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OKUMA MAP
OKUMA PRIVATE BEACH & RESORT 

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
AROMATHERAPY SALON アロマセラピーサロン

SEASIDE SAUNA　シーサイドサウナ

HIBISCUS HALL ハイビスカスホール POOL プール

KIDS ROOM キッズルーム MARINE HOUSEマリンハウス

SUNSET HALL サンセットホール RENTAL BICYCLE レンタサイクル

OKUMA RECREATION BASE オクマ レクリエーションベース

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！

お友だち

募集中！

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

※メインコテージ、グランドコテージには、
　各棟に設置しております。



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
心に刻まれるリゾートのひとときを。心に刻まれるリゾートのひとときを。

やんばる“やちむん”作り体験
やんばるの土を使った粘土は、柔らかく
て切れやすく、とても繊細です。その分
焼き上がりは、やさしい風合いで、とて
も魅力的な”やちむん”になります。やん
ばるの土に触れ、心安らぐ陶芸体験を
お愉しみください。
□実施日：毎週　土、日曜日
□受付時間：10:00 / 16:00 / 18:00
□受付場所：オクマ レクリエーションベース

ロクロ体験
実際にロクロを回し、やちむん作りを体
験。陶芸家のサポートを受けながら、自
分好みの器ができるまで何度でもやり直
せます。できた器は、後日オクマの海をイ
メージし独自にブレンドした”オクマブ
ルー”の釉薬（ゆうやく）で色付けし、世界
に1つだけの”やちむん”が出来上がります。
□所要時間：2時間
□料金：￥6,000～
※対象年齢10歳以上。

珊瑚のお皿作り
珊瑚の欠片や貝殻を使い、器に模様を
つけていきます。会話を楽しみながら、
土に触っていると心が癒されます。お子
様から大人まで気軽に“やちむん”作りが
できるメニューです。
□所要時間：1時間30分
□料金：￥4,800～

やんばるアートフェスティバル2021-2022
今年で5年目を迎えるやんばる地域最大の
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：2021年12月18日～2022年1月16日
□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。

クリエイターズサーキット～2ndシーズン～
県内で活躍するクリエイターが様々なスタ
イルで表現し、独自のアート空間を創り出
す。毎月変わるクリエイターの作品展をお
愉しみください。
□実施日：毎日
□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
□クリエイター：12月/TETSUWAN BROS.64
　　　　　　　　　　　  （テツワンブラザーズ64）

OKUMAウォールアート
『世界自然遺産“やんばるの森”とオクマの海、

そこに生息する動植物』をテーマにしたウォー
ルアートが誕生しました。色鮮やかで青空に映
え、フォトポイントとしてもおすすめです。
□場所：マリンハウス（エコツアーインフォメーションデスク側）
□料金：無料
□テーマ：世界自然遺産“やんばるの森”と
　　　　   オクマの海、そこに生息する動植物
□作者：fingerpainter Yukako（フィンガーペインターユカコ）

沖縄の自然を用いた
釉薬（ゆうやく）や土で、
やん ばるの 植 物・海
の珊瑚をイメージした
器などを制 作してい
る現役の陶芸家 。国
頭村宇嘉の古民家に
て工 房を 経営し 、爽
やかな笑 顔と優しい
口調でレクチャーして
くれる気さくな方です。

プロフィール
1991年　神奈川県出身
2014年　東京藝術大学 彫刻科 卒業
2016年　東京藝術大学大学院 陶彫研究室

卒業
2017年　沖縄に移住、読谷山焼北窯與那

原工房に弟子入り
2019年　第47回北海道陶芸展 新人賞獲得
2021年　「陶工房木果（トウコウボウモッカ）」

を経営。作品制作と体験を行い
“やちむん”の魅力を発信し続け
ている。

アートと融合した

南国リゾート「オクマ」の

魅力を存分に

お愉しみください。

陶芸家のレクチャーを受け、オリジナルの“やちむん（焼き物）”をつくりましょう。

南国リゾートで過ごす思い出の時間を、

　　さらに彩る催しをご用意しました。

※メニュー・内容等は変更になる場合がございます。

OKUMAクリスマス装飾
オクマを取り巻く自然をテーマに創作し
た3本のクリスマスツリーがフロントロ
ビーを彩ります。各レストランやショップに
は、それぞれの店舗をイメージしたクリス
マスツリーが皆さまをお迎えいたします。
□実施日：2021年12月25日まで
□場所：フロント、各レストラン、ショップなど

OKUMAイルミネーション
オレンジの夕陽が白砂のビーチに沈
む頃 、フロントロータリーを中心に、
自然と調和した温かな灯りがオクマ
を包み込みます。
□実施日：毎日
□点灯時間：日没から夜明け

新春イベント
新しい年の始まりは、沖縄の伝統芸能
でスタート。新春のひとときをイベント
とともにお過ごしください。
□実施日：2022年1月1日
□時間：10：00～10：45　予定
□会場：マリンハウス
□内容：琉球舞踊、エイサー、獅子舞 など

年末カウントダウンLIVE
新しい年の始まりを祝うカウントダウン
イベントを開催。LIVE＆打上花火ととも
に、年末のひとときをお愉しみください。
□実施日：2021年12月31日
□時間：23：30～24：05
□会場：オクマビーチ 潮風ラウンジ前芝生エリア
□内容：LIVE（金城しおり＆前田秀幸）、打上花火

陶芸家：若菜 馨
ワカナ ケイ

やんばるの土で作る

OKUMAを彩る　
南国リゾートで過ごす年末年始。

　イベントとともに新しい年の

　　はじまりをお祝いしましょう。

OKUMAの年末年始は

※イベントは内容等、変更・中止となる場合がございます。

※内容等につきましては、
　変更・中止となる場合が
　ございます。

※前日20：00までにご予約ください（内線2523）。
※作品は後日、着払いにて郵送いたします。
※乾燥、窯焼き等の工程を経るため、郵送まで1ヵ月前後お時間をいただきます。

教えてくれる陶芸家はコチラ！



レストランレストラン 2021年12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総額表示です。

※営業時間や営業形態が変更になる場合がございます。

リゾートで味わうプレミアムディナー 旨みの多さと柔らかな肉質、和牛の中でも味の評価が高く人気の黒毛和牛。
その中でも最高評価“A5ランク”の黒毛和牛を使用した期間限定メニューを存分にご堪能ください。

「黒毛和牛A5ランク」250ｇステーキディナー

鉄板焼  阿檀

■レストラン：鉄板焼 阿檀　　■営業時間：17：30 ～ 21：30（L.O.21：00）　
■メニュー内容：うちな～前菜、焼き野菜、黒毛和牛A5 ランク フィレ 250ｇ、
　御飯・味噌椀・香の物
　※完全予約制のため、前日の 17 時までにご予約ください。

柔らかく上品な
味わいの「黒毛

和牛 A 5ランク」
フィレ肉を丁寧に焼き上げ
ます。

「黒毛和牛A5ランク」陶板焼き
■レストラン：和食処 いじゅ　　■営業時間：18：00 ～ 21：30（L.O.21：00）　
■メニュー内容：本日のおばんざい、焼き野菜、黒毛和牛A5 ランク フィレ 150ｇ、
　3 種のタレ（梅ダレ・BBQ ソース・A1 ソース）、生野菜、御飯・味噌汁・香の物
　※1 日 10 食限定のため、事前のご予約をおすすめいたします。

1日10食限定、
「黒毛和牛A5ラ
ンク」フィレ肉を使

用した陶板焼きメニュー。

　￥12,000 　￥7,000

和食処  いじゅ

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

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、事前のご予約をおすすめいたします。

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￥2,500 小人￥1,300
デ ィ ナ ー  大人￥3,600 小人￥1,600
年末年始（12/31～翌年1/3） 大人￥4,500 小人￥2,250

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

営業時間 / 17:30～21:30（L.O.21:00） 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 ￥550～ 
お得な６皿セット（2名様におすすめ） ￥3,980
小 皿 料 理 一 品 ￥720均一  
ア ー サ の お 茶 漬 け ￥680  

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

和牛とあぐー豚のハンバーグステーキ 茸ソース ￥3,100
シェフお勧め本日のパスタ ￥2,200
※上記２メニューには、スープ・サラダ・ライスorパン・
　コーヒーor紅茶が付きます。

島豚カツサンド（スープ付き） ￥1,400
本日のパティシエお勧めスペシャルデザート ￥1,400

和　琉

内線：2331

バーベキュー

内線：2351

RESTAURANT BEACH SIDE 
レストラン　ビーチサイド

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。

　営業時間 / 17:30～21:30（L.O. 21:00）
　※営業期間 / 12月31日～翌年1月3日まで

美ら星 ￥9,900
美ら島 ￥8,500

美ら海 ￥6,600
美ら浜 ￥5,500

※セットメニューはミニビュッフェ付きです。

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（２名様より） ￥9,000～ 
寿 司 御 膳 ￥5,500 
琉 球 御 膳 ￥4,000 
沖 縄 そ ば ￥1,350 

年末年始特別オープン！

「黒毛和牛A5ランク」陶板焼き ￥7,000

1日10食限定

「黒毛和牛A5ランク」250gステーキディナー　￥12,000
期間限定

※完全予約制（前日17時まで）

阿　檀 （あだん）  ￥19,000
芭　蕉 （ばしょう）   ￥14,500
お 子 様 セ ッ ト   ￥3,200

おすすめエコツアーおすすめエコツアー 2021年12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総額表示です。

  エコツアー＆体験メニューのご予約・お問合せは、内線2523（9：00～20：00）で承ります。

※エコツアーは一部メニューを除き、前日20時までにお申し込みください。　

自転車で向かうのは、世界自然遺産に
登録された”やんばる”の森。ここでしか
出会えない珍しい動植物を探して探検
開始！全身で自然を感じ、自然を学ぶ、
森のわんぱく体験へ出かけましょう。
□実施日：QR コードでご確認ください
□出発時間：13：00　□所要時間：3時間
□料金：小人￥5,500　保護者付添￥3,300
※対象年齢 5歳以上
※ごきょうだいで参加の場合、
　お子様2人目からは
　「500円割引」いたします。

森のわんぱく教室キッズメニュー

  

　

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。 詳細はお部屋のアクティビティパンフレットをご覧ください。

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12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総額表示です。

海中の思い出を持ち帰ることができるレンタル
メニュー。美しい海の世界を満喫し、素敵な思
い出をたくさん撮影ください。
□実施日：毎日
□料金：￥3,300　
□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。

海上を颯爽と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
中では、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￥3,300　小人￥2,200

防水デジタルカメラ レンタルサービスシュノーケルツアーロケットでGO！

自分のペースで優雅に海上をクルージング。気
軽にエメラルドグリーンの海を回遊できるマリ
ンアクティビティは、ご家族やワンちゃんと一
緒に楽しめます。海上でしか味わうことのでき
ない爽快感や開放感を存分に満喫ください。
□実施日：毎日　　□レンタル時間：30 分
□料金：1 艇　￥3,000
※定員 大人2名（後ろの席に、子供2名様まで乗船可能）。
※ワンちゃん利用可。

ペダルボート 8GB
SDカード込

自然豊かな“やんばる”の夜空には、都
会では見ることができない満天の星
が輝きます。流れ星に願いをこめ、ロ
マンティックな星空に魅了されるひ
とときを。
□実施日：毎日
□出発時間：19：00
□所要時間：1 時間 30 分
□料金：大人 ￥4,400
　　　　小人 ￥3,300
※当日17 時までお申し込みいただけます。

鳥たちの声が聴こえる自然の中で、
珍しい生き物たちとの出会いを満喫。
お子様から大人の方まで、知識豊富
なガイドとともに “やんばる” の大自
然を体感できるメニューです。
□実施日：毎日
□出発時間：9：00
□所要時間：1 時間 30 分
□料金：大人￥4,400
　　　　小人￥3,300

遊歩道や吊り橋を進み、約 26 メート
ルの落差を誇る沖縄本島最大の滝へ。
やんばるの自然を熟知したガイドと
ともに “やんばる” の秘境へ出かけま
しょう。
□実施日：毎日
□出発時間：9:00/13:30
□所要時間：3 時間
□料金：大人 ￥5,500
　　　　小人 ￥3,300
※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 やんばる星空ツアーやんばるの森探検ツアー

ワンちゃん
利用OK

世界自然遺産 “やんばるの森”とは ?
オクマが位置する沖縄本島北部地域。「山々が連なり、森が広がる地域」を意味する“やんばる（山原）”と
称されるこのエリアは、多様な自然環境を有する、まさに亜熱帯のジャングルです。
上から見るとまるでブロッコリーのような形状をしたイタジイの木が森のおよそ 70％を占め、森の中には
1 億年前から生息する巨大なシダ植物ヒカゲヘゴなど多種多様な植物が茂っています。またその豊かな
緑が育む森には、ヤンバルクイナやノグチゲラといった固有種や希少な生物が多数生息しています。世界
中の同緯度地域にこれだけ多種多様な動植物が生息するエリアは珍しく、”やんばるの森”は、その存在自
体が価値のある「奇跡の森」とも呼ばれています。
世界的にも貴重な「奇跡の森」に足を踏み入れば、希少な動植物との出会いが皆さまを待ち受けています。

2021年7月26日に「沖縄本島北部（やんばる）、西表島、奄美大島、徳之島」は、世界自然
遺産に登録されました。このエリアは、赤道に近い熱帯と日本列島の大部分が属する温
帯の動植物が入り交じり、独自の生態系を形成する貴重なエリアです。ヤンバルクイナ
やイリオモテヤマネコなど、それぞれの島でしか見ることが出来ない固有種なども多く
生息する世界的にも珍しく、個性豊かで魅力的な自然が広がっています。

2021年7月26日に「沖縄本島北部（やんばる）、西表島、奄美大島、徳之島」は、世界自然
遺産に登録されました。このエリアは、赤道に近い熱帯と日本列島の大部分が属する温
帯の動植物が入り交じり、独自の生態系を形成する貴重なエリアです。ヤンバルクイナ
やイリオモテヤマネコなど、それぞれの島でしか見ることが出来ない固有種なども多く
生息する世界的にも珍しく、個性豊かで魅力的な自然が広がっています。

亜熱帯のジャングル“やんばるの森”、世界自然遺産へ亜熱帯のジャングル“やんばるの森”、世界自然遺産へ

レア度：★★★★★
やんばるの固有種で、日本
唯一の飛べない鳥です。夜
間は身を守るため樹上で寝
ています。赤いくちばしと
足が特徴です。
■全長：約35㎝　

レア度：★★★★☆
やんばる固有種のキツツ
キで、イタジイなどの木に
穴を掘って巣をつくりま
す。
■全長：約31㎝　

ヒカゲヘゴ

レア度：★★☆☆☆
約1億年前から生息する日
本最大のシダ植物。大きい
ものでは高さ10メートル
程にもなります。
■全長：約2～10m

イタジイ

レア度：★☆☆☆☆
やんばるの森の約70％を占
めるブナ科の植物。秋に実る
ドングリの実は、やんばるの
生き物たちの大事な食料です。
■全長：約15～20ｍ

ヤンバルクイナ
“やんばるの森”に生息する動植物

ノグチゲラ



おすすめエコツアーおすすめエコツアー 2021年12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総額表示です。

  エコツアー＆体験メニューのご予約・お問合せは、内線2523（9：00～20：00）で承ります。

※エコツアーは一部メニューを除き、前日20時までにお申し込みください。　

自転車で向かうのは、世界自然遺産に
登録された”やんばる”の森。ここでしか
出会えない珍しい動植物を探して探検
開始！全身で自然を感じ、自然を学ぶ、
森のわんぱく体験へ出かけましょう。
□実施日：QR コードでご確認ください
□出発時間：13：00　□所要時間：3時間
□料金：小人￥5,500　保護者付添￥3,300
※対象年齢 5歳以上
※ごきょうだいで参加の場合、
　お子様2人目からは
　「500円割引」いたします。

森のわんぱく教室キッズメニュー

  

　

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。 詳細はお部屋のアクティビティパンフレットをご覧ください。

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12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総額表示です。

海中の思い出を持ち帰ることができるレンタル
メニュー。美しい海の世界を満喫し、素敵な思
い出をたくさん撮影ください。
□実施日：毎日
□料金：￥3,300　
□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。

海上を颯爽と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
中では、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￥3,300　小人￥2,200

防水デジタルカメラ レンタルサービスシュノーケルツアーロケットでGO！

自分のペースで優雅に海上をクルージング。気
軽にエメラルドグリーンの海を回遊できるマリ
ンアクティビティは、ご家族やワンちゃんと一
緒に楽しめます。海上でしか味わうことのでき
ない爽快感や開放感を存分に満喫ください。
□実施日：毎日　　□レンタル時間：30 分
□料金：1 艇　￥3,000
※定員 大人2名（後ろの席に、子供2名様まで乗船可能）。
※ワンちゃん利用可。

ペダルボート 8GB
SDカード込

自然豊かな“やんばる”の夜空には、都
会では見ることができない満天の星
が輝きます。流れ星に願いをこめ、ロ
マンティックな星空に魅了されるひ
とときを。
□実施日：毎日
□出発時間：19：00
□所要時間：1 時間 30 分
□料金：大人 ￥4,400
　　　　小人 ￥3,300
※当日17 時までお申し込みいただけます。

鳥たちの声が聴こえる自然の中で、
珍しい生き物たちとの出会いを満喫。
お子様から大人の方まで、知識豊富
なガイドとともに “やんばる” の大自
然を体感できるメニューです。
□実施日：毎日
□出発時間：9：00
□所要時間：1 時間 30 分
□料金：大人￥4,400
　　　　小人￥3,300

遊歩道や吊り橋を進み、約 26 メート
ルの落差を誇る沖縄本島最大の滝へ。
やんばるの自然を熟知したガイドと
ともに “やんばる” の秘境へ出かけま
しょう。
□実施日：毎日
□出発時間：9:00/13:30
□所要時間：3 時間
□料金：大人 ￥5,500
　　　　小人 ￥3,300
※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 やんばる星空ツアーやんばるの森探検ツアー

ワンちゃん
利用OK

世界自然遺産 “やんばるの森”とは ?
オクマが位置する沖縄本島北部地域。「山々が連なり、森が広がる地域」を意味する“やんばる（山原）”と
称されるこのエリアは、多様な自然環境を有する、まさに亜熱帯のジャングルです。
上から見るとまるでブロッコリーのような形状をしたイタジイの木が森のおよそ 70％を占め、森の中には
1 億年前から生息する巨大なシダ植物ヒカゲヘゴなど多種多様な植物が茂っています。またその豊かな
緑が育む森には、ヤンバルクイナやノグチゲラといった固有種や希少な生物が多数生息しています。世界
中の同緯度地域にこれだけ多種多様な動植物が生息するエリアは珍しく、”やんばるの森”は、その存在自
体が価値のある「奇跡の森」とも呼ばれています。
世界的にも貴重な「奇跡の森」に足を踏み入れば、希少な動植物との出会いが皆さまを待ち受けています。

2021年7月26日に「沖縄本島北部（やんばる）、西表島、奄美大島、徳之島」は、世界自然
遺産に登録されました。このエリアは、赤道に近い熱帯と日本列島の大部分が属する温
帯の動植物が入り交じり、独自の生態系を形成する貴重なエリアです。ヤンバルクイナ
やイリオモテヤマネコなど、それぞれの島でしか見ることが出来ない固有種なども多く
生息する世界的にも珍しく、個性豊かで魅力的な自然が広がっています。

2021年7月26日に「沖縄本島北部（やんばる）、西表島、奄美大島、徳之島」は、世界自然
遺産に登録されました。このエリアは、赤道に近い熱帯と日本列島の大部分が属する温
帯の動植物が入り交じり、独自の生態系を形成する貴重なエリアです。ヤンバルクイナ
やイリオモテヤマネコなど、それぞれの島でしか見ることが出来ない固有種なども多く
生息する世界的にも珍しく、個性豊かで魅力的な自然が広がっています。

亜熱帯のジャングル“やんばるの森”、世界自然遺産へ亜熱帯のジャングル“やんばるの森”、世界自然遺産へ

レア度：★★★★★
やんばるの固有種で、日本
唯一の飛べない鳥です。夜
間は身を守るため樹上で寝
ています。赤いくちばしと
足が特徴です。
■全長：約35㎝　

レア度：★★★★☆
やんばる固有種のキツツ
キで、イタジイなどの木に
穴を掘って巣をつくりま
す。
■全長：約31㎝　

ヒカゲヘゴ

レア度：★★☆☆☆
約1億年前から生息する日
本最大のシダ植物。大きい
ものでは高さ10メートル
程にもなります。
■全長：約2～10m

イタジイ

レア度：★☆☆☆☆
やんばるの森の約70％を占
めるブナ科の植物。秋に実る
ドングリの実は、やんばるの
生き物たちの大事な食料です。
■全長：約15～20ｍ

ヤンバルクイナ
“やんばるの森”に生息する動植物

ノグチゲラ

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（13：00～21：00）で承ります。※毎週火曜日は、定休日です。

季節限定のセットメニューをご用意いたしました。
オールハンドによるアロマトリートメントで至福
のひとときをお過ごしください。
□時間：1時間30分
□料金：￥16,500

「究極の癒し」と「極上のリラックス」を。

アロマのブレンドオイルを使用した経絡リンパドレ
ナージュで日常のお疲れを癒します。さらにヘッド
スパで、温めたオイルを使用し頭部のお疲れをじっ
くり緩め、日差しを浴びた髪にはハイビスカスのト
リートメントパックで、潤いを与えます。
■ アロマ経絡リンパドレナージュ（背中・脚背面・デコルテ）
■ ヘッドスパ（シャワー付き）

<DETOX/デトックスコース>

背中に潤いを与えながら、スクラブで古い角質を優しく取り
除きます。スクラブ後はオイルで潤いを届けながら、経絡リ
ンパドレナージュでお身体の滞りや疲れを癒します。最後は
ドライヘッドで頭皮の血行を促し健やかな状態へ導きます。
■ 背中スクラブ
■アロマ経絡リンパドレナージュ（背中・脚背面・ハンド・デコルテ）
■ドライヘッド

<REVIVE/リバイブコース>

表記の金額はすべて総額表示です。

□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
揃えております。

□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　14:00～22:00（最終受付 21:00）
　　　　　　※毎週火曜日は、定休日
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　10:00～23:00（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
白砂のビーチとエメラルドグリーン
の海に寄り添う、グランドコテージ、
ラウンジアクセス付きガーデンヴィ
ラ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）

レンタサイクルやインドアスポーツ（体育
館）、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 レクリエーションベース

OKUMA RECREATION BASE

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）

□エ コ ツ ア ー ＆ 体 験 メ ニ ュ ー ：内線2523（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（13:00～21:00）

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。

ヤシの木やパラソル、“幸せの鐘カランカラン”がデザ
インされたオリジナルマスク。オクマのロゴが入った
シンプルなデザインもご用意しました。オクマのマス
クをつけて、リゾート気分を満喫してください。
□販売ショップ：ブーゲンビリア、
 プルメリア
□販 売 価 格：1 枚￥1,300
□販売サイズ：Ｍ/ H135×W220、ヒモの長さ 220 ㎜
  Ｌ/ H145×W220、ヒモの長さ 220 ㎜

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。南国
の味がお口いっぱいに広がる、大人気商品です。
□販売ショップ：ブーゲンビリア
□販売価格：￥810
□内容量：約 100ｇ

“やんばるの森”の世界自然遺産登録を記念し、オクマの位置
する国頭村のメイン商店街「辺土名大通り会」のオリジナル
記念グッズを販売。限定ラベルの泡盛やマドラー、やんばる
の生き物がデザインされたクリアファイルなど多彩なアイテム
は、沖縄本島北部だけのローカルでプレミアムなグッズです。
□販売ショップ : ブーゲンビリア
□販売価格：￥230～
□内容：泡盛30度（720,320ml）、20度（720ml）、泡盛
　マドラー、コースター、マスクケース、クリアファイル

OKUMAオリジナルマスク OKUMAオリジナルパインチョコグラッセ 世界自然遺産プレミアムグッズ新アイテム新アイテム

※この他にも多彩なメニューをご用意しております。詳細は、フロントロビーにございますグランドメニューまたはQRコードをご覧ください。
※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。

□営業時間　9:00 ～ 20:00



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（13：00～21：00）で承ります。※毎週火曜日は、定休日です。

季節限定のセットメニューをご用意いたしました。
オールハンドによるアロマトリートメントで至福
のひとときをお過ごしください。
□時間：1時間30分
□料金：￥16,500

「究極の癒し」と「極上のリラックス」を。

アロマのブレンドオイルを使用した経絡リンパドレ
ナージュで日常のお疲れを癒します。さらにヘッド
スパで、温めたオイルを使用し頭部のお疲れをじっ
くり緩め、日差しを浴びた髪にはハイビスカスのト
リートメントパックで、潤いを与えます。
■ アロマ経絡リンパドレナージュ（背中・脚背面・デコルテ）
■ ヘッドスパ（シャワー付き）

<DETOX/デトックスコース>

背中に潤いを与えながら、スクラブで古い角質を優しく取り
除きます。スクラブ後はオイルで潤いを届けながら、経絡リ
ンパドレナージュでお身体の滞りや疲れを癒します。最後は
ドライヘッドで頭皮の血行を促し健やかな状態へ導きます。
■ 背中スクラブ
■アロマ経絡リンパドレナージュ（背中・脚背面・ハンド・デコルテ）
■ドライヘッド

<REVIVE/リバイブコース>

表記の金額はすべて総額表示です。

□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
揃えております。

□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　14:00～22:00（最終受付 21:00）
　　　　　　※毎週火曜日は、定休日
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　10:00～23:00（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
白砂のビーチとエメラルドグリーン
の海に寄り添う、グランドコテージ、
ラウンジアクセス付きガーデンヴィ
ラ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）

レンタサイクルやインドアスポーツ（体育
館）、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 レクリエーションベース

OKUMA RECREATION BASE

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）

□エ コ ツ ア ー ＆ 体 験 メ ニ ュ ー ：内線2523（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（13:00～21:00）

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。

ヤシの木やパラソル、“幸せの鐘カランカラン”がデザ
インされたオリジナルマスク。オクマのロゴが入った
シンプルなデザインもご用意しました。オクマのマス
クをつけて、リゾート気分を満喫してください。
□販売ショップ：ブーゲンビリア、
 プルメリア
□販 売 価 格：1 枚￥1,300
□販売サイズ：Ｍ/ H135×W220、ヒモの長さ 220 ㎜
  Ｌ/ H145×W220、ヒモの長さ 220 ㎜

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。南国
の味がお口いっぱいに広がる、大人気商品です。
□販売ショップ：ブーゲンビリア
□販売価格：￥810
□内容量：約 100ｇ

“やんばるの森”の世界自然遺産登録を記念し、オクマの位置
する国頭村のメイン商店街「辺土名大通り会」のオリジナル
記念グッズを販売。限定ラベルの泡盛やマドラー、やんばる
の生き物がデザインされたクリアファイルなど多彩なアイテム
は、沖縄本島北部だけのローカルでプレミアムなグッズです。
□販売ショップ : ブーゲンビリア
□販売価格：￥230～
□内容：泡盛30度（720,320ml）、20度（720ml）、泡盛
　マドラー、コースター、マスクケース、クリアファイル

OKUMAオリジナルマスク OKUMAオリジナルパインチョコグラッセ 世界自然遺産プレミアムグッズ新アイテム新アイテム

※この他にも多彩なメニューをご用意しております。詳細は、フロントロビーにございますグランドメニューまたはQRコードをご覧ください。
※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。

□営業時間　9:00 ～ 20:00
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OKUMA MAP
OKUMA PRIVATE BEACH & RESORT 

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
AROMATHERAPY SALON アロマセラピーサロン

SEASIDE SAUNA　シーサイドサウナ

HIBISCUS HALL ハイビスカスホール POOL プール

KIDS ROOM キッズルーム MARINE HOUSEマリンハウス

SUNSET HALL サンセットホール RENTAL BICYCLE レンタサイクル

OKUMA RECREATION BASE オクマ レクリエーションベース

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！

お友だち

募集中！

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

※メインコテージ、グランドコテージには、
　各棟に設置しております。


