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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



オクマで過ごすリゾートタイムをよりお愉しみいただける情報をご紹介いたします。

OKUMA’S NEWS
心に残る特別な時間を。心に残る特別な時間を。

サンゴランプ
サンゴの欠片、貝殻、ガラス玉などオク
マの海からの贈り物を組み合わせて作
る世界に一つだけのランプシェードです。
□実施日：毎日
□時間：11：00～17：00
□所要時間：約2時間
□料金：￥4,000～
※要予約（内線：2525）。

OKUMAオリジナル パインチョコグラッセ
ドライフルーツのパイナップルをパインチョコでコーティ
ングしたパインチョコグラッセ。お口いっぱいに広がる
南国の味をお愉しみください。
□販売ショップ：ブーゲンビリア
□販売価格：￥750
□内容量：100g

OKUMAオリジナル マンゴーちんすこう
沖縄の伝統菓子〝ちんすこう” と南国果実マンゴーのコ
ラボレーション。サクサクとした食感と爽やかなトロピ
カルフルーツの香りをお愉しみください。
□販売ショップ：ブーゲンビリア
□販売価格：￥1,000
□内容量：約200g（1袋2個入り×12袋）

サンゴ風鈴
サンゴの欠片が奏でる透き通った音
色に耳を傾けると、オクマのエメラル
ドグリーン海が目の前に広がります。
□実施日：毎日
□時間：11：00～17：00　
□所要時間：約1時間30分
□料金：￥2,000～
※要予約（内線：2525）。

クラブ潮風のご朝食
ビーチカフェ オアシス
□営業時間　7：00～10：30
　　　　　　　（L.O.10:00）

朝食会場
サーフサイド・カフェ
□営業時間　6：30～10：30
　　　　　　　（L.O.10:00）

オクマの象徴でもある戸建てタ
イプのお部屋『ガーデンヴィラ』
全36室がフルリノベーションし、
より快適でプライベート感溢れ
る空 間 に生まれ 変わりました 。
南国に暮らすような感覚でリゾー
トステイを満喫いただけます。

クリエイターズサーキット
オクマでは、月替わりでクリエイタ－
の作品が愉しめる「クリエイターズ
サーキット」を開催中。装飾から展示
方法まで、各クリエイタ－が空間をデ
ザインしたアート作品展です。

□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
□展示クリエイター： 10月　KEITA HEIANZA（ケイタ ヘイアンザ）
　　　　　　　　　 11月　HAYATO MACHIDA（ハヤト マチダ）
　　　　　　　　　 12月　Kota（コウタ）

上記以外にも、

皆さまに

お愉しみいただける

“耳寄りな情報”を

ご紹介します。

海から届く

“サンゴの欠片”を

使った、

新たなメニューが

登場しました。

大人気のOKUMAオリジナルグッズ。

今回は、オクマのロゴが

プリントされた

オリジナル巾着に入った

お菓子をご紹介‼

お土産はこれで決まり！

ガーデンヴィラが生まれ変わりました！

※メニュー・内容等は変更になる場合がございます。

朝食会場の混雑状況をご確認いただけるシステムを導入。

ご自身のスマートフォンでQRコードを読み込めば、現在の混雑状況がチェックできます！

混雑状況の目安

○
空いています

2割程度

△
やや混んでいます

7割程度

×
混んでいます

お待ち
いただきます

NEW！ No.1
人気



レストランレストラン

鉄板焼き

内線：2355

SURF SIDE CAFÉ
サーフサイド・カフェ

Adan
鉄板焼　阿檀

2020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。

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。

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

ビュッフェスタイル ランチ＆カフェタイム

内線：2321

窓の外に広がる草花が彩る南国ガーデンの風景の中で味わう、シェフ渾身の料理から
新鮮なフルーツなどの色鮮やかな料理の数々。小さなお子様から大人の方まで目で見
て、選んで、食べて楽しめるレストランです。

落ち着いた空間で味わう鉄板焼きダイニ
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。

沖縄各地の古酒泡盛と沖縄家庭料理を気
軽に楽しめる居酒屋です。

営業時間 / 朝　  6:30～10:30 （L.O.10:00）　　　
　　　　   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
ディナー 大人￥3,241 小人￥1,389
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

営業時間 / 17:30～21:30（L.O.21:00）
  

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
※完全予約制

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。
　　※毎週水曜日は定休日です。
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６皿セット（2名様におすすめ） ￥3,700

焼きあがったパンをご提供中!!焼きたての
香ばしいかおりと食感をご堪能ください。

焼きたてパンサービス 7：30 / 8：30Fresh 
Bakery

営業時間 / ランチ　12：00～14：30（L.O.14：00）
　　　　　カフェ　14：30～17：00（L.O.16：30）

和牛とあぐ～豚のハンバーグステーキ 茸ソース ￥2,800

シェフおすすめ本日のパスタ ￥2,000

島豚カツサンド ￥1,300

パンケーキ＆ホイップクリーム ￥900

クラブラウンジ

内線：2850

SHIOKAZE LOUNGE
潮風のラウンジ  

ガーデンヴィラ（ラウンジアクセス付）、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。

営業時間 /10：30～21：00
　◇リラックスタイム / 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

和　琉

内線：2331

Iju
和食処　いじゅ

コンセプトは「和琉」。沖縄県産の新鮮な食
材を用いた和食、琉球料理をご提供いたし
ます。

営業時間 / 18:00～21:30（L.O.21:00）
  

あぐー豚のしゃぶしゃぶ   ￥4,000 

琉 　 球 　 御 　 膳   ￥3,500 

牛 陶 板 焼 き 御 膳   ￥3,500 

あ ぐ ー 豚 の も つ 鍋   ￥2,500 

沖　　縄　　そ　　ば   ￥1,200 

サーフサイド・カフェのランチ＆カフェタイム
ハイビスカスやヤシの木が植わる南国ガーデン風景が広がるオクマのメインダイニング“サーフサイド・カフェ”。ステーキ
やお子様ランチなどの食事から、パティシエ特製の SPECIAL なデザートまで、豊富なメニューをご用意したランチタイム。
カフェタイムには、サンドイッチなどの軽食やアフタヌーンティーセットなど、スタイルに合わせて昼下がりのひとときを
満喫いただけます。 美味しい食事と美しい風景の中で、寛ぎのランチ＆カフェタイムをご堪能ください。

サーフサイド・カフェ
 《ランチ＆カフェタイム》

メニュー例

営業時間

◆ランチ

サーロインステーキ
ニンニク風味の和風茸ソース …………￥3,000
グリルサーモンのポワレ  ソースプロヴァンス風 …￥2,100
お子様ランチ …………………………￥1,750

ランチ　12：00～14：30（L.O.14：00）
カフェ　14：30～17：00（L.O.16：30）

◆カフェ

アフタヌーンティーセット
……………………… ￥2,500

ホットハムチーズサンド
……………………… ￥1,100

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。  

　※予約日前日から、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。

おすすめエコツアー＆フィールドスポーツおすすめエコツアー＆フィールドスポーツ

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

2020年10月1日現在の情報です。メニュー・内容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。

2020年10月1日現在の情報です。メニュー・内容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。

エコツアー＆フィールドスポーツのお問合せは、内線2525（9：00～20：00）で承ります。

海上を爽快に駆け抜けるロケットボートで沖合の
ポイントへ。サンゴ礁が広がる美しい海中の楽園
で熱帯魚と戯れるひとときを満喫。オクマの海を
存分に堪能できる大人気マリンアクティビティ。
□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

ロケットでGO！シュノーケルツアー

対象アクティビティに参加いただいたお客様限定の
レンタルメニュー。オクマの美しい海の世界をたくさ
ん撮影いただき、海中で過ごした思い出の瞬間を持
ち帰ることが出来るサービスです。
□実施日：毎日
□料金：￥3,000（8GB SD カード込）
□対象アクティビティ：
　体験ダイビング、マリンウォーカー、シュノーケリン

グツアー、ロケットで GO！シュノーケルツアー
※撮影した SD カードは、お持ち帰りいただけます。

防水デジタルカメラ レンタルサービス

オクマの沖合約1キロメートル、そこはサンゴの群生
が広がる海中の楽園。
美しい南国の海で、カラフルな熱帯魚と戯れてみま
せんか ?
□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
※対象年齢 6 歳以上。

シュノーケリングツアー

日中、太陽が燦燦と照らしていたグリーンは煌び
やかな灯りに包まれた“ナイトパターゴルフ”場へ。
アクティブに南国リゾートの夜をお過ごしくださ
い。
□実施日：毎日
□時間：日没～ 21:00（最終受付 20:00）
□料金：1 時間 ￥800（9 ホール 2 回）
□受付：オクマエコミュージアム

ナイトパターゴルフ

沖縄本島最大級のマングローブが形成される
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

マングローブカヤック探検

沖縄本島最大級の滝 “比地大滝” まで。やんばるの
森を熟知したオクマ認定ガイドとともに、吊り橋や
遊歩道を歩き、マイナスイオンに包まれるツアーで
す。
□実施日：毎日
□出発時間：9:00 / 13:30
□所要時間：3 時間
□料金：大人￥4,000　小人￥2,000
※往復約 3 キロメートルのトレッキングツアーです。

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。　

天然白砂のサンドマウンテンが今年も登場！頂上
からの絶景を眺めたり、ソリやお砂場セットを使
い、存分に砂遊びを満喫ください。
□実施日：毎日
□場所：桟橋（カランカランの鐘）横
□料金：無料
※お子様は、保護者の方同伴でご利用ください。
※小さいお子様から目を離さないようご注意ください。

OKUMAサンドマウンテン

雄大なサンセットと茜色に染まる空、その美しい瞬
間を独り占め。特別なシャンパンを片手に、大切な
方と心に刻まれるプレミアムなひとときをお過ごし
ください。
□実施日：10 月 31 日までの毎日
□出発時間：日没 1 時間前
□所要時間：1 時間
□料金：大人￥15,000　小人￥5,000
※当日 15 時までにご予約ください。
※大人 2 名様ご参加ごとに POMMERY ROYAL BLUE SKY1 本

と 2 名様分のアペタイザーをご提供しております。

プレミアム・サンセットシャンパンクルーズ

船底がガラス張りのボートでゆったりと南国の海を
遊覧。服を着たまま、サンゴ礁や熱帯魚が住む海中
の楽園をご覧いただけます。
□実施日：毎日
□出発時間：11:30 / 15:30
□所要時間：40 分
□料金：大人￥2,500　小人￥1,500

グラスボート遊覧
1日1組
   限定！



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。  

　※予約日前日から、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。

おすすめエコツアー＆フィールドスポーツおすすめエコツアー＆フィールドスポーツ

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

2020年10月1日現在の情報です。メニュー・内容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。

2020年10月1日現在の情報です。メニュー・内容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。

エコツアー＆フィールドスポーツのお問合せは、内線2525（9：00～20：00）で承ります。

海上を爽快に駆け抜けるロケットボートで沖合の
ポイントへ。サンゴ礁が広がる美しい海中の楽園
で熱帯魚と戯れるひとときを満喫。オクマの海を
存分に堪能できる大人気マリンアクティビティ。
□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

ロケットでGO！シュノーケルツアー

対象アクティビティに参加いただいたお客様限定の
レンタルメニュー。オクマの美しい海の世界をたくさ
ん撮影いただき、海中で過ごした思い出の瞬間を持
ち帰ることが出来るサービスです。
□実施日：毎日
□料金：￥3,000（8GB SD カード込）
□対象アクティビティ：
　体験ダイビング、マリンウォーカー、シュノーケリン

グツアー、ロケットで GO！シュノーケルツアー
※撮影した SD カードは、お持ち帰りいただけます。

防水デジタルカメラ レンタルサービス

オクマの沖合約1キロメートル、そこはサンゴの群生
が広がる海中の楽園。
美しい南国の海で、カラフルな熱帯魚と戯れてみま
せんか ?
□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
※対象年齢 6 歳以上。

シュノーケリングツアー

日中、太陽が燦燦と照らしていたグリーンは煌び
やかな灯りに包まれた“ナイトパターゴルフ”場へ。
アクティブに南国リゾートの夜をお過ごしくださ
い。
□実施日：毎日
□時間：日没～ 21:00（最終受付 20:00）
□料金：1 時間 ￥800（9 ホール 2 回）
□受付：オクマエコミュージアム

ナイトパターゴルフ

沖縄本島最大級のマングローブが形成される
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
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OKUMAサンドマウンテン
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プレミアム・サンセットシャンパンクルーズ
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遊覧。服を着たまま、サンゴ礁や熱帯魚が住む海中
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□料金：大人￥2,500　小人￥1,500

グラスボート遊覧
1日1組
   限定！

□営業時間　9:00～21:00
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　9:00～18:00
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。バスタオル、フェイスタオ
ル、シャンプー等、ご用意しております。

□営業時間　10:30～21:00
ガーデンヴィラ（ラウンジアクセス付）、
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
『クリエイターズサーキット』開催中！

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。

□営業時間　8:00～20:00
プールサイドの明るい室内にお子様が
遊べるスペースをご用意。お気軽にご
利用ください。（対象 0 歳～6 歳、入場
無料）

□営業時間　10 月 / 9:00 ～ 18:00
　　　　　     11 月～2 月 / クローズ
白砂のビーチに面したオクマが誇る 4 種
のプール。ビーチタオルもご用意してお
ります。

ブーゲンビリア

BOUGAINVILLEA
プルメリア

PLUMERIA
アロマセラピーサロン

AROMA THERAPY SALON
展望浴場　シーサイドサウナ

SEA SIDE SAUNA

潮風のラウンジ

SHIOKAZE LOUNGE
ロビーラウンジ

LOBBY LOUNGE
キッズルーム

KIDS ROOM
プライベートプール

PRIVATE　POOL

施設インフォメーション

□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（10月 9:00～18:00／11月 9:00～17:00）

□アロマセラピーサロン：内線2417（12:00～21:00）

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。

オクマの敷地内に咲き誇るハイビスカスがプリ
ントされたオリジナルトートバッグです。バスタ
オルやマリングッズを入れて、白砂のビーチへ。
□販売ショップ : ブーゲンビリア
　　　　　　　   プルメリア
□販売価格：￥2,800
□販売カラー：ホワイト、カーキ
□販売サイズ：470×340×160mm

沖縄の伝統的な紅型模様のポケットがついた T
シャツです。シンプルな色使いで、お揃いコーデ
もお愉しみいただけます。
□販売ショップ：プルメリア
□販売価格：￥2,900
□販売カラー：ホワイト、ブラック
□販売サイズ：XS/S/M/L/XL

手書き風のパイナップルが可愛いポケット T シャ
ツです。胸に忍ばせたパイナップルと一緒に、南国
リゾートを満喫ください。
□販売ショップ：プルメリア
□販売価格：￥2,700
□販売カラー：サックスブルー、グレー
□販売サイズ：大人 S/M/L/XL
　　　　　　　キッズ 100/120/140

リゾート感たっぷりのオリジナルバッグ 沖縄伝統の紅型を胸に パイナップルが可愛いアクセント！

オクマオリジナルトートバッグ オクマオリジナル紅型ポケットTシャツ オクマオリジナルパイナップルポケットTシャツ

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

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。

※お連れの方も含め、体調のすぐれない方がいらっしゃる場合は、ご利用をお断りさせていただきます。

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

首、肩、背中をじっくりと経絡リンパドレナージュし
た後は、男女ともに人気の高い温めたオイルを使用
したヘッドスパ。全身から、頭の芯までじっくりと癒
していきます。
■ 経絡リンパドレナージュ（脚・背中・デコルテ・首）
■ ヘッドスパ（頭）
■ シャワー

気になる首、肩まわりを経絡リンパドレナージュと
足ツボ刺激ですっきりと。お顔は日焼けしたお肌に
もやさしいアロエパックで仕上げる癒しのコース
です。
■ 経絡リンパドレナージュ（背中・デコルテ・首・頭）
■リフレクソロジー（膝周り～足裏）
■フェイシャル（オイルトリートメント・アロエパック付）

「究極のすっきり感」と「極上のリラックス」を。 <DETOX/デトックスコース> <RELAX/リラックスコース>

表記の金額はすべて税抜表示です。
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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


