 18:00～21:30（L.O.21:00）

ディナー

大人￥4,167

小人￥2,084

内線：2321

RESTAURANT BEACH SIDE
レストラン ビーチサイド

鉄板焼

阿檀

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。

琉

鉄板焼き

美ら島アグー豚のしゃぶしゃぶ
琉
球
御
膳
島豚ロースかつ御膳
お
子
様
御
膳
沖
縄
そ
ば

夏休み期間
（7/20～8/31）フェスティバルフードコート

Adan

営業時間 / 17:30～22:00（L.O.21:30）

￥4,000
￥3,500
￥2,500
￥1,500
￥1,200

阿

檀（あだん）

￥17,000

芭

蕉（ばしょう）

￥13,000

で

い

￥10,000

ご

お子様セット

￥2,800

内線：2331

7/20～8/31
ディナータイム
30 分延長！

Beach café OASIS

内線：2355

Okame

ビーチカフェ オアシス

沖縄家庭料理居酒屋

おかめ

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。

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。

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。

バーベキュー

カフェ

居酒屋

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 / ラ ン チ11：30～16：30（L.O.16：00）
ディナー18：00～21：30
（フード L.O. 20：30）
（ドリンクL.O. 21：00）
ランチ Okumaオリジナル猪豚入りバーガー ￥1,100
ココナッツチキンカレー
￥950
ベルギーワッフル&アイスクリーム ￥900
ディナー シーフードタワー（2名様分） ￥4,400
US牛リブロースステーキ（200g） ￥3,300

内線：2351

内線：2342

営業時間 / 17:30～22:30（L.O.22:00）
※ご予約は16：00より承っております。
古
酒
泡
盛
小 皿 料 理 一 品
アーサのお茶漬け
お得な７皿セット（2名様におすすめ）

￥500～
￥650均一
￥650

サービス料はいただいておりません

内線：2343

￥4,150

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。

2019年

夏のレストラン企画

開催決定！

期間：7/20～8/31
フェスティバルフードコート ※キッズシェフも同時開催 沖縄冷麺

お子様が料理長！キッズシェフ

□レストラン：サーフサイド・カフェ
□時間：18:00～22:00（L.O. 21:30）
□料金：大人 ¥4,167 小人 ¥2,084

□レストラン：いじゅ
□時間：18:00～22:00（L.O. 21:30）
□料金：¥1,200

期間：7/13～7/31
肉・肉・肉 食べ放題プラン（2時間）

紅あぐー＆おきなわ和牛 食べ放題プラン（1時間30分）

□レストラン：ビーチサイド
□料金：¥6,500
□備考：当メニューの最終受付時間は、19：00です。

流しそうめん

期間：8/10～8/13
4日間限定、流しそうめん
※画像はイメージです

□レストラン：サーフサイド・カフェ

□レストラン：いじゅ
□料金：¥4,500
□備考：当メニューの最終受付時間は、19：30です。

□時間：12:00～14:30（L.O. 14:00）

おすすめ企画のご案内
HISTORY OF OKUMA 写真展

オクマフォトポイント40

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

オクマの軌跡をたどる写真展を開催しています。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。

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。

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。

□実施場所：ロビーラウンジ
□時間：6：00 〜 23：00
□料金：無料

□実施場所：ホテル敷地内全域

□実施日：毎日
□出発時間：日没 1 時間前
□所要時間：1 時間
25％OFF
□通常料金：￥20,000
令和元年特別価格 大人ペア￥15,000
※当日 15 時までにご予約ください（内線 2522）

※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！

夏休みイベントのご案内（期間 7/20～8/31）
沖縄県産木材を Let’
s enjoy！
毎日 WOOD PLAYROOM

月・水 ビーチで宝探し

入場無料

GWに大人気だった“WOOD PLAYROOM”が夏休みも登場！
やんばるの木材を使った積み木や、卵型の木が敷き詰めら
れたプールで、お子様と一緒にお愉しみください。
□時間：8：00 ～ 20：00
□会場：キッズスペース

※写真はイメージです。

火 島唄ライブ＆打上花火

えりちは

火・木 体験アドベンチャー

参加無料

体験無料

砂浜に埋まっているお宝をゲットしよう！滞在中に利用
可能な特典や貰って嬉しい景品を多数ご用意しています。

オクマの海を舞台に展開するキッズプログラム
「オク
マわんぱく教室」
のミニミニ版を体験いただけます。

□集合時間：16：20 オクマサンドマウンテンに集合
□スタート：16：30
□参加対象：幼児～小学生まで

□集合時間：16：20 わんぱく教室テント前に集合
□スタート：16：30 □所要時間：約 30 分
□参加対象：3 歳以上 ※保護者付添可

木 エイサー＆打上花火

無 料

土 ナイトプール＆打上花火

無 料

無 料

※ドリンク代別

城間竜太

島唄ライブとともに賑やかで楽しい夜を！イベント
の最後には打上花火もございます。

地域で受け継がれている力強いエイサー。迫力満点
の演舞を間近でお楽しみください。

様々な照明とカラフルな浮き輪を用いて夜のプール
エリアを華やかに演出。
JAZZ ライブもお見逃しなく！

□時間：20：15 ～ 21：00
□会場：マリンハウス
※雨天の場合、打上花火は中止になる場合がございます。
※会場は変更となる場合がございます。

□時間：20：15 ～ 21：00
□会場：マリンハウス
※雨天の場合、打上花火は中止になる場合がございます。
※会場は変更となる場合がございます。

□時間：19：30 ～ 21：30
□ JAZZ ライブ：① 19：30 ～
□会場：屋外プールエリア

※雨天の場合、中止になる場合がございます。
※お子様の遊泳は保護者の同伴が必要です。
※安全面を考慮し、アルコールを摂取した状態での遊泳は
禁止しております。
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ビーチで宝さがし
体験アドベンチャー

※予告なく内容が変更になる場合がございます。

カタマランヨットスクール
初心者でも扱いやすいカタマランヨットを使い、沖縄県
内でも数少ないヨットスクールです。刻一刻と変わる海
の風をコントロールしながら、サンゴ礁が広がる美しい
海を優雅にクルージングする贅沢なひとときをご堪能く
ださい。
■ 開始：随時
■ 催行：毎日
■ 時間：30分
■ 料金：一艇￥4,000
■ 備考：定員3名様。対象年齢3歳以上

スピードボート
桟橋からオクマのスピードボート「アクアプラノ」号に
乗りこみ、エメラルドグリーンの海へ。
海上を颯爽と駆け抜ける爽快感と海の風を感じながら、
迫力満点のクルーズをお愉しみください。
■ 開始：随時
■ 催行：毎日
■ 時間：約10分
■ 料金：大人 ￥3,000 小人 ￥1,500
■ 備考：定員5名様。
対象年齢 3 歳以上、
2 名様からの催行となります。

定置網シュノーケルツアー
やんばる東海岸でしか味わうことの出来ないツアー。定置
網の中やその周りでシュノーケリング、沖縄北部の豊富な
海洋生物や定置網の仕組みや大きさを体験できます。
お魚の気分になって、定置網を間近で観察してみませんか。
■ 開始：8：00～9：30
■ 催行：毎日
■ 時間：1時間30分（遊泳時間 約35分）
■ 料金：大人￥5,556 小人 ￥3,241
■ 備考：1便定員10名様。対象年齢6歳以上。
国頭村安田漁港（オクマより車で35分）にて
現地集合・解散となります。

シュノーケリングツアー
沖合約1キロ、そこはカラフルな熱帯魚やサンゴ礁が広が
る海中の楽園。
ビーチでは味わえない南国の海の世界を満喫できます。
■ 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。2名様より催行。

ロケットでGO！シュノーケルツアー
ロケットボートで颯爽と向かった先には、熱帯魚が行き
交う海中の楽園が広がります。
海上での爽快感と海中の神秘的な世界を一度に楽しめる
お得なメニュー。
■ 開始：10：00、11：00、13：00、 増
14：00、15：00、16：00
■ 催行：毎日
■ 時間：40分
■ 料金：大人 ￥3,000 小人 ￥2,000
■ 備考：定員8名様。対象年齢6歳以上。

便中！

潮風クルージング
桟橋よりカタマランヨット「シーブリーズ号」に乗り込
み、どこまでも続く海原へ。
潮風に吹かれながら、ビーチでは見ることの出来ない美
しい海の風景をお楽しみください。
■ 開始：11：20
■ 催行：毎日
■ 時間：40分
■ 料金：大人 ￥2,000 小人 ￥1,000
■ 備考：定員30名様。
4名様より催行。

20

自然が先生！

わんぱく教室
実施日 7/6、7、13、14、15、20 ～ 31
8/1～31
9/1、7、8、14、15、16、21、22、23、28、29

今年で20周年を迎えるオクマわんぱく教室が開校します！
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。

奇数日午前開催 イカダで大冒険
偶数日午前開催 イカダで大冒険
□開催時間：10:00 ～ 12:30
□所要時間：2 時間 30 分

“ わくわく探検隊 ”
“ カクレクマノミと出逢う洞窟ツアー ”

□料金：小人￥4,500
午後開催

保護者付添￥2,000

わんぱくシュノーケリングと浮島ツアー

□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
※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。

マリンアクティビティのご予約・お問い合わせは、内線2522（9：00～18：00）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。

川遊びと生き物観察ツアー
美しく穏やかな”やんばる”の清流に入り、エビ採り網を
使い、生息するテナガエビなどの川の生物を採取・観
察します。木漏れ日の差し込む清流で、自然に触れる
ツアープログラムです。
※採取した生き物は観察後リリースします。
■ 開始：13：30
■ 催行：毎日
■ 時間：約1時間30分
■ 料金：大人 ￥3,000

小人 ￥1,500

潮溜まりツアー
夏の干潮時にしか現れない、そこはまるで陸に取り残さ
れた龍宮城。珍しい生き物やキレイな熱帯魚を、間近で
見ることができる貴重なツアーです。
■ 開始：干潮時に合わせて催行
※QRコードでご確認ください。
■催行：大潮・中潮日
■時間：約2時間30分
■料金：大人 ￥3,500
小人 ￥1,500

※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・お問合せ：オクマエコミュージアム（内線2525）

豊かな自然の中を、心地よい風を受けながら、颯爽と駆け抜ける。
敷地内の移動には、是非カートをご利用ください。

【ドライバー紹介】

オクマでの時間をより快適に。敷地内のこと、うちな～（沖縄のこと）のことなど、なんでも聞いてください。

オヤカワ アキラ

親川

亮

天気や国頭村のこと、話
すのが好きです。気軽に
「アキラさん」と声を掛
けてください♪
□出身：国頭村奥間
□趣味：1961年から続け
ている新聞、
雑誌等のス
クラップ。
陸上競技観戦

キンジョウ カズノリ

金城

和則

キンジョウ キヨシ

ヤマシロ マサル

自然豊かなオクマを満
喫してください。見かけ
たら、気軽に「キヨシさ
ん」
と呼んでください。
□出身：国頭村奥間
□趣味：パークゴルフ

リゾートのひとときを
楽しんでください。気軽
に「マサルさん」と声を
掛けてください。
□出身：大宜味村喜如嘉
□趣味：DIY
□好きな食べ物：うな丼

金城

マリンスポーツが好きな
カートドライバーです。
気軽に「カズノリさん」と
声を掛けてください♪
□出身：国頭村桃原
□趣 味：マ リ ン ス ポ ー
ツ全般。
水上スキー。

清

山城

勝

ヤマシロ

山城

コウセイ

孝清

お客様とのふれあいが
大好きです。地元国頭村
のこと、何でも聞いてく
ださい♪
□出身：国頭村桃原
□好きな言葉：誠、
勇、
愛

お部屋へのお迎えは、フロント（内線8）で承ります。
※混雑時や雨天の場合、お時間をいただいたり、自動車での送迎となる場合がございます。
※5名様以上でご利用の場合、2回に分けての送迎や自動車での送迎となる場合がございます。

ヒガ

比嘉

ヨシヒデ

良秀

運転中、集中すると顔が
怖いと言われます。すぐ
に笑顔になりますので、
怖がらずに声を掛けて
ください。
□出身：国頭村桃原
□趣味：ゴルフ。オクマ
のゴルフ部の一員です。

ヨギ

與儀

ユキヒロ

幸弘

日本一のカートドライ
バーを目指しています！
カートでの
「お・も・て・な・
し」
なら任せてください。
□出身：国頭村浜
□宝 物：カ ー ト に 乗 っ
て頂いたお子様から
貰った魚の絵

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…。
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思い出すオクマオリジナル
の香り “SweetBougain（スウィート ブーゲン）”。
アプ
ローチを埋め尽くすブーゲンビリア、
穏やかに流れ
る時間、
オクマでしか味わうことの出来ないひとと
きを香りに落とし込みました。
オクマの香りをどこでも気軽にお愉しみいただけ
るアロマグッズを販売中です。

オクマオリジナル

SweetBougain アロマオイル
□販売ショップ：ブーゲンビリア / プルメリア
□販売価格：￥2,200

オクマオリジナル

SweetBougain アロマスティック
□販売ショップ：ブーゲンビリア / プルメリア
□売価格：￥1,800

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。

「究極のすっきり感」
と
「極上のリラックス」
を…。
人気メニューを組み合わせた
「かーちべー」
期間限定セットコースを
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
＜ RELAX/ リラックスコース＞
▪背中：経絡リンパドレナージュ ▪足裏：リフレクソロジー
▪顔：オイルトリートメント・アロエパック付 ▪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＞
▪脚・背中：経絡リンパドレナージュ
▪デコルテ・首 ▪シャワー

▪頭：ヘッドスパ

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。

施設インフォメーション

ブーゲンビリア

プルメリア

アロマセラピーサロン

展望浴場 シーサイドサウナ

BOUGAIN VILLEA

PLUMERIA

AROMA THERAPY SALON

SEA SIDE SAUNA

□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。

□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。

□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。

□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。

潮風のラウンジ

ロビーラウンジ

キッズスペース

プライベートプール

LOUNGE OF SHIOKAZE

LOBBY LOUNGE

KIDS SPACE

□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。

□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。

□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）

□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）

PRIVATE POOL
□営業時間 8：00～19：00

白砂のビーチに面したオクマが誇る
4 種のプール。ビーチとの行き来もで
き、楽しめます。

□アロマセラピーサロン：内線 2417（12：00〜 21：00）

OKUMA MAP
OKUMA PRIVATE BEACH & RESORT
RESTAURANT & BAR

RESTAURANT & BAR

レストラン＆バー

TOILET

ADAN 阿檀

トイレ

BARRIER-FREE TOILET
多目的トイレ

COIN LAUNDRY

レストラン＆バー

LOBBY LOUNGE ロビーラウンジ

RELAXATION

BEACH SIDE レストラン ビーチサイド

リラクゼーション

AROMATHERAPY SALON アロマセラピーサロン

ランドリー

SEASIDE SAUNA シーサイドサウナ

VENDING MACHINE

SHOP

自動販売機

ICE MAKER

ショップ

FACILITY

製氷機

施設

OKUMA FELICIA CHURCH
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オクマ・フェリシア教会

AIR PUMP

浮き輪空気入れ
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GARDEN VILLA

12

PARKING
駐車場
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OKUMA ECO MUSEUM
10

11

オクマエコミュージアム

FRONT DESK
フロント

DOG
RUN
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TTAGE
PALM COテージ
パームコテ

Tennis Court

Miniature Golf

テニスコート

パターゴルフ

Marine House
マリンハウス

Beach Information Desk

ビーチインフォメーションデスク

Okuma Felicia Church
オクマ・フェリシア教会

OKUMA BEACH
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
#okumalover
で投稿！
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