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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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Food Reform

　「伝統と改革の融合」をテーマに、当ホテルの全シェフを集結しスタートした「食の改革」。
第 2 弾では、「レストラン ビーチサイド」と「ビーチカフェ オアシス」のメニューが新たに生まれ変わりました。
雄大なサンセットを眺めながらBBQが楽しめる「レストラン ビーチサイド」は、ミニビュッフェも付いた人気セットメニュー
を一新。4 種のセットメニューには、牛肉に加え紅豚アグーやロブスターが一緒に楽しめるなど、メニュー内容も大幅に変更。
骨付きカルビやBBQ感満載の串に刺さった牛肉に加え、ロブスターやオマール海老、焼きズワイガニが味わえるセットも出来ま
した。
　目の前に白砂ビーチの絶景が広がる「ビーチカフェ オアシス」は、パニーニやバーガー類以外にもココナッツチキンカレー
やベルギーワッフルなど、豊富な品揃えで皆さまをお迎えいたします。Okuma オリジナル猪豚入りバーガーは、地元国頭産の
猪豚を使ったオクマでしか味わえないおすすめの逸品。時間を掛け丁寧に下ごしらえを行った肉厚のパティに、チーズや新鮮
な野菜が入った盛りだくさんのハンバーガーは味もボリュームも満足の一品です。
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。

Okumaオリジナル猪豚入りバーガーの肉厚パティは、時間を掛け丁寧に下ごしらえを
行った猪豚を使用し、とてもジューシーで、ここでしか味わえない特別なハンバーガー。
ココナッツチキンカレーは、大きめのチキンとズッキーニなどの夏野菜も入った南国感
もたっぷり味わえる逸品です。ベルギーワッフルなどのスイーツ、カクテルやスパークリ
ングワインなどのアルコール類も豊富に取り揃えています。
天然白砂とエメラルドグリーンの海が広がるロケーション抜群のビーチカフェは、ランチ
だけではなく、スイーツやアルコールを堪能する寛ぎのティータイムにもおすすめです。
　　

食 の 改 革 　 第２弾

ビ ー チ カ フ ェ  オ ア シ ス

サンセットタイムから星が輝く夜空へ、移り変わる空の下BBQを楽しむレストラン。
新しい4種類のセットには、牛肉に加え紅豚アグーやチキン手羽先などの2種以上のお肉に、
ロブスターやズワイガニなどのシーフードも入り、ミニビュッフェも付いたお得なメニュー
です。なかでも美ら星セットは、串に刺さったアンガス牛ロースとリブロースに、とろける脂
身に旨味が詰まった赤身が特徴の紅豚アグー、ズワイガニとオマール海老も楽しめる盛り
だくさんのメニュー。ズワイガニは、焼きたての香ばしい香りをお愉しみいただけます。

レ ス ト ラ ン  ビ ー チ サ イ ド

Lunch time

Dinner time

◆営業時間：11：30～16：30（L.O.16：00）
◆メニュー・料金一例： 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 ￥900
 ベルギーワッフル&アイスクリーム ￥700
 ハニーマスタードチキン ￥450

◆営業時間：17：30～21：30（L.O.21：00）
◆メニュー・料金一例： 美ら星　￥9,000　　　美ら島　￥7,500　
 美ら海　￥6,000　　　美ら浜　￥5,000

Okuma オリジナル猪豚入りバーガー

美ら星

※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。



レストランレストラン

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　  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・GW）
　　　　　  小人￥1,200（6-12歳）  ￥600（4-5歳）
ディナー　  大人￥3,241　小人￥1,389
GW期間（4/27〜5/5）ディナー
  　大人￥4,167　小人￥2,084

内線：2321

コンセプトは「和琉」。日本全国から取り寄
せた旬の食材を用いた和食、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
 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

※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、各レストランへお問い合わせください。

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。

バーベキュー

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

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

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 / 17：30〜22：30 （L.O 22:00）
※ご予約は15：30より承っております。 
 
 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

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 / 11：30〜16：30（L.O.16：00）

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 　　     ￥900
ベルギーワッフル&アイスクリーム　      ￥700

内線：2342

Beach café OASIS
ビーチカフェ　オアシス

天然白砂のビーチに建つ、夏季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
 メニューも一新し、肉厚パティの Okuma オリジナル猪豚入りバーガーやココナッツチキンカレーなど

　 の料理に加え、ベルギーワッフルなどのスイーツやアルコール類も楽しめます！
 白砂のビーチと自由に行き来が出来る、開放感抜群のテラス席！
 約1kmに渡る天然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！
 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!

New Menu New Menu



おすすめエコツアーおすすめエコツアー

※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） 

表記の金額はすべて税抜表示です。

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

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。

表記の金額はすべて税抜表示です。

初夏を迎えるやんばるは、生物たちが活発になる時期で
す。暗闇を灯りひとつで散策し、夜にしか見られない生物
たちと出逢うアドベンチャーツアー。神秘的な雰囲気の
森に一歩足を踏み入れる瞬間、忘れられない冒険の始ま
りです。

夜の生き物探索ツアー

□実施日：毎日   
□出発時間：19：30
□所要時間：1 時間 30 分
□料金：大人￥3,000　小人￥1,500 

※低温日はツアー中止の場合がございます。

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”を存分に満喫でき
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

※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） 

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。

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 

シュノーケルツアー

安田漁港から船に乗り、地元海人と漁に出航。やんば
る東海岸の豊かな自然環境のなか行われる臨場感
たっぷりの定置網漁は、忘れられない思い出になり
ます。

□実施日：月曜〜金曜日
□出発時間：7：30  
□所要時間：約 2 時間  
□料金：4 歳以上￥2,315 
※安田漁港（オクマより車で 35 分）にて、現地集合、
現地解散です。

定置網漁体験ツアー

わんぱく教室

 奇数日午前開催   イカダで大冒険 “わくわく探検隊 ”
 偶数日午前開催   イカダで大冒険 “カクレクマノミ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

自然が先生！

実施日	 4/20、21、27、28、29、30
	 5/1～6、11、12、18、19、25、26

※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。

NEW

白砂のビーチに砂山が出現。ソリでサンドスキーや
お砂場セットなど、親子で砂あそびをお愉しみくだ
さい。

□実施日：毎日  
□場所：オクマビーチ内  
□料金：無料  
※小さなお子様のご利用には、十分ご注意ください。

OKUMA SAND MOUNTAINNEW

心地よい潮風を感じながら、エメラルドグリーンの
海上をクルージング。見渡す限り続く美しい海の風
景に魅せられるひとときを。

□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  

潮風クルージングNEW

20

ロケットでGo!



イベント情報イベント情報

ショップおすすめ情報ショップおすすめ情報

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

PRIVATE POOL
□営業時間　9：00〜18：00
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。

□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）

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）

GWスペシャルイベント

5月最初の3日間、出演者日替わりで島唄ライブを
行います。イベントの最後には会場全体でカチャー
シーを踊り、盛り上がります。

□開催日：5/1、2、3　　□時間：20：30 〜 21：00
□出演：5/1　えりちは
　　　  5/2　城間竜太
　　　  5/3　えりちは
□会場：マリンハウス
※会場は変更となる場合がございます。

新元号
カウントダウンイベント

「平成」から新元号へ。三線や琉球楽器を奏でる城
間竜太氏によるライブステージと打上花火で新た
な時代の始まりをお祝いします。

□開催日：4/30　　□時間：23：30 〜 24：05
□内容：城間竜太ライブ　23：30 〜
　　　  打　上　花　火　24：00 〜
□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。

沖縄県産木材をLet’s enjoy！
WOOD PLAYROOM

木のぬくもりを感じながら子供たちの成長と発達
を育む「木育」。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遊び、楽しいひ
とときをお過ごしください。

□期間：4/27 〜 5/5 まで
□時間：11：00 〜 20：00
□会場：キッズスペース
※写真はイメージです。

綿本来の吸水性と柔らかさ、肌触りの良い今治産
タオルにホテルロゴが入ったミニタオルです。4カ
ラー展開で、お土産にもおすすめです。

□発売日：4/1
□販売ショップ：ブーゲンビリア・プルメリア
□販売価格：￥620
□サイズ：250 × 250㎜

オリジナル
今治産ミニタオル販売

優しい肌触りと独特な風合いが特徴の泉州タオル
を使ったフェイスタオルです。シンプルで使いやす
いデザインのフェイスタオルです。

□発売日：4/1
□販売ショップ：ブーゲンビリア・プルメリア
□販売価格：￥500
□サイズ：340 × 870㎜

オリジナル
泉州フェイスタオル販売

表記の金額はすべて税抜表示です。

おすすめ！
オリジナル保冷バッグ

ビーチシーズンの必需品「保冷バッグ」。
500ml ペットボトルも入る使い勝手の良い保冷
バッグです。

□発売日：現在、販売中
□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㎜

えりちは 城間竜太

NEW NEW
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OKUMA BEACH

GARDEN VILLA
ガーデンヴィラ

GARDEN VILLA
ガーデンヴィラ

FRONT DESK
フロント

FRONT DESK
フロント

PALM COTTAGE
パームコテージ

PALM COTTAGE
パームコテージ

OKUMA ECO MUSEUM
オクマエコミュージアム

OKUMA ECO MUSEUM
オクマエコミュージアム

PARKING
駐車場

PARKING
駐車場

Tennis Court
テニスコート

Tennis Court
テニスコート

Okuma Felicia Church
オクマ・フェリシア教会

Okuma Felicia Church
オクマ・フェリシア教会

Miniature Golf
パターゴルフ

Miniature Golf
パターゴルフ

Beach Information Desk
ビーチインフォメーションデスク
Beach Information Desk
ビーチインフォメーションデスク

Marine House
マリンハウス

Marine House
マリンハウス

OKUMA MAP
OKUMA PRIVATE BEACH & RESORT 

RESTAURANT & BAR
レストラン＆バー

RESTAURANT & BAR　レストラン＆バー

FACILITY　施設

SHOP　ショップ

RELAXATION　リラクゼーション

TOILET
トイレ

BARRIER-FREE TOILET
多目的トイレ

COIN LAUNDRY
ランドリー

VENDING MACHINE
自動販売機

ICE MAKER
製氷機

OKUMA FELICIA CHURCH
オクマ・フェリシア教会

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

Food Reform

　「伝統と改革の融合」をテーマに、当ホテルの全シェフを集結しスタートした「食の改革」。
第 2 弾では、「レストラン ビーチサイド」と「ビーチカフェ オアシス」のメニューが新たに生まれ変わりました。
雄大なサンセットを眺めながらBBQが楽しめる「レストラン ビーチサイド」は、ミニビュッフェも付いた人気セットメニュー
を一新。4 種のセットメニューには、牛肉に加え紅豚アグーやロブスターが一緒に楽しめるなど、メニュー内容も大幅に変更。
骨付きカルビやBBQ感満載の串に刺さった牛肉に加え、ロブスターやオマール海老、焼きズワイガニが味わえるセットも出来ま
した。
　目の前に白砂ビーチの絶景が広がる「ビーチカフェ オアシス」は、パニーニやバーガー類以外にもココナッツチキンカレー
やベルギーワッフルなど、豊富な品揃えで皆さまをお迎えいたします。Okuma オリジナル猪豚入りバーガーは、地元国頭産の
猪豚を使ったオクマでしか味わえないおすすめの逸品。時間を掛け丁寧に下ごしらえを行った肉厚のパティに、チーズや新鮮
な野菜が入った盛りだくさんのハンバーガーは味もボリュームも満足の一品です。
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。

Okumaオリジナル猪豚入りバーガーの肉厚パティは、時間を掛け丁寧に下ごしらえを
行った猪豚を使用し、とてもジューシーで、ここでしか味わえない特別なハンバーガー。
ココナッツチキンカレーは、大きめのチキンとズッキーニなどの夏野菜も入った南国感
もたっぷり味わえる逸品です。ベルギーワッフルなどのスイーツ、カクテルやスパークリ
ングワインなどのアルコール類も豊富に取り揃えています。
天然白砂とエメラルドグリーンの海が広がるロケーション抜群のビーチカフェは、ランチ
だけではなく、スイーツやアルコールを堪能する寛ぎのティータイムにもおすすめです。
　　

食 の 改 革 　 第２弾

ビ ー チ カ フ ェ  オ ア シ ス

サンセットタイムから星が輝く夜空へ、移り変わる空の下BBQを楽しむレストラン。
新しい4種類のセットには、牛肉に加え紅豚アグーやチキン手羽先などの2種以上のお肉に、
ロブスターやズワイガニなどのシーフードも入り、ミニビュッフェも付いたお得なメニュー
です。なかでも美ら星セットは、串に刺さったアンガス牛ロースとリブロースに、とろける脂
身に旨味が詰まった赤身が特徴の紅豚アグー、ズワイガニとオマール海老も楽しめる盛り
だくさんのメニュー。ズワイガニは、焼きたての香ばしい香りをお愉しみいただけます。

レ ス ト ラ ン  ビ ー チ サ イ ド

Lunch time

Dinner time

◆営業時間：11：30～16：30（L.O.16：00）
◆メニュー・料金一例： 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 ￥900
 ベルギーワッフル&アイスクリーム ￥700
 ハニーマスタードチキン ￥450

◆営業時間：17：30～22：00（L.O.21：30）
◆メニュー・料金一例： 美ら星　￥9,000　　　美ら島　￥7,500　
 美ら海　￥6,000　　　美ら浜　￥5,000

Okuma オリジナル猪豚バーガー

美ら星

※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。


