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ENJOY FRESH LOCALLY GROWN TROPICAL FRUITS
真夏のピークを迎えるこの時期、沖縄ではマンゴーやパイナップル、アセロラやドラゴンフルーツなどトロピカルフルーツを存分に楽しめます。

しかし、農地開発された柔らかなパイナップル畑の赤土は、まとまった強い雨で海へ流出し、サンゴ礁生態系や魚たちへの影響が引き起こされています。
私たちホテルでは、ザ・リッツ・カールトンホテルカンパニーL.L.C.が継続的に行なっている社会貢献活動（コミュニティーフットプリント）の１つである
“環境保全”活動として、東村がかかえる『赤土等問題』に一緒に取り組んでいます。

☛ IN T HIS ISSUE

スパトリートメントメニュー / レストランプロモーション

C A R LT

季節の沖縄県産食材を使用したシェフのおまかせコース「DEGUSTAZIONE」

ダイニング

では、イタリア・ピエモンテ産のオリーブオイルとのペアリングをテーマにした

グスク

若夏コース ¥5,500

しゃぶしゃぶコース ¥9,500〜

イタリアンレストラン

初夏から盛 夏に合わせて考案した「若夏（わかなち）コース」では、琉 球すっぽんを使 用した
お料理や冷やし沖縄そばなどがお楽しみいただけます。

ちゅらぬうじ

メニューをご用意。夏に旬を迎える県産車海老は、セロリのピューレとあわせ
て、プリっとした食感と甘みを引き立たせた一皿に仕上げました。
シェフおまかせ コース

¥25,000

グラスワインのセレクションでは、普段体験のできないワイン

を「コラヴァン」により、ご用意することが可能となりました。
イタリアワイン界のトップとして君臨する「ガヤ‐ソライア」や

伝説的なカリフォルニアワイン「オーパス・ワン」などもご用意
しております。

コラヴァンワイン ペアリングコース ¥35,000

鉄板焼レストラン 喜瀬
鉄板焼レストラン喜瀬では
「地産地消」
をコンセプトに、
北部・やんばるエリアの農家から直送で新鮮な野菜を
取り寄せ、メインのお肉には、石垣島や本部など、沖縄

育ちのブランド牛をセレクト。この時 季しか味わえ
ない食材をご用意して、最高の体験をお約束します。
喜瀬コース ¥30,000

※シェフのメニューや仕入れの状況により、ワインのセレクションが変更に
なる場合がございます。詳しくはソムリエまでお尋ねください。

※金額は消費税とサービス料を含む日本円の料金となります。 ※お盆期間は一部のメニュー内容や料金が変更となる場合がございます。

トワイライト
プール
トワイライトプールが9月末までの期間限定で、
オープンしました。カクテルやシャンパンを片手に
夜空を眺め、アコースティックギターの心地よい

音色とともに、
穏やかな島時間をお楽しみください。
アコースティックギター演奏日：

毎週月・水・金曜日20:00〜20:30 / 21:00〜21:30
名護スピリッツ

¥2,300

アソート

¥3,500

シャンパンフリーフロー / 60mins

¥10,000

ザ・ロビーラウンジ
パイナップルパフェ

サマーカクテル

ザ・ロビーラウンジでは、夏に旬を迎える厳選された「ゴールドバレル

（タルゴ）」を使用したパイナップルパフェを期間限定でご提供いたし
ます。その他、旬のフルーツや厳 選素材がたっぷりのアフタヌーン

ティーもご用意しております。淹れたてのT WGの紅茶とともに夏を
存分にお楽しみください。

パイナップルパフェ ※1日10食限定

8月6日〜14日 13:00 – 18:00

グラスシャンパン付き

搾 り た て の パ イナ ップ ル ジ ュースや ゴ ー ヤ をブ レンド し た
オリジナルカクテルが登場。この機会にぜひお試しください。
カクテル
モクテル

¥3,200

ザ・リッツ・カールトン沖縄 アフタヌーンティー

13:00 – 18:00

ホテル開業１０周年を記念して、
10年熟成の泡盛
「金丸」
をベースに、

¥2,300 〜
¥1,800 〜

アサイーのシャーベットに、
自家製グラノーラ、

マンゴー、沖縄県産オーガニックのバナナ、そ
してはちみつを加えました。プールを思う存

分楽しんだ後は、ヘ ル シーな スイーツ で お
腹 を 満 たして 、エナジーチャージを。
アサイーボウル

¥4,500

11:30 – 15:00

¥1,800

屋外プール

¥6,900

※お盆期間は一部のメニュー内容や料金が変更となる場合がございます。

※金額は消費税とサービス料を含む日本円の料金となります。 ※お盆期間は一部のメニュー内容や料金が変更となる場合がございます。

ザ・リッツ・カールトン スパ 沖縄

スパではやんばるの自然を満喫できる沖縄らしいトリートメントをご用意しています。

ライオン君が迷子になってしまったよ！

ヒントをたどるとライオン君に会えるかも？！

ライオン君を見つけだして、
キッズパーティーを
はじめよう！

8月6日・7日・13日・14日、

9月18日・19日・24日・25日
場所：ちゅらぬうじ
時間：11:00-13:00

¥6,000

軽食とケーキデコレーション付き

キッズアクティビティー
プライベート やんばるリトリート
スパスイートでのプライベートアロマバスと沖縄県産よもぎを使用

したよもぎ 蒸しから始まり 、トリートメントには 希 少な 県 産

シークヮーサーオイルと贅沢なナチュラルオイルをブレンドした
アロマセラピーオイルを使い、お身体全体を癒します。

バーベキュー
スキュアー
串焼きにしてじっくり焼き上げたお肉を、自家製の

30mins

45min プライベートアロマバス＆アウトドアやんばるスチームチェア
＋45min

90mins

ボディトリートメント

¥28,000

60min プライベートアロマバス＆アウトドアやんばるスチームチェア

ピザパンで挟んだ新感覚のサンドイッチ。
「ビーフ」

＋60min ボディトリートメント

この機会にぜひお試しください。

120mins

「ポーク」
「チキン」
の中からお選びいただけます。

¥36,000

8月6日〜14日、9月23日〜25日 11:30 – 15:00

¥2,400〜

屋外プール

※メニューにはヒートエクスペリエンス（温浴施設）は含まれておりません。
※プライベートアロマバス、アウトドアやんばるスチームチェアのみのご予約も承っております。

※金額は消費税とサービス料を含む日本円の料金となります。

¥10,000

10周年記念特別リオン君とカリンちゃんぬいぐるみ

各

¥5,500

ザ・リッツ・カールトンホテルで限定バージョンをご用意している
「リオン君」
と

「カリンちゃん」
。
やんばるの森を探検するサファリの衣装を纏ったバージョンが
１０周年記念モデルとして登場しました。

ザ・リッツ・カールトン沖縄オリジナルサスティナバッグ
¥14,800
持続可能な社会を目指し、今まで捨てることしかできなかったパイナップルの葉から

10周年記念オリジナルバッグを作りました。
コンパクトに折りたためるので、
お買い物
バッグとしてもお使いいただけます。

ザ・リッツ・カールトン沖縄オリジナルディフューザー
「オーシャンウェーブ」

60ml ¥9,800

アンバーやムスクをベースに、
爽やかなシトラス、
沖縄の海を連想させるマリン、
そしてスズランのフローラルな香りがバランスよく香ります。

CONNECT WITH US ON SOCIAL MEDIA

SNSをフォローして最 新 情 報をチェック！

@RitzCarltonOkinawa

ザ・リッツ・カールトン沖縄のFacebook、
Instagramページでは、
ホテルや沖縄の最新情報を素敵な写真とともに紹介しています。
お客様の沖縄の思い出や写真を #RCmemories #ritzcarltonokinawa #リッツカールトン沖縄とともにぜひご投稿ください。

※ 金額は消費税とサービス料15%を含む日本円の料金となります。
※ パンフレット記載の内容は、
予告なしに変更されることがございます。
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