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　実は沖縄は、生鮮マグロ漁獲量で全国3位を誇る

マグロ天国。ホテルのレストランにおいても欠かせ

ない看板食材のひとつです。そこで、『シラカチ』の

嘉数順料理長とともに、那覇市の泊漁港で行われる

沖縄マグロのセリに潜入！  セリは、早朝5時、進行

役のホイッスルでスタート。沖縄のセリでは黒板に

買値を書いて表示するのが特徴で、カタカタッと黒

板を開閉する音が激しくも軽快に響きます。ときに

「わぁっ、5円（で競り負け）かぁ！」と悔しげな声も

漏れ聞こえる白熱のセリは、2時間前後も続くそう。

 「生でも火を通しても美味しいですし、上質なもの

ほど冷やすと鮮やかな赤色に発色するので、美しい

色合いも味わってください」と嘉数料理長も熱く語

る「美ら海マグロ」、ぜひご賞味あれ！
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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。

1.沖縄産の牛肉や野菜にじっくりと火を入れて、食材本来の甘さや旨みを引き出した炭火焼き。
2.店内は3面がガラス張りになっていて、夕暮れ時はサンセットをほしいままに。3.炉端をは
じめとする『シラカチ』の嘉数順料理長。ベストな火の入れ具合を見切る眼差しは、真剣その
もの。4.旬の食材がずらりと並ぶカウンター。艶々としたマグロなどの魚介、シャキッとした
野菜など新鮮そのものな素材を目にするだけでも元気になれそう！

【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

沖縄ごよみ

旧暦の10月3、4日。今
年で30回目の自転車ロー
ドレース。11日は「本島
一周サイクリング」や「恩
納村ファミリーサイクリ
ング」の選手たちを、58

号線から間近に見ること
ができます。

2018年11月10日（土）
～11月11日（日）
ツール・ド・
おきなわ2018

瀬良垣を熱くする
イベントで

一緒に盛り上がろう！

1.セリの開始1時間前には、
場内を埋め尽くさんばかり
の生マグロがずらり。仲買
人と一体ずつ確認する嘉数
料理長。2.赤い帽子の進行
役に向かって一斉に黒板が
上がり、わずか数秒で決着！  

3.尾部分の切り込みで身質
をチェック。嘉数料理長に
よると「きめが細かくてもっ
ちりしたものが上物」だそう。

1.セモリナ粉のカリッとした食感と香ばしさ
が、やわらかい小イカの身とマッチ。小イカ、
アスパラガス、ズッキーニのフライ。アリオ
リソースを添えて。2 .沖縄の魚、ウメイロを
カルパッチョ仕立てに。3、4 .オープンキッ
チンの店内は、イエローとブラウンが基調に
なっていて、温かみがありながら洗練された
雰囲気。5.トーマス・ブロスナン総料理長は、
「素晴らしい料理ほど人々を結びつけるもの
はありません！  ぜひ瀬良垣で召し上がって
みてください」とにっこり。

【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

　沖縄の食材や料理法を活かしながらも「新たな美味しさの提供」を追求する「ハイアッ

トリージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄」のレストラン。『シラカチ』の炉端では、食材

が本来もつ深く豊かな味わいを最大限に引き出すことにこだわりました。備長炭を用い

た店内中央の“炉端”で最適な状態に火入れをした肉や魚、野菜は、シンプルな味付けで

十分。一口ごとに滋味深さが広がり、沖縄の海や大地が育む恵み、そのパワーが体中に染

み渡ることでしょう。一方、『クッチーナ セラーレ』では、沖縄食材の可能性に着目。イタ

リアンならではの食感や香りと融合しながらも存在感を発揮する素材、その味わいとの出

会いは、感動や楽しさが待っています。11月は、車エビや島ニンジンなど秋の沖縄食材が

旬を迎える時期。これまで知らなかった新しい味わいをレストランで堪能しつつ、ほっこ

りとした秋のひとときをお過ごしください。
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10:00-17:00

プライベートプログラム

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

In the calm wind, bringing your mind and body together.

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
9:00～17:00（最終受付）

歴史と文化に育まれた琉球の伝統楽器、
三線を親子で楽しく学びます。お子様
やご自身で奏でた三線の音色は深く響
き、心身がゆるりとほぐれることでしょ
う。お子様には紅型の衣装サービスも。

三線の調べで
心も体もゆる～り

PICK UP

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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「沖縄のおいしいものが食べたい」「おすすめの観光スポット
は？」といった旅のご相談は、ぜひリゾートセンターへお任せ
ください。ホテル内のレストランやアクティビティプログラム
のご予約から周辺施設のご案内、サプライズのお手伝いまで、
お客様一人ひとりに寄り添ったご提案をお約束いたします。

FOR PLEASANT STAY

10月に始まった、ご自身の予定に合わせてご希望のプログ
ラムを相談できる「プライベートプログラム」。体を動かす
ことで、瀬良垣の大地のパワーを全身で感じられるウェル
ネスプログラムがより体験しやすくなりました。観光も運
動も楽しみ尽くして元気になりたいあなたにぴったりです！

PRIVATE PROGRAM

WELLNESS PROGRAM 
TIME

Night

Evening

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

Morning

Daytime

10:00-17:00

プライベートプログラム

10:00-17:00

プライベートプログラム

プロポーズもお手伝い！
リゾートセンターは旅の味方

プライベートプログラムで
あなたの元気をフルチャージ！

おだやかな島風を受けて、心と体をひとつに。
NOVEMBER

【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

※開催時間についてはお問い合わせいただき、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。

※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。

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.

【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21:00まで
・12:00以降：開始1時間前まで

にご予約ください。

10:00-17:00

プライベートプログラム

10:00-17:00

プライベートプログラム

10:00-17:00

プライベートプログラム

※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

9:00-11:00 沖縄シーサーに
触れよう

瀬良垣で作ろう
貝殻工作

カラーサンドで遊ぼう
沖縄シーサーに
触れよう

カラーサンドで遊ぼう
沖縄シーサーに
触れよう

瀬良垣で作ろう
貝殻工作

13:00-15:00 瀬良垣島の探検隊♪ 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♪
瀬良垣で作ろう
貝殻工作

カラーサンドで遊ぼう 瀬良垣島の探検隊♪

MON TUE WED THU FRI SAT SUN

15:30-17:30 沖縄シーサーに
触れよう

瀬良垣で作ろう
貝殻工作

カラーサンドで遊ぼう
沖縄シーサーに
触れよう

カラーサンドで遊ぼう
沖縄シーサーに
触れよう

瀬良垣で作ろう
貝殻工作

10:00-17:00

プライベートプログラム

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。詳細はお問い合わせください。

＜プログラム例＞

ヨガ、ストレッチ、体幹トレーニング、
ジョギング、プール、自転車、ハイキング、
バドミントン、ハンドボール、ウクレレ、
はじめてフィットネス（パーソナル）

PICK UP PICK UP

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

16:00-17:00

サンセットヨガ

16:00-17:00

サンセットヨガ

16:00-17:00

～音で繋がる親子の絆～
親子で三線教室

16:00-17:00

親子で楽しむ
瀬良垣エイサー

16:00-17:00

～音で繋がる親子の絆～
親子で三線教室

16:00-17:00

親子で楽しむ
瀬良垣エイサー

夕陽に
心が洗われる

16:00-17:00

サンセットヨガ

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

瀬良垣の
風や光が
さわやか


