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Currents 第6号（2019年1・2月発行）
発行元：ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄
〒904-0404 沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣1108

ホテル代表：TEL.098-960-4321　宿泊予約：TEL.098-966-2589

■【Currentsとは】 瀬良垣の「瀬」は流れ。“Currents” という流れを意味する言葉の中に、移りゆく瀬良垣の光、波、空気のなかで、いつもとは違う自分を発見していただく。ホテルはそこにやさしくもアクティブにも寄り添っていく。そんな思いを込めました。

【ご予約・お問い合わせ】
ザ・アイランド1階　リゾートセンター　ホテル内線番号：51
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1、2.『オールデイダイニング セラーレ』1は、朝食でも人気のフレンチトース
トを一品料理に仕立てた新メニュー「スモークサーモンのフレンチトースト 

サヴォイソース」（ランチ、ディナー共通）。見た目もふわとろの食感も楽しめ
る新感覚のフレンチトーストです。2の「ビーフカレー フライドオニオン添え」
は、赤ワインでマリネした牛肉を約8時間も煮込み、クミンなどのスパイスを
効かせて薫り高く仕上げました。3. 『クッチーナ セラーレ』沖縄県産の豚肉
を使用した「フェタチーニ」は、豚肉のコクがありながらも後味軽やかでさっ
ぱりといただけます。4. 『シラカチ 鉄板焼』この道に進んで四半世紀という
長内裕一シェフが丹念に焼き上げたサーロインは、肉の旨みといいジューシー
さといい絶品の一言。5.『シラカチ 日本料理』「しらかち会席」の料理。写真
中央の「鮪スペアリブ漬け焼き」は、アラカルトでも大人気の一品。

（※）1/1（祝）～1/6（日）の期間、ウィークエンドブランチブッフェの実施はございません。

 “くわっちー”とは、沖縄の方言で「ごちそう」のこと。館内の各レストランからもシェフた

ちが腕によりをかけた冬の新メニューが届きました。『オールデイダイニング セラーレ』

からは、こだわりのランチメニューが登場。昨年11月からいち早くスタートした土日祝

日限定のブランチブッフェ（※）も、アンガス牛ステーキなどの豪華なラインナップで大

好評です。イタリアンレストランの『クッチーナ セラーレ』では、沖縄の食材を活かした

一皿にご注目を。『シラカチ 日本料理』は、気分やお好みの量に合わせて選べる会席2コー

スをご用意。また、『シラカチ 鉄板焼』では、沖縄牛サーロインから島野菜まで旬の素材を

目の前で香ばしく焼き上げます。どこから食べてもおいしい瀬良垣、冬もたんと召し上がれ！
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カヤックに乗り、おだやかな潮風を体に受けながら
瀬良垣島を1周します。高い透明度や色鮮やかな
サンゴなど瀬良垣の美しい海を満喫。カヤック未
経験者や小さいお子様も参加OKです。

シーカヤックツアー

対象年齢：3歳以上　所要時間：90分

Get a real break and relax at warmful Seragaki.

マリンスタッフおすすめのポイントで、水面に浮か
んだ状態で瀬良垣の美しい海中世界を楽しみます。
さまざまな種類のサンゴや魚が間近に見える瀬良
垣の豊かな生態系は、驚きと興奮の連続です。

シュノーケル

対象年齢：6歳以上　所要時間：90分

MARINE PROGRAM
9:00 / 11:30 / 14:30

CAMP HYATT PROGRAM 島探検や工作など、お子様向けの楽しいワークショップが勢ぞろい！

最新スケジュールは、
こちらからも
ご覧いただけます。

For the schedule in
English, scan here.

最新スケジュールは、
こちらからも
ご覧いただけます。

For the schedule in
English, scan here.
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NEW YEAR RECOMMENDATIONS

WELLNESS PROGRAM 
TIME

Night

Evening

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

Morning

Daytime

琉球石灰岩が浸食されてできた自然洞窟「ガマ」。プライベー
トプログラムの「サイクリング」は、そうした迫力ある地形
が見られる“穴場”へもご案内。また、１月に登場したレギュ
ラープログラム「ロングツーリング」では、美しい自然が残
る恩納村をじっくり巡ります。驚きと感動のライドをぜひ！

まだ知らない沖縄を
爽快ツーリングで探検！ 

温かい瀬良垣で心も体もの〜んびり。
JANUARY & FEBRUARY 

【全プログラムのご予約・お問い合わせ先】ザ・アイランド1階 リゾートセンター
ホテル内線番号：51

大きなパドルボードの上に立ち、カヌーのようにパ
ドルを使って海を漕ぎ進むウォータースポーツ。
透明度抜群の海や、沖縄の雄大な自然を眺めなが
らの優雅な水上散歩をご堪能ください。

SUP（スタンドアップパドル）体験

対象年齢：10歳以上　所要時間：90分

※開始1時間前までにご予約ください。※12歳未満のお子様のご
利用には保護者の同伴が必要です。※各プログラムには定員がご
ざいます。満席及び器材数によっては、ご参加いただけませんので、
ご了承ください。※すべてのアクティビティやプログラムは、予告
なく変更または中止となる場合がございます。※天候、海象、潮の
干満、器材整備等の理由により、開催時間の変更や中止となる場
合がございます。※プログラムによっては、お客様の健康状態な
どを鑑み、参加をお断りする場合がございます。※60歳以上75

歳未満の方は、病歴にかかわらず医師の診断の上、医師の同意書
が必要となります。

最新スケジュールは、
こちらからも
ご覧いただけます。

For the schedule in
English, scan here.

※各プログラムには定員がございます。満席及び機材数によっては、ご参加いただけませんので、ご了承ください。
※すべてのアクティビティやプログラムは、予告なく変更または中止となる場合がございます。
※天候、海象、潮の干満、機材整備等の理由により、開催時間や実施場所を変更・中止する場合がございます。
※プログラムによっては、お客様の健康状態などを鑑み、参加をお断りする場合がございます。

【プログラムのご予約について】

・★印：前日19:00まで
・～12:00（★印除く）：前日20:00まで
・12:00以降：開始1時間前まで

にご予約ください。

8:00 - 9:00 ★

瀬良垣モーニングヨガ

8:00 - 9:00 ★

瀬良垣モーニングヨガ

8:00 - 9:00 ★

瀬良垣モーニングヨガ

8:00 - 9:00 ★

瀬良垣モーニングヨガ

8:00 - 9:00 ★

瀬良垣モーニングヨガ

8:00 - 9:00 ★

瀬良垣モーニングヨガ

8:00 - 9:00 ★

瀬良垣モーニングヨガ

8:30 - 9:30

ジョギング
～美しい自然に包まれて～

8:30 - 10:00

58号線
うみかぜ自転車旅

8:30 - 9:30

ジョギング
～美しい自然に包まれて～

8:30 - 9:30

ジョギング
～美しい自然に包まれて～

8:30 - 10:00

58号線
うみかぜ自転車旅

8:30 - 10:00

58号線
うみかぜ自転車旅

8:30 - 10:00

58号線
うみかぜ自転車旅

14:00-17:00

ロングツーリング

10:30-13:30

ロングツーリング

14;00-15:00

リラックスヨガ

14:00-17:00

ロングツーリング

10:30-13:30

ロングツーリング

14;00-15:00

リラックスヨガ

14:00-17:00

ロングツーリング

10:30-13:30

ロングツーリング

14;00-15:00

リラックスヨガ

14:00-17:00

ロングツーリング

16:00-17:00

～音で繋がる親子の絆～
親子で三線教室

16:00-17:00

～音で繋がる親子の絆～
親子で三線教室

20:30-21:00

グッドナイトストレッチ

20:30-21:00

グッドナイトストレッチ

20:30-21:00

グッドナイトストレッチ

20:30-21:00

グッドナイトストレッチ

1/1-7　15:30-17:30　
お正月特別プログラム

日本の伝統の遊び「福笑い」で遊び、
新年の始まりを笑いでいっぱいに

1/28-2/3　15:30-17:30　
節分特別プログラム

鬼のお面を作って豆まきを楽しみながら、
1年の福を呼び込もう

※★のプログラムは前日19時までにご予約ください。その他のプログラムは、開始1時間前までにご予約ください。 
※各プログラムには定員がございます。満席及び機材数によっては、ご参加いただけませんので、ご了承ください。
※天候、機材整備等の理由により、開催時間や実施場所を変更・中止する場合がございます。※各プログラムには対
象年齢がございます。詳しくはお問い合わせください。※すべてのプログラムは、予告なく変更または中止となる場
合がございます。※プログラムによっては、お子様の体調などを鑑み、参加をお断りする場合がございます。

TIME

9:00-10:00 1・2・3歳児
親子play room★

1・2・3歳児
親子play room★

1・2・3歳児
親子play room★

1・2・3歳児
親子play room★

1・2・3歳児
親子play room★

1・2・3歳児
親子play room★

11:00-12:00 1・2・3歳児
親子play room

ハイアット
リトルシェフ★

1・2・3歳児
親子play room

1・2・3歳児
親子play room

1・2・3歳児
親子play room

1・2・3歳児
親子play room

1・2・3歳児
親子play room

15:30-17:30 沖縄シーサーに触れよう
（1/8-27、2/4-28）

カラーサンドで遊ぼう
（1/8-27、2/4-28）

瀬良垣で作ろう貝殻工作
（1/8-27、2/4-28）

沖縄シーサーに触れよう
（1/8-27、2/4-28）

沖縄シーサーに
触れよう

瀬良垣で作ろう貝殻工作
（1/8-27、2/4-28）

カラーサンドで遊ぼう
（1/8-27、2/4-28）

沖縄シーサーに触れよう
（1/8-27、2/4-28）

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

13:00-15:00 瀬良垣で作ろう
貝殻工作

カラーサンドで遊ぼう
瀬良垣で作ろう
貝殻工作

瀬良垣島の探検隊♪

1・2・3歳児
親子play room★

1・2・3歳児
親子play room

ハイアット
リトルシェフ★

【お問い合わせ】ザ・アイランド2階　『スパ はなり』　TEL.098-960-4288／ホテル内線番号：60 【ご予約・お問い合わせ】ザ・アイランド１階　リゾートセンター　ホテル内線番号：51

館内の印象的な2つのデザイン、ロビーの格子状のインテ
リアと琉球ガラスがネイルになりました。「格子」デザイン
は、深みのあるブラウンとゴールドの格子模様がエレガント。
「琉球ガラス」は、クロスラインやマーブル模様で沖縄の光
の揺らめきを表現しました。旅の新しいお土産をどうぞ。

瀬良垣限定デザインの
ジェルネイルが誕生！

プライベートプログラムについて
当日に開催可能なプログラムの中から、内容や実施時間等お客様のご希望に応じてプログラムをご提供させていただきます。

お気軽にお問い合わせください。

セルフストレッチ［30/60分間］

ストレッチポールエクササイズ［30/60分間］

バランスボールエクササイズ［30/60分間］

サイクリング［60/90/120分間］

体幹トレーニング［30/60分間］

ウォーキング［60分間］、ジョギング［60/90分間］
瀬良垣の
風や光を
体で感じよう

10:00-17:00
「やって

みたい！」
の思いに

お応えす
る
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 「こういうのを居心地が
いいって言うんだね」
　木組みの格子から差し込む光

は、木漏れ日のような心地よさ。

何気なくくつろぎたいときから、

到着や旅立ちの瞬間まで印象深

く彩ります。この冬から目も舌も

楽しませるおしゃれなハイティー

も登場し、優雅で美味しい午後も

お過ごしいただけます。

 「この夕陽を一緒に
見ることができてよかった」
　冬期限定オープンで、ピット

に灯る炎のゆらめきとともに

ゆっくりと沈む夕陽を堪能でき

ます。ホットワインやコーヒー

カクテルなどの温かいドリンク

を手に、海と空が溶け合いなが

ら夕焼け色に染まる光景をじっ

くりと堪能してください。

【ご予約・お問い合わせ】ザ・アイランド1階　リゾートセンター　ホテル内線番号：51

館内の4つのバー＆ラウンジ

は、瀬良垣での忘れられない

ひとときが生まれる場所。そ

こでは、座った瞬間からあな

ただけの特別な物語が始まり

ます。今日待ち受けるストー

リーはわくわくドキドキ? そ

れとも煌めき?? さあ、それは

行ってみてのお楽しみ。
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2
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おしゃべりが弾んで
STORY 04 ロビーラウンジat

 「こんなにくつろいだ気分になるのは久しぶり」
 「今晩は、なんだかゆっくり話したい気分」
　真っ白な花ブロックに囲まれて日常の喧噪と切り離された落ち着

きのある空間は、おひとりだけまたは大切な人との特別な時間を過

ごしたいときにぴったりです。心に残るスペシャルな一杯がお出迎え。
1.テラス席でいただくのもおすすめ。右の、グラデーションが美しいカクテル
「SERAGAKI」は、バーから見える夕陽をイメージ。2.甘酸っぱくスモーキーな味
わいがくせになる「スモーキー トロピカル カプチーノ」は、驚きの演出も必見！ 3.カ
ウンターの正面に広がる大きな窓からは、美しいサンセットをほしいままに。

大切な人と非日常の時を
STORY 01 シラカチバーat

 「アクティビティの後は、大好きなあのドリンクが最高！」
 「私も『またここに帰ってきたいなあ』と思っているんです」
　さまざまな人々が行き交い集うオープンバーは、ビールからワイン、ノンアルコ

ールドリンクまで幅広く取りそろえています。お気に入りの一杯で元気をチャージ

するも、隣り合う人と思い出を語り合うもよし。自由に気軽に立ち寄りたい場所です。
1.クラフトビールは常時9種類がそろう。2.ノンアルコールカクテルも豊富。シソやパイナップ
ルが香る「Ibuki」（写真右）は、体の中にさわやかな風が吹き抜けるようなフレッシュな味わい。

ざわめきを楽しみながら 
STORY 02 ロビーバーat

波の音をBGMに
STORY 03 ファイヤーピットテラスat



　旧暦の2、3月頃、沖縄は「うりずん」と呼ばれる季節を迎えます。

冬が終わると温かい雨で若葉がいっせいに芽吹き、草花は彩り

を増して大地が一気に輝き出します。そうした「目覚め」や「潤い」

で満たされる感覚を心と体でも感じてほしいという思いから生

まれた新プランが「うりずん」です。ご宿泊と食・アクティビティ・

スパの3つがセットで、食は沖縄の伝統食をベースにした「シン

ジムン（沖縄の滋養食）」、アクティビティとスパは温めとエネル

ギーチャージに最適なプログラムをご用意し、あらゆる角度から

あなたの内に眠る元気にアプローチ。全身の細胞が「うりずん」

のような勢いと潤いに満ちあふれることでしょう。

沖縄ごよみ

旧暦行事を知れば、
沖縄の暮らしが見えてくる

あなたの心と体にも
「うりずん」の訪れを。

【ご予約・お問い合わせ】
ザ・アイランド2階　『スパ はなり』　
TEL.098-960-4288／ホテル内線番号：60

1.手前左から反時計回りに、よもぎの香りがさ
わやかなフーチバーぼろぼろジューシー、長命
草と苦菜とタンカンの白酢和え、滋養効果の高
いチデークニ（島人参）を使ったチムシンジ、温
かいもずく酢、紅芋もなか、鉄分が豊富なハンダ
マのお浸し。どれも体に染み渡るような滋味深
い味わい。2.アクティビティの「モーニングヨガ」
で新鮮な空気を取り込んで。3、4.スパでは、月桃、
よもぎなど8種のハーブをふんだんに用いたバ
スで温まり、ハーブボールでトリートメント。パ
ワフルな植物のエキスが全身に活力を与えます。

アロエ
が入っ

た

紅芋も
なかは

食感も
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　例年、1月中旬から県内各地でスポーツキャンプが開催さ
れる沖縄。1月はＪリーグ、2月になるとプロ野球球団の春季キャ
ンプがスタート予定で、プロアスリートが続々と集結します！ 

キャンプ中は、監督や選手たちと普段よりも近い距離で接す
る機会が増えるまたとないチャンス。紅白戦やオープン戦も
行われ、迫力と興奮の試合が間近で見られる可能性もぐんと
高くなります。「選手と触れ合ってみたい！」と興味が湧いたら、
ぜひお問い合わせください。

※上記は、2018年12月16日現在の情報です。
　詳細は、各球団の公式ホームページでご確認ください。

（＊は2018年時の日程です）

旧暦の12月8日。月桃の葉で包んだ餅を供え、それを食べて家
族の健康を願います。その昔、餅を食べさせて鬼退治をしたと
いう沖縄民話に由来する行事で、厄払いの意味もあるのだそう。
この日は、『シラカチ』でお食事の方に鬼餅をご用意します。

2019年1月13日（日）
鬼餅（ムーチー）

旧暦の1月1日。旧正月。この日に帰省する沖縄出身者も多く、
島の各地でさまざまな伝統行事が行われます。瀬良垣漁港では、
一年の豊漁と安全を祈念して色とりどりの大漁旗を掲げる漁
船が見られ、恩納の澄んだ青空と港を鮮やかに彩ります。

2019年2月5日（火）
正月（ソーグヮチ）

ちなみに、
沖縄の冬はこんな風物詩も！

プロ野球 2019春季キャンプ日程

読売ジャイアンツ
キャンプ地： 沖縄セルラースタジアム那覇、
 沖縄セルラーパーク那覇
場所：那覇市　日程：2/13～28（一軍）、1～11（三軍）

北海道日本ハムファイターズ
キャンプ地： 名護市21世紀の森公園（一軍）、
 かいぎんスタジアム国頭（ファーム）
場所：名護市、国頭村　日程：2/15～25（一軍）、1～23（ファーム）

広島東洋カープ
キャンプ地： コザしんきんスタジアム
場所：沖縄市　日程：2/16～27＊

阪神タイガース
キャンプ地： かりゆしホテルズ ボールパーク宜野座
場所：国頭郡　日程：2/1～28＊

横浜DeNAベイスターズ
キャンプ地： 宜野湾市立野球場（一軍）、嘉手納野球場（ファーム）
場所：宜野湾市、嘉手納町　日程：2/1～28＊

中日ドラゴンズ
キャンプ地： 北谷公園野球場、平和の森球場
場所：中頭郡　日程：2/1～28＊

東京ヤクルトスワローズ
キャンプ地： 浦添市民球場
場所：浦添市　日程：2/1～26＊

東北楽天ゴールデンイーグルス
キャンプ地： 久米島野球場（前半）、
 金武町ベースボールスタジアム（後半）
場所：久米島、金武町　日程：2/1～

千葉ロッテマリーンズ
キャンプ地： 石垣市中央運動公園野球場
場所：石垣島　日程：2/1～19＊

【お問い合わせ】
ザ・アイランド１階　リゾートセンター　ホテル内線番号：51

これらの島野菜、全種類を使っています！


