OKUMA PRIVATE BEACH ＆ RESORT

MY RESORT
vol.14

レストラン

2019年10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。

SURF SIDE CAFÉ

Iju

サーフサイド・カフェ

和食処

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。
ビュッフェスタイル
営業時間 / 朝
昼
夜

鉄板焼

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。
和

6:30～10:30（L.O.10:00）
12:00～14:30（L.O.14:00）
18:00～21:30（L.O.21:00）

ブレックファースト 大人￥2,240
ランチ
大人￥2,000
ディナー

Adan

いじゅ

小人￥1,150
（土・日・祝）
￥2,200
小人￥1,200
大人￥3,241
小人￥1,389

鉄板焼き

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
琉
球
御
膳
島豚ロースかつ御膳
お 子
様
御
膳
沖
縄
そ
ば

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

Beach café OASIS

レストラン ビーチサイド

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

内線：2321

RESTAURANT BEACH SIDE

阿檀

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。
内線：2351

営業時間 / 11：30～16：30（L.O.16：00）
※11月はクローズいたします。
デラックスオアシスボックス
￥3,000
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
内線：2342

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。
※11/6 より毎週水曜日は、
お休みとさせていた
だきます。
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
サービス料はいただいておりません 内線：2343

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。

サーフサイド・カフェのディナータイム
オクマのメインダイニングは、豊富なメニューでディナータイムを演出します。
シェフが目の前でカットするトマホークステーキは、是非ご賞味いただきたい逸品です。
前菜から始まり、パティシエ特製スイーツまで、特別なディナータイムを心ゆくまでご堪能ください。

10/31 は、
“ハロウィン ビュッフェ” 開催！

※画像はイメージです。

□営業時間：18：0 0～21：30
（L.O. 21：0 0）
□料金：大 人 ¥3,241 小人 ¥1,389

おすすめエコツアー

表記の金額はすべて税抜表示です。

やんばるの大自然に包まれて、ここでしか味わえない特別な体験を。
北緯 27 度、そこはメキシコやインドなど砂漠や乾燥した大地が広がる亜熱帯地域。
世界的に見ても稀少なやんばるの森は、“奇跡の森 ” と呼ばれ、多くの固有種が住む動植物たちの楽園です。
沖縄本島北部の豊かな自然に包まれて、ここでしか味わうことのできない自然や動植物との出会いをお楽しみください。
既存ツアーに加え、２つの新ツアー「大宜味村喜如嘉集落散策ツアー」
「 比地大滝ガイドツアー」も追加され、より “ やんばるの自
然 ” を満喫していただけるツアープログラムとなりました。

おお ぎ

み そん き じょ か

大宜味村喜如嘉集落散策ツアー

比地大滝ガイドツアー

マングローブカヤック探検

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。

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。

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：13：30
□催行：毎週金、土、日曜日
□時間：1 時間 30 分
□大人￥3,000 小人￥1,500

□開始：10 月 13：30 ／ 11 月 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。

□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
□備考：対象年齢 3 歳以上。

やんばるの森探検ツアー

夜の生き物探索ツアー

美ら星ウォッチング

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ガイ
ドが丁寧にご案内いたします。

神秘的な雰囲気に包まれた夜のやんばるの森へ。夜
にしか見られない、鳴き声を聴くことが出来ない生
き物を探しに出かけてみませんか。

夜空に輝く満天の星を観察できる特等席へご案内。
天文台の 350㎜望遠鏡で星を眺めながら、都会では
味わえないロマンチックなひとときを。

□開始：9：00
□催行：毎日
□時間：1 時間 30 分
□料金：大人￥3,000

□開始：19：30
□催行：10 月 31 日まで
□時間：1 時間 30 分
□料金：大人￥3,000 小人￥1,500
□備考：低温日はツアー中止の場合がございます。

□開始：10 月 19：30 ／ 11 月 18：00 □催行：毎日
□時間：1 時間 30 分
□料金：大人￥3,000 小人￥1,500
□備考：山間部の天候により、ツアー中止の場合が
ございます。

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

表記の金額はすべて税抜表示です。

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！

マンタやサメの飼育観察体験ツアー

ロケットでGO！シュノーケルツアー

シュノーケリングツアー

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。

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。

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：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。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。

□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。

□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。

潮風クルージング

ヨットクルーズ

with POMMERY ROYAL BLUE SKY

青い空とエメラルドグリーンの海が広がる海原へ。
潮風に吹かれながら、南国の美しい海を満喫するク
ルーズのひとときをご堪能ください。

心地よい風とエメラルドグリーンの海、自然豊かな
風景を満喫する。五感で味わうクルーズのひととき
をお愉しみください。

□開始：11：20
□催行：10/31 まで
□時間：40 分
□料金：大人￥2,000 小人 ￥1,000
□備考：定員 20 名。4 名様からの催行となります。

□開始：15：30
□催行：10/26 までの毎週水、土曜日
□時間：40 分
□料金：大人￥3,000 小人 ￥1,500
※ドリンク付き
□備考：定員 15 名。4 名様からの催行となります。

サンセットシャンパンクルーズ

遮るものの無い水平線に沈む夕陽を眺めながら、
優雅なクルーズタイムを満喫する。特別なシャン
パンを片手に、ここでしか味わうことの出来ない
特別なひとときをお過ごしください。
□開始：日没 1 時間前
□催行：10/31 まで
25％ OFF
□時間：1 時間
□料金：通常 ￥20, 000
令和元年特別価格 大人ペア ￥15,000
□備考：当日 15 時までにご予約ください。

マリンアクティビティのご予約・お問合せは、内線 2522（10 月 9：00 ～ 18：00 ／ 11 月 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。

アロマセラピーサロンおすすめメニュー

「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
「みーにし」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

表記の金額はすべて税抜表示です。

＜ DETOX/デトックスコース＞

＜ RELAX/リラックスコース＞

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。

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（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）

■ 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）

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。

イベント情報
大城 清太 作品展

HISTORY OF OKUMA 写真展

オクマフォトポイント40

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。その序章として、天描画家 “ 大城清太 ” 氏の作品
を展示いたします。

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。

□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

□期間：10/19 ～ 12/31
□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

※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！

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。

お土産にもおすすめ！

香りに癒されるリゾートの休日を。

「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、気軽に沖縄そばが楽しめるように麺
やトッピングなど種類豊富にご用意いたします。
□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

オクマオリジナル
SweetBougain アロマオイル

オクマオリジナル
SweetBougain アロマスティック

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。

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：￥2,200
□内容量：3ml

□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

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

キッズルーム

LOUNGE OF SHIOKAZE

LOBBY LOUNGE

KIDS ROOM

□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）

プライベートプール

PRIVATE POOL
□営業時間 10月/ 9：00～18：00

11月〜2月/クローズ
オクマが誇る 4 種類のプール。小学生
以下のお子様は、必ず保護者の方もご
一緒に遊泳をお願いいたします。

□エ コ ミ ュ ー ジ ア ム ：内線 2525（9：00 〜 20：00）
□フロントデスク：内線 8（24 時間）
□アロマセラピーサロン：内線 2417（12：00 〜 21：00）
□レストラン予約：内線 2301（9：00 〜 17：00） □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9：00〜17：00）

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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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！

70

