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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



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
エメラルドグリーンの海に包まれて。エメラルドグリーンの海に包まれて。

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。

※メニュー・内容等は変更になる場合がございます。

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？

やんばるの大自然を舞台に、森のわんぱく体験へGO！

南国リゾートだからこそ、

食事にもこだわりたい!!

ビーチカフェ オアシス
爽やかな潮風と暖かな陽ざし、南国リゾートで
しか味わうことの出来ない開放感抜群のビー
チカフェ。天然白砂のビーチとその先に広が
るエメラルドグリーンの海の絶景を眺めなが
ら、至福のランチタイムをお愉しみください。
□営業期間：
　GWスペシャルオープン（4/24～5/5）
　6/1～通常営業
□営業時間：11：30～17：00（L.O.16：30）
※ワンちゃん同伴のお客様は、テラス席へのご案内となります。

オアシス おすすめメニュー

OKUMAオリジナル
猪豚入りベーグル ￥1,450
猪豚を使用したジューシーな
肉厚パティが自慢の逸品。

4種類のベーグル生地が選べる
のも嬉しいポイント。

GW スペシャルライブ
GW期間の3日間、島唄LIVEを開催。
美しい音色とともに、南国の夜のひと
ときをお愉しみください。
□実施日：5/2、3、4
□会場：オクマビーチ 潮風のラウンジ前
 芝生スペース
□時間：20：30～21：00
□料金：無料
□出演：5/2 城間竜太
 5/3 Ryuty（リュウティ）＆
　　　　　  打上花火
 5/4 ひがけい子＆シュビーズ
※天候により、会場変更やイベント内容の
　変更・中止となる場合がございます。

クリエイターズサーキット
～セカンドシーズン～
装飾から展示方法まで、月毎に替わる
クリエイターが空間をデザインした
アート作品展「クリエイターズサーキッ
ト」。2シーズン目を迎え、新たなクリ
エイターが登場します。

森のわんぱく教室
「海」のわんぱく教室に続き、
「森」のわんぱく教室がスタート！

自転車で向かうのは、世界自然遺産登録間近の手つかずの大自然が広がる“やん
ばる” の森。ポイントに到着したら、ここでしか出会えない珍しい生き物や植物を
探して探検開始！清流をじゃぶじゃぶ歩いたりネイチャービンゴにチャレンジして、
もっと自然と仲良くなろう！！少しの雨なら探検決行。全身で自然を感じ、自然を
学ぶ、森のわんぱく体験へ GO！

今年も OKUMA は

皆さまにオクマでのひとときをよりお愉しみいただける

イベントをご用意しました。

※イベントは内容等、
　変更・中止となる場合がございます。

□実施期間：毎日
□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

この春からの新メニュー

レストラン ビーチサイド
ビーチフロントのレストランで、壮大なサン
セットを眺めながらのBBQ。最高の雰囲気と
美味しい料理に、忘れられない思い出のひと
ときを。
□営業期間：
　17：30～21：30（L.O.21：00）

※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。
※ワンちゃん同伴のお客様は、テラス席へのご案内となります。

ビーチサイド おすすめメニュー

美ら島（ミニビュッフェ付き）
￥8,500

骨付きカルビにあぐー豚、ロブス
ターまで楽しめる大人気セット

メニュー。

オクマの

がスタートしました!!
お得な情報など随時更新中。

LINEで友だちになろう！

⇦友だち登録はコチラ

いまなら
友だち登録
キャンペーン
実施中！！

※写真はイメージです。 ※写真はイメージです。

□実施日：5/2、3、4、5 □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
□受付：エコツアーインフォメーションデスク
※ごきょうだいで参加の場合、お子様2人目からは「￥500割引」いたします。
※対象年齢5歳以上。
※前日20時までにお申し込みください。



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4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。

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。

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。

営業時間 / 17:30～21:30（L.O.21:00）
  

阿　檀 （あだん）  ￥19,000

芭　蕉 （ばしょう）   ￥14,500

で　い　ご  ￥11,000

お 子 様 セ ッ ト    ￥3,200

※完全予約制

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 ￥9,000～
（2名様より） 

琉 　 球 　 御 　 膳 ￥4,000 

牛 陶 板 焼 き 御 膳 ￥4,000 

沖　　縄　　そ　　ば ￥1,350 

バーベキュー

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

居酒屋

サービス料はいただいておりません　

カフェ

内線：2342 内線：2343

Beach café OASIS
ビーチカフェ　オアシス  

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です。

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 / 17:30～21:30（L.O.21:00）
  

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。

営  業  日 / 4/24～5/5、6/1～毎日
営業時間 / 11：30～17：00（L.O.16：30）

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  

OKUMAオリジナル猪豚入りベーグル ￥1,450

ココナッツチキンカレー ￥1,450

チキンカツサルサバーガー ￥1,200

タコライス風ナンピザ ￥1,150

ビュッフェスタイル

内線：2321

小さなお子様から大人の方まで目で見て、選
んで、食べて楽しめるビュッフェレストラン
です。

営業時間 / 朝　食  6：30～10：30（L.O.10：00）
 ランチ 12：00～14：30（L.O.14：00）
 カフェ 14：30～17：00（L.O.16：30）
 ディナー 18：00～21：30（L.O.21：00）
朝　食 大人￥2,500　　小人￥1,300
ランチ セットメニュー　￥2,100～
 （ライスorパン、スープ、サラダ、珈琲付）
カフェ 軽食￥1,200～　アフタヌーンティーセット￥2,800
ディナー 大人￥3,600　　小人￥1,600
　　　　 GW期間（4/29～5/5）大人￥4,500　小人￥2,250

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！

  

　

おすすめエコツアーおすすめエコツアー

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4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。

2021年4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。

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

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。天文台の350㎜望遠鏡で
見る神秘の世界に大人も子供も魅了
されます。
□実施日：毎日
□出発時間：19：30
□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

マイナスイオンに包まれ、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。知識豊富なガイドとや
んばるの自然に触れながら比地川沿
いの遊歩道をトレッキング。
□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

夏の干潮時にしか現れない、自然が
創り出す特別な場所 “潮溜まり”。珍し
い生き物やキレイな熱帯魚を間近で
見ることができる貴重なツアーです。
□実施日：大潮・中潮日
□出発時間：干潮時に合わせて催行
　　※ＱＲコードでご確認ください。
□所要時間：2 時間 30 分
□料金：大人 ￥5,000
　　　　小人 ￥3,300

美しく穏やかな “やんばる” の清流に
生息するテナガエビなどの川の生き
物を採取・観察。木漏れ日の差し込
む清流で、自然に触れ、癒されるツ
アーです。
□実施日：5/1 ～毎日
□出発時間：13：30
□所要時間：1 時間 30 分
□料金：大人￥4,400
　　　　小人￥3,300
※採取した生き物は観察後リリースします

比地大滝ガイドツアー 潮溜まりツアー 川遊びと生き物観察ツアー 美ら星ウォッチング

エコツアー＆フィールドスポーツのご予約・お問合せは、内線2523（9：00～20：00）で承ります。

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 ￥6,000　
　　　　小人 ￥3,500
 ※対象年齢 6 歳以上

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

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、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：￥3,300（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

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 防水デジタルカメラレンタルサービス餌付け付き！

真っ白な桟橋から、エメラルドグリー
ンの海へ。船上で感じる心地よい潮風
とやんばるの豊かな自然の風景を眺
めながら、サンゴ礁が広がる美しい海
を回遊する。
□実施日：毎日
□出発時間：11：20
□所要時間：40 分
□料金：大人 ￥2,500　
　　　　小人 ￥1,500
※4 名様より催行

潮風クルージング 餌付け付き！

わんぱく教室『海』の『海』の

自然が先生！

子供のための「海のわんぱく教室」が今年も開校！
エメラルドグリーンの海を舞台に自然と触れ合
う、今年で 22 年目を迎えるキッズプログラムで
す。 沖合の島までイカダで向かい洞窟を探検し
たり、熱帯魚と一緒にサンゴ礁の楽園を泳いだ
りする冒険プログラムです。

□開催時間：10：00 ～ 12：30
□所要時間：2 時間 30 分
□料金：小人￥5,500　保護者付添￥2,200

□実 施 日： 4月　3、4、10、11、17、18、24、25、29、30
 5月　1 ～ 5、8、9、15、16、22、23
 6月　5、6、12、13、19、20、26、27
□対象年齢： 3 歳以上

※ごきょうだいで参加の場合、お子様 2 人目からは「￥1,100 割引」いたします。
※水分補給のためのお飲み物（水筒・ペットボトル等）をご持参ください。
※海況により、メニュー内容が変更になる場合がございます。

“南国の海へくりだすサンゴツアー”

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
□所要時間：2 時間
□料金：小人￥4,400　保護者付添￥2,200

イカダで大冒険 

“カクレクマノミと出逢う洞窟ツアー”イカダで大冒険 

※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。　

奇数日午前開催
偶数日午前開催

午後開催



  

　

おすすめエコツアーおすすめエコツアー

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4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。

2021年4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。

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

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。天文台の350㎜望遠鏡で
見る神秘の世界に大人も子供も魅了
されます。
□実施日：毎日
□出発時間：19：30
□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

マイナスイオンに包まれ、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。知識豊富なガイドとや
んばるの自然に触れながら比地川沿
いの遊歩道をトレッキング。
□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

夏の干潮時にしか現れない、自然が
創り出す特別な場所 “潮溜まり”。珍し
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　　※ＱＲコードでご確認ください。
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美しく穏やかな “やんばる” の清流に
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比地大滝ガイドツアー 潮溜まりツアー 川遊びと生き物観察ツアー 美ら星ウォッチング

エコツアー＆フィールドスポーツのご予約・お問合せは、内線2523（9：00～20：00）で承ります。
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□料金：大人 ￥6,000　
　　　　小人 ￥3,500
 ※対象年齢 6 歳以上
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たり、熱帯魚と一緒にサンゴ礁の楽園を泳いだ
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 5月　1 ～ 5、8、9、15、16、22、23
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□対象年齢： 3 歳以上

※ごきょうだいで参加の場合、お子様 2 人目からは「￥1,100 割引」いたします。
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“南国の海へくりだすサンゴツアー”
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□料金：小人￥4,400　保護者付添￥2,200
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“カクレクマノミと出逢う洞窟ツアー”イカダで大冒険 

※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。　

奇数日午前開催
偶数日午前開催

午後開催

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総額表示です。

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。

※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ホームページをご覧ください。
※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。

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。心と体に癒しの時間
をお過ごしください。
各コースともに、
□ 時間：1時間30分
□ 料金：￥16,500

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・肩・首）
■ ヘッドスパ（頭）
■ シャワー

背面、脚から肩まで経絡リンパドレナージュでしっ
かりとケアし、フェイシャルトリートメントではソフト
ピーリングで古い角質を優しく除去、オイルトリート
メント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（脚・背中・デコルテ・肩・首）
■フェイシャル（オイルトリートメント・ソフトピーリング付き）
■ドライヘッド

「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）
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
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）

□営業時間　　3 月～ 6 月 /9:00 ～ 18:00
　　　　　　　　　　7 月 /8:00 ～ 19:00
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）

□エコツアー＆フィールドスポーツ：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（9:00～18:00）

□アロマセラピーサロン：内線2417（13:00～21:00）

やんばるの自然と美しいビーチ、南国沖縄の魅力を詰め込んだ 4 種のデザインの 
OKUMA オリジナル T シャツが登場。リゾートで過ごすウェアとして、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：￥2,860

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

天然白砂のビーチと敷地内に咲き誇
る南国の花、彩り豊かなオクマの風
景を香りに落とし込みました。オク
マで過ごした思い出の時間とともに、
特別な香りもお持ち帰りください。
□販売ショップ：ブーゲンビリア /
 プルメリア
□販売価格：￥2,420
□内容量：3ｍl

OKUMAオリジナルTシャツ OKUMAオリジナル
パインチョコグラッセ

OKUMAオリジナル
Sweet Bougain アロマオイル

ヤンバルクイナ T シャツ
□販売カラー：チャコール
□販売サイズ：大人　S/M/L/XL
 キッズ　110/130
サンゴ T シャツ
□販売カラー：大人　ホワイト　
 キッズ　ライトブルー / ライトピンク
□販売サイズ：大人　WM/WL　※レディースサイズ
 キッズ　100/110/120/130

シーサーとクイナ T シャツ
□販売カラー：大人　ホワイト　
 キッズ　ライトイエロー
□販売サイズ：大人　S/M/L/XL
 キッズ　100/110/120/130
ハイサイ シーサー T シャツ
□販売カラー：大人　ホワイト　
　　　　　　　キッズ　ライトイエロー
□販売サイズ：大人　S/M/L/XL
 キッズ　100/110/120/130
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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


