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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

「Okuma TV」
   配信中！

お友だち

募集中！

Chapel
太陽が彩る自然の教会

Chapel
太陽が彩る自然の教会

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。

※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。

CHAPEL
太陽が彩る自然の教会

AIR PUMP
浮き輪空気入れ



ベテランスタッフが同乗しサポートするので、初めての方でも安心！ 　大人も子供も、グループみんなで一緒に楽しめるメニュー！

1艇貸切りのため、リクエストでメニュー内容を決定！

　　　　ビッグサップツアー
大人数で楽しめるビッグなSUPメニューが新登場。力をあわせて漕ぎ進
み、エメラルドグリーンの海へ出かけましょう。熱帯魚を見に行ったり、
洞窟探検へでかけたり、波乗りしたりと楽しみ方は無限大。ベテランガ
イドがサポートしますので、初めての方でも安心です。

オクマの進化は止められない！
人気客室グランドコテージ（スイート
ルーム含めた全48室）をリニューアル。
リゾート感あふれる明るくて快適な客
室に生まれ変わります。2020年、ガー
デンヴィラ改装から約2年、今年もオ
クマは進化します。
※リニューアルしたグランドコテージへは

4/23以降、宿泊可能です。

新メニュー新メニュー
□実施日：4/4から毎日　※除外日5/18～5/20、土、日、祝日　  
□開催時間：10：00 / 13：00 / 16：00
□所要時間：2時間
□料金：4名様まで ￥16,500　6名様まで ￥22,000

8名様まで ￥33,000
※前日17時までにお申し込みください（内線2522）。
※海況により、ご要望に沿えない場合もございます。

南国リゾートで過ごす特別な時間を、さらにご堪能いただける情報をご紹介します。

OKUMA’S NEWS
心に刻まれるプレミアムなひととき。心に刻まれるプレミアムなひととき。
※メニュー・内容等は変更になる場合がございます。

今年も大自然を舞台に「海」と「森」、

2つの“わんぱく教室”が開校。

＊集合場所：又吉コーヒー園（オクマより車で30分）
に、現地集合・現地解散です。

＊予　　約：前日17時までにお申し込みください。
※内線2523（9：00～20：00）

森のわんぱく教室
自転車で向かうのは、2021 年 7 月 26 日
に世界自然遺産に登録された” 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！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！

キッズもOKUMAを満喫♬

この季節からの新メニュー！

平日限定！新メニュー！！

□実施日： 4月 2、3、9、10、16、17、23、24、30日
 5月 6～14、21～27日
 6月 5～12、19～26日
□対象年齢：5歳以上
□開催時間：13：00
□所要時間：3時間
□料金：小人￥5,500　
　　　  保護者付添￥3,300
※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。
※前日20時までにお申し込みください（内線2523）。

海のわんぱく教室
「自然と触れ合う、今年で 23 年目を迎えるキッズ

プログラム。エメラルドグリーンの海を舞台に、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。

□実施日： 4月 9、10、16、17、23、24、29、30 日
 5月 1、3、4、5、7、8、14、15、28、29 日
 6月 4、5、11、12、18、19、25、26 日 
□対象年齢：3歳以上 
※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。
※開催時間までにお申し込みください（内線2522）。

バギーアドベンチャー
やんばるの森に囲まれた敷地内をバギーで走行。
3種類のコースが組込まれており、やんばるの森
や東海岸の絶景もお楽しみいただけます。

□実施日：毎日
□開 催 時 間：9：30 / 10：15 / 11：00 / 11：45 /
　12：30 / 13：15 / 14：00 / 14：45 / 15：30 / 16：15
□所要時間：１時間
□料金：大人 ￥6,500（16歳以上）

中人 ￥5,500（11～15歳）
小人    ￥500（4～10歳）

※対象年齢は4歳以上です。
※開催時間の15分前までに、現地受付へお越し

ください。

新メニュー

やんばるジップライン
パノラマに広がるやんばるの森を、ジップライ
ンで空中散歩。5本のラインを滑走しながら、
雄大な自然が織りなす景色を空からご覧いた
だけます。

□実施日：毎日
□開催時間：10：00 / 13：00 / 15：00
□所要時間：１時間30分
□料金：大人 ￥4,500（16歳以上）
　　　   小人 ￥3,500（15歳以下）

※身長120㎝以上、体重25～100㎏以内の
方がご参加いただけます。

※開 催時間の30 分前までに、現 地受 付へ
お越しください。

新メニュー

やんばるの大自然を舞台に繰り広げられる、

爽快感抜群のアドベンチャー体験へGO！ 

マリンアクティビティにも

新しいメニューが登場！

グループみんなで楽しめるメニューです。

奇数日  午前開催　イカダで大冒険“南国の海へくりだすサンゴツアー”
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
■ 所要時間：2時間30分　■ 料金：小人￥5,500　保護者付添￥2,200

奇数日・偶数日  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
■ 所要時間：2時間　■ 料金：小人￥4,400　保護者付添￥2,200

Point



レストランレストラン 2022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。

※営業時間や営業形態が変更になる場合がございます。

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。

ビュッフェスタイル

内線：2321

シェフ渾身の料理から新鮮なフルーツなど多彩な料理の数々。お子
様から大人まで、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。

営業時間 / 17:30～21:30（L.O.21:00）
 　　※毎週火曜日は定休日です。

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）

あぐー豚しゃぶしゃぶ食べつくし ￥7,000

あぐー豚しゃぶしゃぶ ￥4,500
※鍋料理は 2 名様よりご注文承ります。

寿 司 御 膳 ￥5,500

琉 球 御 膳 ￥4,000

沖 縄 そ ば ￥1,350

※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

で い ご  ￥11,000

お 子 様 セ ッ ト   ￥3,200

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）
　　※毎週木曜日は定休日です。  

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。

営業期間 / 4 / 24 ～ 5 / 8
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バーガー ￥1,450
ココナッツ チキンカレー ￥1,450
サーモンとアボカドのベーグルサンド ￥1,200
シェイブアイス 各￥800

（イチゴミルク、マンゴー、黒糖練乳ぜんざい）

営業時間 / 　朝　  6:30～10:30 （L.O.10:00）　　　
　　　　   　夜　18：00～21：30 （L.O.21：00）
GW期間（4/29～5/8）   17：30～21：30 （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
GW期間（4/29～5/8）   大人￥4,800   小人￥2,200

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ランチ・カフェタイム
営業期間 / 4/1～4/23、5/9～6/30
営業時間 / ランチ 12：00～L.O.14：00
　　　　   カフェ 14：00～17：00（L.O.16：30）
セットメニュー ￥2,100～、アラカルト￥1,200～
※毎週日曜日は「サンデーランチビュッフェ」開催
　（大人￥2,400、小人￥1,200）。

24時間いつでも気軽にレストラン予約！
無料のネット予約「TableCheck」で、365日24時間
いつでもレストラン予約が可能になりました。
各レストランのQRコードを読み込めば、
スマートフォンで気軽にレストラン予約が完了します。
リゾートでの大切な時間、レストラン予約もスムーズに
無駄なく快適にお過ごしください ♬
※「ビーチカフェ オアシス」「沖縄家庭料理居酒屋 おかめ」は

対象外となります。

＜操作方法＞
❶予約したいレストランのQRコードを
スマートフォンで読み込む。

❷お店からのお知らせを確認し、チェック。
❸利用日時、人数、プラン等の必須項目
を登録し、確定画面へ進む。

❹内容を確認し、「確定する」をクリック。
❺予約完了です。

おすすめエコツアーおすすめエコツアー 2022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。

  エコツアーのご予約・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。　

カヤックに乗り込み、沖縄本島最大級
のマングローブが形成されるフィール
ドへ。南国特有の植物や希少な生き物
との出会いなど、貴重な体験が待ち受
けるツアーです。
□実施日：毎日
□開催時間：QRコードでご確認ください。
□所要時間：3時間
□料金：大人 ￥7,700
　　　　小人 ￥4,400

マングローブカヤック探検

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り色とりどりの熱
帯魚が行き交う海中の楽園。ビーチで
は味わえない、美しい南国の海中世界
を存分にご堪能いただけるツアーです。
□実施日：毎日
□開催時間：9：30 / 13：30
□所要時間：1時間30分 
□料金：大人 ￥6,000　
　　　  小人 ￥3,500

シュノーケリングツアー

  

　

マリンアクティビティのご予約・お問合せは、内線 2522（9：00 ～ 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。

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 2022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。

ペダルボート

懐中電灯の灯りを頼りに、神秘的な雰
囲気に包まれた夜の森へ。夜にしか見
ることが出来ない生物に出会えるかも。
大人も冒険心をくすぐられる、貴重な
体験が待ち受けるツアーです。
□実施日：5/1 ～毎日
□開催時間：19：30
□所要時間：1 時間 30 分 
□料金：大人 ￥4,400
　　　　小人 ￥3,300
※対象年齢5歳以上。
※当日17時までお申し込みいただけます。

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・観察するツアーです。川のせせ
らぎを聞きながら、豊かな自然と触れ
合うひとときをお楽しみいただきます。
□実施日：5/1 ～毎日
□開催時間：13：30
□所要時間：1時間30分 
□料金：大人 ￥4,400　
　　　  小人 ￥3,300
※濡れても良い服装・マリンシューズなどで

ご参加ください。

沖縄本島最大級の滝＜比地大滝＞ま
でのルートを、やんばるの森を熟知
したオクマ認定ガイドがご案内しま
す。 “やんばる” の秘境を存分にご体
感いただけるツアーです。
□実施日：毎日
□開催時間：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 kmのトレッキングツアーです。

比地大滝ガイドツアー 夜の生き物探索ツアー川遊びと生き物観察ツアー

インストラクターがカタマランヨットの
操縦をレクチャーします。初心者の方も
気軽に、ヨットクルージング。風を帆でと
らえ、海の上を進む爽快感をご体感いた
だけます。
□実施日：毎日
□開催時間：随時受付
□所要時間：30分 
□料金：1艇　￥4,500
※定員は３名です。
※インストラクターが1名同乗いたします。

カタマランヨット「シーブリーズ号」
に乗り込み、澄み渡る青空とエメラル
ドグリーンの海を船上から一望。風を
受けて走る爽快感と、海上ならではの
開放感が溢れるツアーです。
□実施日：毎日
□開催時間：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

しおかぜクルージング カタマランヨットスクール ワンちゃん
利用OK

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。

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 2022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。

  エコツアーのご予約・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。　

カヤックに乗り込み、沖縄本島最大級
のマングローブが形成されるフィール
ドへ。南国特有の植物や希少な生き物
との出会いなど、貴重な体験が待ち受
けるツアーです。
□実施日：毎日
□開催時間：QRコードでご確認ください。
□所要時間：3時間
□料金：大人 ￥7,700
　　　　小人 ￥4,400

マングローブカヤック探検

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り色とりどりの熱
帯魚が行き交う海中の楽園。ビーチで
は味わえない、美しい南国の海中世界
を存分にご堪能いただけるツアーです。
□実施日：毎日
□開催時間：9：30 / 13：30
□所要時間：1時間30分 
□料金：大人 ￥6,000　
　　　  小人 ￥3,500

シュノーケリングツアー

  

　

マリンアクティビティのご予約・お問合せは、内線 2522（9：00 ～ 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。

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 2022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。

ペダルボート

懐中電灯の灯りを頼りに、神秘的な雰
囲気に包まれた夜の森へ。夜にしか見
ることが出来ない生物に出会えるかも。
大人も冒険心をくすぐられる、貴重な
体験が待ち受けるツアーです。
□実施日：5/1 ～毎日
□開催時間：19：30
□所要時間：1 時間 30 分 
□料金：大人 ￥4,400
　　　　小人 ￥3,300
※対象年齢5歳以上。
※当日17時までお申し込みいただけます。

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・観察するツアーです。川のせせ
らぎを聞きながら、豊かな自然と触れ
合うひとときをお楽しみいただきます。
□実施日：5/1 ～毎日
□開催時間：13：30
□所要時間：1時間30分 
□料金：大人 ￥4,400　
　　　  小人 ￥3,300
※濡れても良い服装・マリンシューズなどで

ご参加ください。

沖縄本島最大級の滝＜比地大滝＞ま
でのルートを、やんばるの森を熟知
したオクマ認定ガイドがご案内しま
す。 “やんばる” の秘境を存分にご体
感いただけるツアーです。
□実施日：毎日
□開催時間：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 kmのトレッキングツアーです。

比地大滝ガイドツアー 夜の生き物探索ツアー川遊びと生き物観察ツアー

インストラクターがカタマランヨットの
操縦をレクチャーします。初心者の方も
気軽に、ヨットクルージング。風を帆でと
らえ、海の上を進む爽快感をご体感いた
だけます。
□実施日：毎日
□開催時間：随時受付
□所要時間：30分 
□料金：1艇　￥4,500
※定員は３名です。
※インストラクターが1名同乗いたします。

カタマランヨット「シーブリーズ号」
に乗り込み、澄み渡る青空とエメラル
ドグリーンの海を船上から一望。風を
受けて走る爽快感と、海上ならではの
開放感が溢れるツアーです。
□実施日：毎日
□開催時間：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

しおかぜクルージング カタマランヨットスクール ワンちゃん
利用OK

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。

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。

花や柑橘類、ハーブなどお好みの精油で、カラダの
隅々まで、時間をかけて丁寧に疲れを癒します。心ま
でもよみがえるような、深いトリートメントをご体
感ください。
■ アロマトリートメント（全身）
■ ドライヘッド（アロマハーブミスト付き）

＜RELAX／リラックスコース＞

カラダの疲れが溜まりやすい箇所をしっかりとし
た圧でほぐし、温かいアロマオイルで頭皮をじっく
りとゆるめ、深い呼吸へと導きます。男性の方にも
人気があるリゾートならではのコースです。
■ アロマトリートメント（脚全体・両腕・デコルテ・首）
■ ヘッドスパ（ハイビスカストリートメント付き）
■ シャワー

<DETOX/デトックスコース>

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）
　　　　　　※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　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　9:00～20:00
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
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

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。

※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。

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：約 100ｇ

OKUMAオリジナル
パインチョコグラッセ

フロントロビーに一歩足を踏み入れた瞬間、
全身を優しく包み込む、オクマオリジナル
の香り「Sweet Bougain（スウィート ブー
ゲン）」。お部屋に飾ると南国の香りに包ま
れ、リゾート気分をご堪能いただけます。
□販売ショップ：ブーゲンビリア、
 プルメリア
□販売価格：￥1,980
□内容：スティック 5 本入り

OKUMAオリジナル
Sweet Bougain アロマスティック

世界自然遺産登録を記念し、オクマオリ
ジナルバッグが新登場！ “やんばるの森”
に住む生き物たちと植物がコラボした
デザイン。素材は、地球に優しいオーガ
ニックコットンを使用しております。
□販売ショップ：ブーゲンビリア、
 プルメリア
□販売価格：トートバッグ ￥1,900
　　　　　　ランチバッグ ￥1,400
□サイズ：トートバッグ H370㎜×W360㎜

ランチバッグ Ｈ200㎜×Ｗ300㎜

OKUMAオリジナル
世界自然遺産記念 バッグ

“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。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20度（720ml）、30度（360,600ml）、

泡盛マドラー、コースター、クリアファ
イル、マスクケース

世界自然遺産
プレミアムグッズ

□営業時間 3月20日～6月、9月～10月/ 9:00～18:00
 7月～8月/ 8:00～19:00
 11月～3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。

プライベートプール

PRIVATE　POOL

□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）



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。

花や柑橘類、ハーブなどお好みの精油で、カラダの
隅々まで、時間をかけて丁寧に疲れを癒します。心ま
でもよみがえるような、深いトリートメントをご体
感ください。
■ アロマトリートメント（全身）
■ ドライヘッド（アロマハーブミスト付き）

＜RELAX／リラックスコース＞

カラダの疲れが溜まりやすい箇所をしっかりとし
た圧でほぐし、温かいアロマオイルで頭皮をじっく
りとゆるめ、深い呼吸へと導きます。男性の方にも
人気があるリゾートならではのコースです。
■ アロマトリートメント（脚全体・両腕・デコルテ・首）
■ ヘッドスパ（ハイビスカストリートメント付き）
■ シャワー

<DETOX/デトックスコース>

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）
　　　　　　※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　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　9:00～20:00
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
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

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。

※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。

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：約 100ｇ

OKUMAオリジナル
パインチョコグラッセ

フロントロビーに一歩足を踏み入れた瞬間、
全身を優しく包み込む、オクマオリジナル
の香り「Sweet Bougain（スウィート ブー
ゲン）」。お部屋に飾ると南国の香りに包ま
れ、リゾート気分をご堪能いただけます。
□販売ショップ：ブーゲンビリア、
 プルメリア
□販売価格：￥1,980
□内容：スティック 5 本入り

OKUMAオリジナル
Sweet Bougain アロマスティック

世界自然遺産登録を記念し、オクマオリ
ジナルバッグが新登場！ “やんばるの森”
に住む生き物たちと植物がコラボした
デザイン。素材は、地球に優しいオーガ
ニックコットンを使用しております。
□販売ショップ：ブーゲンビリア、
 プルメリア
□販売価格：トートバッグ ￥1,900
　　　　　　ランチバッグ ￥1,400
□サイズ：トートバッグ H370㎜×W360㎜

ランチバッグ Ｈ200㎜×Ｗ300㎜

OKUMAオリジナル
世界自然遺産記念 バッグ

“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。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20度（720ml）、30度（360,600ml）、

泡盛マドラー、コースター、クリアファ
イル、マスクケース

世界自然遺産
プレミアムグッズ

□営業時間 3月20日～6月、9月～10月/ 9:00～18:00
 7月～8月/ 8:00～19:00
 11月～3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。

プライベートプール

PRIVATE　POOL

□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）
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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

「Okuma TV」
   配信中！

お友だち

募集中！

Chapel
太陽が彩る自然の教会

Chapel
太陽が彩る自然の教会

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。

※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。

CHAPEL
太陽が彩る自然の教会

AIR PUMP
浮き輪空気入れ

ベテランスタッフが同乗しサポートするので、初めての方でも安心！ 　大人も子供も、グループみんなで一緒に楽しめるメニュー！

1艇貸切りのため、リクエストでメニュー内容を決定！

　　　　ビッグサップツアー
大人数で楽しめるビッグなSUPメニューが新登場。力をあわせて漕ぎ進
み、エメラルドグリーンの海へ出かけましょう。熱帯魚を見に行ったり、
洞窟探検へでかけたり、波乗りしたりと楽しみ方は無限大。ベテランガ
イドがサポートしますので、初めての方でも安心です。

オクマの進化は止められない！
人気客室グランドコテージ（スイート
ルーム含めた全48室）をリニューアル。
リゾート感あふれる明るくて快適な客
室に生まれ変わります。2020年、ガー
デンヴィラ改装から約2年、今年もオ
クマは進化します。
※リニューアルしたグランドコテージへは

4/23以降、宿泊可能です。

新メニュー新メニュー
□実施日：4/4から毎日　※除外日5/18～5/20、土、日、祝日　  
□開催時間：10：00 / 13：00 / 16：00
□所要時間：2時間
□料金：4名様まで ￥16,500　6名様まで ￥22,000

8名様まで ￥33,000
※前日17時までにお申し込みください（内線2522）。
※海況により、ご要望に沿えない場合もございます。

南国リゾートで過ごす特別な時間を、さらにご堪能いただける情報をご紹介します。

OKUMA’S NEWS
心に刻まれるプレミアムなひととき。心に刻まれるプレミアムなひととき。
※メニュー・内容等は変更になる場合がございます。

今年も大自然を舞台に「海」と「森」、

2つの“わんぱく教室”が開校。

＊集合場所：又吉コーヒー園（オクマより車で30分）
に、現地集合・現地解散です。

＊予　　約：前日17時までにお申し込みください。
※内線2523（9：00～20：00）

森のわんぱく教室
自転車で向かうのは、2021 年 7 月 26 日
に世界自然遺産に登録された” 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！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！

キッズもOKUMAを満喫♬

この季節からの新メニュー！

平日限定！新メニュー！！

□実施日： 4月 2、3、9、10、16、17、23、24、30日
 5月 6～14、21～27日
 6月 5～12、19～26日
□対象年齢：5歳以上
□開催時間：13：00
□所要時間：3時間
□料金：小人￥5,500　
　　　  保護者付添￥3,300
※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。
※前日20時までにお申し込みください（内線2523）。

海のわんぱく教室
「自然と触れ合う、今年で 23 年目を迎えるキッズ

プログラム。エメラルドグリーンの海を舞台に、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。

□実施日： 4月 9、10、16、17、23、24、29、30 日
 5月 1、3、4、5、7、8、14、15、28、29 日
 6月 4、5、11、12、18、19、25、26 日 
□対象年齢：3歳以上 
※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。
※開催時間までにお申し込みください（内線2522）。

バギーアドベンチャー
やんばるの森に囲まれた敷地内をバギーで走行。
3種類のコースが組込まれており、やんばるの森
や東海岸の絶景もお楽しみいただけます。

□実施日：毎日
□開 催 時 間：9：30 / 10：15 / 11：00 / 11：45 /
　12：30 / 13：15 / 14：00 / 14：45 / 15：30 / 16：15
□所要時間：１時間
□料金：大人 ￥6,500（16歳以上）

中人 ￥5,500（11～15歳）
小人    ￥500（4～10歳）

※対象年齢は4歳以上です。
※開催時間の15分前までに、現地受付へお越し

ください。

新メニュー

やんばるジップライン
パノラマに広がるやんばるの森を、ジップライ
ンで空中散歩。5本のラインを滑走しながら、
雄大な自然が織りなす景色を空からご覧いた
だけます。

□実施日：毎日
□開催時間：10：00 / 13：00 / 15：00
□所要時間：１時間30分
□料金：大人 ￥4,500（16歳以上）
　　　   小人 ￥3,500（15歳以下）

※身長120㎝以上、体重25～100㎏以内の
方がご参加いただけます。

※開 催時間の30 分前までに、現 地受 付へ
お越しください。

新メニュー

やんばるの大自然を舞台に繰り広げられる、

爽快感抜群のアドベンチャー体験へGO！ 

マリンアクティビティにも

新しいメニューが登場！

グループみんなで楽しめるメニューです。

奇数日  午前開催　イカダで大冒険“南国の海へくりだすサンゴツアー”
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
■ 所要時間：2時間30分　■ 料金：小人￥5,500　保護者付添￥2,200

奇数日・偶数日  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
■ 所要時間：2時間　■ 料金：小人￥4,400　保護者付添￥2,200

Point


