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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。さらにご堪能いただける情報をご紹介します。

OKUMA’S NEWS
花薫る風に包まれて。花薫る風に包まれて。

急に気になること、気軽に聞きたいことなど、
人工知能がお答えします。
チャット形式で、24時間いつでも、簡単に質
問でき、すぐに回答が届きます。
滞在中どこにいても、すぐに答えてくれるコン
シェルジュです。

クリエイターズサーキット
月替わりでクリエイターの作品が愉しめる「クリエイ
ターズサーキット」を開催中。
□実施日：3/31まで
□実施場所：ロビーラウンジ内 フローリングスペース
□時間：6：00～23：00　　
□料金：無料
□スケジュール：年始　KOOTA（コウタ）
 １/11~　Litterati JAPAN（リテラーティ ジャパン）
 ２月　Hisada Yuya（ヒサダ ユウヤ）
 ３月　Ryoji ＆ Masanari（リョウジ＆マサナリ）

やんばるアートフェスティバル 2020-2021
今年で4年目を迎えるやんばる地域で展開するアート
イベント。期間中は、迫力満点のアート作品を間近で
ご覧いただけます。
□実施日：１/23～２/21まで
□実施場所：フロントロータリー芝生エリア
□料金：無料
※写真は、やんばるアートフェスティバル 2019-2020展示作品。

“淀川テクニック”氏の「やんばるオオゴミウオ（オクマバー
ジョン）」です。

南国リゾートを

華やかに彩る“イベント”が開催中。

OKUMA を彩る

※メニュー・内容等は変更になる場合がございます。
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January

もとぶ八重岳桜まつり ◉期間：1/16～1/31 ◉場所：八重岳桜の森公園

オクマイルミネーション◉期間：1/1～3/31 ◉点灯時間：日没から夜明け

東村つつじ祭り　◉期間：3/1～3/21　◉場所:東村村民の森つつじ園

イベントカレンダー2021 

もとぶ八重岳桜まつり

オクマイルミネーション

やんばるアートフェスティバル

クリエイターズサーキット（1/11～ : Litterati JAPAN）

美ら海花まつり
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 F
ebruary

オクマイルミネーション

美ら海花まつり

St. Valentine's Day
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3 M
arch

White Day
オクマかりゆし海開き

東村つつじ祭り

クリエイターズサーキット（2月 : Hisada Yuya）

オクマイルミネーション

クリエイターズサーキット（3月 : Ryoji ＆ Masanari）

rt

やんばるアートフェスティバルrt

美ら海花まつり　◉期間：1/23～2/28　◉場所：海洋博公園

あなたの質問に、
24時間いつでもお答えします！

例えばこのようなご質問にお答えします！

周辺のおすすめ
観光スポットは？

チェックアウト時間
延長できる？

携帯の
充電器はある？

クリエイターズサーキット（年始:KOOTA）



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

2021年1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
新春ディナー（1/1～1/3） 大人￥4,091 小人￥2,046

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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

焼きたての香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 

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）

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

クラブラウンジ
潮風のラウンジ
□営業時間
　10：30～ 21：00

△
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

QRコードで混雑回避！

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＆体験メニューおすすめエコツアー＆体験メニュー

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

2021年1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。

2021年1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＆体験メニューのお問合せは、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

出産、子育てのために沖縄にやってくるクジラに会いに行く
大迫力のツアー。心に残る感動の体験をお愉しみください。
□実施日：1/8 ～ 4/4
□出発時間：8:30 / 13:30
□所要時間：4 時間
　（乗船前説明 + 沖合ポイント移動＆ウォッチング）
□料金：大人￥5,455　小人￥4,546
※対象年齢 5 歳以上。
※本部町渡久地港（オクマより車で約 1 時間）にて現地集合・

現地解散です。
※ご予約は前日の 17 時までにお申し込みください。

ホエールウォッチング

カンヒザクラやツバキ、ツツジ、など花咲くこの季節
にオススメのツアーです。訪れる小鳥たちと手つか
ずのやんばるの大自然を肌で感じることが出来るツ
アーです。
□実施日：毎日
□出発時間：9：00
□所要時間：1 時間 30 分
□料金：大人￥3,000　小人￥1,500

やんばるの森探検ツアー

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

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（最終受付 15:00）
□所要時間：2 時間
□料金：￥4,000 ～
※要事前予約。

サンゴランプ

サンゴの欠片や貝殻を用いて作る南国ならではの
風鈴。風鈴が奏でる澄んだ音色に耳を傾けると、エ
メラルドグリーンの海が目の前に広がります。
□実施日：毎日
□時間：11:00 ～ 17:00（最終受付 15:00）
□所要時間：1 時間 30 分
□料金：￥2,000 ～
※要事前予約。

サンゴ風鈴

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。　

手作り
工房

手作り
工房



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＆体験メニューおすすめエコツアー＆体験メニュー

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

2021年1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。

2021年1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＆体験メニューのお問合せは、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

出産、子育てのために沖縄にやってくるクジラに会いに行く
大迫力のツアー。心に残る感動の体験をお愉しみください。
□実施日：1/8 ～ 4/4
□出発時間：8:30 / 13:30
□所要時間：4 時間
　（乗船前説明 + 沖合ポイント移動＆ウォッチング）
□料金：大人￥5,455　小人￥4,546
※対象年齢 5 歳以上。
※本部町渡久地港（オクマより車で約 1 時間）にて現地集合・

現地解散です。
※ご予約は前日の 17 時までにお申し込みください。

ホエールウォッチング

カンヒザクラやツバキ、ツツジ、など花咲くこの季節
にオススメのツアーです。訪れる小鳥たちと手つか
ずのやんばるの大自然を肌で感じることが出来るツ
アーです。
□実施日：毎日
□出発時間：9：00
□所要時間：1 時間 30 分
□料金：大人￥3,000　小人￥1,500

やんばるの森探検ツアー

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

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（最終受付 15:00）
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※要事前予約。
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サンゴ風鈴
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□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。
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※エコツアーは、前日 20 時までにお申し込みください。　

手作り
工房

手作り
工房

□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　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、手作り工房の受付を行っ
ています。お気軽にお立ち寄りください。

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
オクマエコミュージアム

OKUMA ECO MUSEUM

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（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。

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（約 W80×D50×H100 ㎜）

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。お口いっぱいに広がる爽や
かなトロピカルフルーツの香りと味をお愉しみく
ださい。
□販売ショップ：ブーゲンビリア
□販売価格：￥1,000
□内容量：約 200ｇ（1 袋 2 個入り ×12 袋）

ヤンバルクイナや南国の花がデザインされたオ
クマオリジナルのエコバッグ。コンパクトに折り
畳め、水に強いナイロン製のエコバッグは、ビー
チからショッピングまで、多彩なシーンで活躍す
ること間違いなし。
□販売ショップ：ブーゲンビリア、プルメリア
□販売価格：￥800
□販売カラー：ネイビー
□サイズ：W330×H380 ㎜（持ち手除く）

人気NO.1！大人気のオリジナル菓子ちんすこう×マンゴーの新たな沖縄土産皆さまのリクエストにお応えし、ついに登場!!

OKUMAオリジナル パインチョコグラッセOKUMAオリジナル マンゴーちんすこうOKUMAオリジナル エコバッグ

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は事前にご相談ください。

人気メニューを組み合わせたこの季節限定のセッ
トコースをご用意しました。フローラルな香りに
包まれながら、心と体に癒しの時間をお過ごしく
ださい。
□ 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

背中を経絡リンパドレナージュでお疲れの箇所を
しっかりケアし、フェイシャルトリートメントでは、
アロエとハイビスカスのパック、フローラルオイル
でお肌と共に心身のバランスを整えます。
■ 経絡リンパドレナージュ（背中・デコルテ・首・頭）
■フェイシャル
　（オイルトリートメント・アロエとハイビスカスのパック付）

「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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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


