
■【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。
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沖縄の恵みを　
たっぷり味わおう！

エグゼクティブスーシェフとして、イタリア・

サルデーニャ出身のマルチェッロ・メレウが

着任し、さらなる新たな美味を追求する『ハ

イアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 

沖縄』。日々試行錯誤を重ねてついに完成し

たのが、なんともユニークなピザ2種！ 素材

の持ち味を活かすイタリアンと沖縄食材との

コラボレーションが持ち味の『クッチーナ セ

ラーレ』より登場します。 ひとつは、県産ポー

クの肩ロースコンフィやスパムからチーズに

島ニンニク、バジル、パイナップル、ドラゴン

フルーツ、県産トマトのソースまで数々の沖

縄食材をふんだんに乗せた1枚。コンフィや

スパムのジューシーな旨みとフルーツの甘み

がよくマッチし、つい「もう一口」と後を引く

美味しさ。お子さまでも食べやすい味わいで、

ご家族全員で楽しくいただけます。もう1種

類は、沖縄の魚介類を贅沢に使ったシーフー

ドピザ。ぷりっとした弾力と旨みが特徴のコ

マガイやアオリイカ、エビといった海の幸を

県産トマトとアメリケーヌソースで召し上がっ

ていただきます。香りと旨みがぐっと増す、

仕上げのアーサのトッピングも絶妙！ 鮮や

かな彩りで見た目にも食感をそそるピザ2種

を、ぜひお試しください。

【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」

TEL.098-960-4321／ホテル内線番号：51

【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」
TEL.098-960-4321／ホテル内線番号：51

料理はもちろんスイーツやカクテルにも、沖

縄の味わいをご用意しました。この時期なら

ではの沖縄フルーツといったら、シャキシャ

キした食感と高い糖度が特徴の「今帰仁すい

か」。しっかりとした甘みがあるため、ショー

トケーキと合わせてもクリームやスポンジに

負けない存在感を放ちます。カクテルは、フ

ローズン仕立てに。ベリーを漬け込んだウォッ

カベースでさっぱりとした味わいは、暑さで

ほてった喉や体を潤すのにもピッタリです。

今が旬の「今
な

帰
き

仁
じ ん

すいか」は
スイーツとカクテルでどうぞ。

旧暦5月4日。恩納村で100

年以上続く競漕。豊漁と海
上安全を祈願後、「サバニ」
と呼ばれる伝統漁船で速さ
を競う職域ハーリーや、わざ
と船をひっくり返してから
漕ぎ出す転覆ハーリーなど
各種レースを開催。当館ス
タッフのチームも出場！

旧暦6月15日。新米や新米
から造ったお酒を供えて、稲
の収穫に感謝する稲大祭。
各集落や家庭で村落の繁
栄や家族の健康長寿を祈
願します。併せて綱引きや
沖縄相撲を行う地域も。

2019年 6月6日（木）
前
まえ

兼
がね

久
く

ハーリー

2019年7月17日（水）
六月ウマチー

「今帰仁すいか」とは一体どんなスイカ？

沖縄で今帰仁すいかが栽培され始めたのは1970年代。ほとんど

が県内で消費されていましたが、最近はその美味しさが県外でも

評価され始めています。自身もこちらのすいかを栽培している

という有限会社今帰仁すいかの山城直樹さんによると、「今帰仁

すいかの平均糖度は11度。夏場はあえて10.5度に抑えています

が、それ以下になるとB級品となり加工用にするため、市場のス

イカはどれも高い糖度が保たれている」のだそう。今帰仁すいか

には必ずシールが貼られているので、そこで見分けてみましょう。

沖縄食材のピザ2種は、ランチ、ディナーともに、どちらか1種類を日替わりでご用意。
シーフードピザは、モッツァレラやゴーヤチーズとアーサの相性のよさに驚くこと間
違いなし。もう1種のトロピカルなピザは、カラフルな見た目も食欲をそそる！

ABOUT NAKIJIN SUIKA

1.「今帰仁すいかのショートケーキ」は、マーケットにて購入可。また、
『ロビーラウンジ』で召し上がっていただくことも可能。2・3.「今帰仁
すいかのフローズンカクテル」は、ハチミツ漬けのナッツのコクとス
イカが引き立て合う一杯。『シラカチ・バー』にてご提供中。

1

2

3



※9:00～のプログラムは前日19時まで、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。 ※各プログラムの年齢表記は推奨年齢です。表記
以外の年齢のお子様のご参加についてはお問い合わせください。※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。※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。

ダイビングをはじめとするマリンプログラムはもちろん、
ヨガやジョギングなどのウェルネスプログラムまで、

心と体に元気をチャージするさまざまなアクティビティをお届けします！

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。
さまざまな種類の珊瑚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。ビ
ーチエントリーも可能です。

Welcome to Seragaki Island Marine & Activities Club!

瀬良垣島マリン＆アクティビティクラブへようこそ！
by ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄

June & Ju l y

【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

PADIは、世界最大のスクーバ･ダ
イビング教育機関です。「瀬良垣島
マリン&アクティビティクラブ」は
PADIの認定を受けており、ライセ
ンス取得も可能です。

さわやかな朝の光のなかで、ひとつひとつ丁寧に
基礎的なポーズを取りながら心身の調和をはかり
ます。ひと呼吸ごとに瀬良垣の美しい空気で体が
満たされ、終わった後の爽快感はひとしおです。

瀬良垣モーニングヨガ ★
［毎日］7:00
60分間／12歳以上

瀬良垣の美しい海を見ながら、さわやかな島風を
頬に受けて走るのは格別の気持ちよさ！　走力に
合わせてペース設定を行うので、初心者から上級
者までそれぞれのレベルでお楽しみいただけます。

ジョギング ～美しい自然に包まれて～
［毎日］10:30
60分間／12歳以上

見通しがよく走りやすい国道58号線を、ロードバ
イクで颯爽と駆け抜けます。周りに広がる海や木々
の美しい景色を楽しみながら有酸素運動が行えて、
ストレス解消にも効果的です。

58号線うみかぜ自転車旅
［毎日］8:30
90分間／8歳以上泳ぎが苦手な方やライセンスをお持ちでない方で

も参加できるダイビング入門コース。浅瀬で簡単
な講習を受けた後、インストラクターとともに、透
明度が高く美しい瀬良垣の海中世界をお楽しみい
ただけます。珊瑚や魚たちとの出会いも興奮もの。

ボートで行く体験ダイビング
120分間／10歳以上

ボートで行くシュノーケリング
90分間／6歳以上

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。自然と一体になり、海の
上を滑って進むような心地よさ。高い透明度や色
鮮やかな珊瑚など瀬良垣の美しい海を満喫。シュ
ノーケリングが楽しめるプログラムもございます。

シーカヤックツアー
60分間／3歳以上

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。シュノー
ケリングも楽しめるプログラムもございます。

SUP（スタンドアップパドル）体験
60分間／10歳以上

～沖縄の文化に触れよう～  初めての三線体験
［水 /日］16:00

歴史と文化に育まれた琉球の伝統楽器、三線を楽
しく学びます。三線のやわらかな音色が心身に響
きわたり、ゆったりとした流れに身を委ねる心地
よさを味わえます。

60分間／12歳以上

心地よく全身を伸ばしながら柔軟性を高め、日常
生活やデスクワークなどで凝り固まった筋肉をリ
フレッシュ。血行促進や体温上昇も期待でき、終
わった後は体が軽くなるのを実感できるでしょう。

リフレッシュストレッチ
［月 /木］15:30
30分間／12歳以上

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
提供いたします。お気軽にお問い合わせください。

「やってみたい！」の
思いにお応えする

プライベートプログラム
［毎日］10:00 - 17:00

Indoor menu
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］

体幹トレーニング
［30/60分間］

自分の体とじっくり向き合いたい方、
トレーナーのアドバイスを
受けたい方に最適。

Outdoor menu
ウォーキング
［60分間］

ジョギング
［60/90分間］

サイクリング
［90分間］

ロングツーリング
［180分間］

沖縄の自然を全身で感じたい方、
開放的な空間で
体を動かしたい方にぴったり。

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】

・★：前日19:00まで
・それ以外：開始1時間前まで

にご予約ください。

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.

※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。

浅瀬から沖まで自在にアプローチできるカヤック
に乗り、あたたかく心地よい潮風を体に受けなが
ら最高のフィッシングポイントを狙います。美し
い瀬良垣の海上で優雅にたたずみつつ、醍醐味
のあるフィッシングをお楽しみいただけます。

カヤックで行く
フィッシングツアー
120分間／12歳以上

※キャッチ＆リリース方式。餌釣り（オキアミ使用）。
※一人乗りカヤック1艇と釣り竿1本セット。

WELLNESS PROGRAM MARINE PROGRAM 9:00-16:00

CAMP HYATT PROGRAM 砂絵遊びや貝殻工作、シーサーとのふれあいなど、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.

や
あ
、カ
ー
ミ
ー
だ
よ
。

瀬
良
垣
の
思
い
出
を

た
く
さ
ん
作
ろ
う
ね
！ 

好みの色の砂で、オリジナルの
砂絵またはフォトフレーム作りを
お楽しみいただけます。

カラーサンドで遊ぼう
［月/水 /日］9:00  ［金］12:00

120分間／4-6歳

素焼きのシーサーに色を付けて“マ
イ・シーサー”を作ります。粘土で
シーサー作りもOK！

沖縄シーサーに触れよう
［火 /金］9:00  ［水 /土］12:00

120分間／4-6歳

瀬良垣のビーチで拾った貝殻で、
フォトフレームやジェルキャンド
ルを作りましょう！

瀬良垣で作ろう貝殻工作
［木 /土］9:00  ［火 /日］12:00

120分間／4-6歳

リトルシェフ以外のすべてのメ
ニューから、お好みのプログラム
をお選びいただけます。

クラフト教室
［毎日］15:00

120分間／7-12歳

SEASON SPECIAL PROGRAM

まずは星座盤をつくり、それを手にして
星座を見つけに出かけます。天の川や北
斗七星、夏の大三角形などといった、夏
の代表的な星座を探して楽しみましょう。

親子で楽しむ瀬良垣の星空
［土 /日］19:30
90分間／7歳以上

7/1-31



美しい海に囲まれた瀬良垣島をロケーションとする

「ハイアット リージェンシー瀬良垣アイランド 沖縄」は、

島の随所に好奇心を刺激するエリアがいっぱい。

そこで、驚きや楽しみがあふれる代表的なエリアをご紹介。

お気に入りの場所を見つけてみてください！ 

ご予約・お問い合わせ　【③】：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 　【その他】：ザ・アイランド1階 「リゾートセンター」　TEL.098-960-4321／ホテル内線番号：51
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「プールサイドで、もっとゆったりと過ごしたい」。そんなみな

さまの声にお応えして、有料のプライベートスペース「カバナ

ラウンジ」を、ラグーンのプールサイドに設けました。リクラ

イニングチェアや屋根とカーテンが付いたカバナで、目の前に

広がるラグーンと瀬良垣の海を独り占めするような贅沢気分

に浸れます。お好みのソフトドリンクを無料サービスいたし

ますので、プールコンシェルジュへご注文ください。

ワンランク上の
プライベート空間。

【カバナラウンジ】6

絶景を眺めながら
心と体にエネルギーを。
足を踏み入れた瞬間から癒やしの時間が始まる『ス

パ はなり』。なかでも、独立したプライベート棟の「ス

パカバナ」では瀬良垣の絶景が広がり、深い自然に抱

かれているような居心地のよさ。シグネチャーメニュー

の「マインドフルネスアロマセラピー」で、緊張が解

きほぐされて心身に新たなエネルギーが巡り出す本

当の「ウェルネス」な状態を体感してみてください。

3 【スパカバナ】

まずは頼もしい旅の
味方へ気軽にご相談を。
フロント横の「リゾートセンター」では、館内のレ

ストランやスパ、さまざまなアクティビティプロ

グラムのご予約からサプライズのお手伝いまで、

さまざまなご相談を承ります。「沖縄のおいしい

ものを食べたい！」「おすすめのイベントは？」な

どお気軽にお声がけください。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！

【リゾートセンター】1

元気が湧き出る
体を手に入れて。
フィットネスセンターでは、自身の体をベストな状

態へと導くコンディショニング・トレーニング

「R-body project 」のプログラムが好評です。現代

に多い、肩・腰・膝の不調にアプローチし、痛みが

起きる原因やその解決法を指導します。「鍛える」

前に「整える」コンディショニングで自分に合う運

動を知り、調子のいい体を手に入れましょう。

【フィットネスセンター】2

美しく豊かな
瀬良垣の海へ出発！
今夏、ザ・アイランドとザ・ビーチハウスを結ぶブリッ

ジのたもとに、ポンツーン（桟橋）がオープン予定。

これによって、マリンアクティビティへのアクセス

が一段と快適に！　色とりどりの魚や珊瑚たちに

迎えられ、幻想的な水中世界を満喫できる「ボート

ダイビング」など、新しくご提供するマリンアクティ

ビティプログラムもここから出発します！

【ポンツーン】4

スイムウェアのままで
ドリンクも、フードも！
プールサイドに置かれたチェアで、スイムウェアのま

ま、渇いたのどを癒やせるプールサイドバー。シャン

パンやフローズンカクテル、ソフトドリンクまで各種

ご用意しておりますが、実はフードメニューも多彩で

す。グリーンサラダからマルゲリータなどのピザ各種、

ボリュームたっぷりなチーズバーガーなどの本格的

な味わいをプールサイドでも満喫してみては？

【プールサイドバー】5



プライスレスな思い出は
1冊に閉じ込めて。
当館での滞在や思い出をスタンプで貯められる「瀬良垣ア

イランドパスポート」が登場！ ご希望のお客様に1冊100

円*で販売いたします。「滞在スタンプ」は1回の滞在で1つ、

「アクティビティスタンプ」はレストランやアクティビティ

などの施設やサービスをご利用ごとに押印。「滞在スタンプ」

が10個貯まった方にはお楽しみも！ スタンプ集めを楽し

みながら、瀬良垣で過ごした時間の証を残してみては。

＊パスポートの売上の一部を、恩納村のサンゴ保護活動へ寄付いたします。

TOPICS

沖縄食材の旨さが引き立つ
「琉球炉端 by Kanda」のメニューで
夏の元気とパワーをチャージ！ 

本日のおそうざい盛り合わせ。左奥から時計回りに、イリチー、
ハンダマと海ぶどうのごまゼリー和え、セロリの梅和え、に
しんの昆布巻き、オレンジ風味の人参シリシリ。

田芋を練って作る「どぅるわかしー」。きのこや自家製かま
ぼこを入れてさまざまな旨みを加え、最後に表面を焼いて香
ばしく仕上げるのが神田流。酒の肴にぴったりです。

『シラカチ・炉端』でご堪能いただけるのは、ミシュラン3

つ星の名店『かんだ』の神田裕行シェフが監修するメニュー

「琉球炉端 by Kanda」。夏にぴったりな、元気が出るメ

ニューが揃います。作るのに手間がかかるため、年々口

にする機会が減りつつある沖縄の郷土料理「どぅるわか

しー」も、神田流のひと手間をかけてご用意しました。『シ

ラカチ・炉端』ならではのもうひとつのご馳走、窓一杯に

広がる美しい夕景とともにお楽しみください。

【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」
TEL.098-960-4321／ホテル内線番号：51

美しい海に囲まれた瀬良垣島をロケーションとする

「ハイアット リージェンシー瀬良垣アイランド 沖縄」は、

島の随所に好奇心を刺激するエリアがいっぱい。

そこで、驚きや楽しみがあふれる代表的なエリアをご紹介。

お気に入りの場所を見つけてみてください！ 

2

4

1

7

8
9

お酒を飲みたい人も
鮨を楽しみたい人も大満足の

『シラカチ・鮨』のおすすめコース。

マグロのにぎり。赤酢と甘みのある塩でコクのあるまろや
かな味わいに仕上げたシャリと、新鮮な生マグロが相性抜群。

一品料理。左／金目鯛のしゃぶしゃぶ。とろけるようなコ
クと甘みを存分に。右／太刀魚の塩焼き。魚本来の旨みを
味わっていただけるよう、味付けはシンプルに。

この春にオープンした『シラカチ・鮨』。広島版ミシュラ

ンで一つ星を獲得した大
おお

東
とう

太
ふとし

シェフが、新鮮な魚介や旬の

食材を用いながらその日のおすすめコースを組み立てます。

「アテが7～8品、握りが10貫と、かなりご満足いただける

品数になっており、食べ応えもあると思います。熱燗の日

本酒と料理との相性も楽しんでいただきたいので、ぜひご

一緒にどうぞ」と大東シェフ。真骨頂の「肩の力が抜けた

やさしいお鮨」は、何度も通いたくなる味わいです。

7

アクティブorリラックス、
気分に合わせて使い分け！
瀬良垣ビーチが、表情の異なる2つのビーチになりました。ザ・アイ

ランド側は、のんびりしたい人にぴったり。ゆったりソファで、読書

や日光浴など思い思いにおくつろぎください。ザ・ビーチハウス側は、

アクティブに海を楽しみたい人におすすめ。カヤックやSUPのプロ

グラムはここからスタートするので、ぜひチャレンジを！

8 【2 つのビーチ】

7

8

おすすめの
サンセット
ビュースポット

3

海の楽しみ方を知りつくす
スペシャリストが集結！ 
「瀬良垣島マリン＆アクティビティクラブ」には、誰よりも多く瀬良

垣の海に入り、その魅力や楽しみ方を知りつくすスタッフが集結。ダ

イビングやSUP、シーカヤックなど心躍る数々のアクティビティプ

ログラムをご提供します。体験ダイビングやPADIのライセンス取得

もOK。興奮が止まらない鮮やかな海中世界へとご案内します！ 

9 【瀬良垣島マリン＆アクティビティクラブ】


