
花火 Fireworks
21:00～ 水盤前 Outdoor Terrace (2F)
※ラグーンビュー、オーシャンビュー、ビーチハウスにご宿泊のお客様は、
お部屋から観ることができます。※荒天の場合中止
*Fireworks can be viewed from the Beach House or 
from guestrooms with Lagoon or Ocean Front views.
*The event will be cancelled in case of extreme 
weather conditions.
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※写真はイメージです。
※イベントの参加は宿泊者に限らせていただきます。

お問い合わせ・ご予約：リゾートセンター（内線51）  T 098 960 4321
Reservations & Inquiries: Resort Center (ext 51) *Photo is an image.

*Participation in the events is limited to staying guests.

SERAGAKI
Golden Week Events

2022.4.29- 2022.5.4

April

30
Saturday

沖縄民謡演奏・芸能 
Okinawan Music
17:00/ 18:00/ 19:00 (各15分)   
ロビー Lobby

May

4
Wednesday

May

2
Monday

モーニングヨガ Morning Yoga
8:00～(60分) 瀬良垣ビーチ Seragaki Beach
※事前予約制（定員30名）※対象年齢：10歳以上 
※雨天：宴会場
*Reservation required (max participants 30)
*For ages 10 and up
*If it rains on the day, the event venue will be changed 
to an indoor event space.
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沖縄民謡演奏・芸能 Okinawan Music
17:00/ 18:00/ 19:00 (各15分)  ロビー Lobby

今年のゴールデンウィークは、瀬良垣の海に彩る大きな花火や沖縄の伝
統芸能などご滞在中にホテル館内で楽しめる様々なイベントをご用意して
おります。ご家族や大切な方々と瀬良垣島で連休をお楽しみください。
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エイサー・琉球舞踊
Eisa Dance, Ryukyu Traditional Dance
16:30/ 17:30（15分） 水盤前 Terrace (2F)
※雨天：ロビー
*If it rains on the day, the event venue will be changed to the Lobby.
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人気のフレンチトーストやエッグベネディクトのほか、USサーロ
インステーキや沖縄総菜など和食、洋食、沖縄料理と豊富な種
類をご用意しております。瀬良垣自慢の朝食ブッフェをお楽しみ
ください。
Start each beautiful day with a delicious breakfast Bu�et at Serale. 

We o�er our delicious French toast , Eggs benedict, Okinawan dishes, 

US sirloin steak and more. Enjoy our signature breakfast bu�et.

シラカチ・炉端
（Robata）

4/29　         7 :00～10 :30
4/30-5/8　6:30～10 :30　　

時間  Hours  

● 朝食のご案内 Breakfast ●

大人  Adult              ¥4,200 

子供  Child (7-12)   ¥2,300 
子供  Child (4-6)    ¥1,000

料金 Price

県産の野菜やゆし豆富、もずく、炭火で香ばしく焼き上げた焼魚など、

沖縄の食材をふんだんに使った朝食を炊きたてごはんと共にどうぞ。

Make your morning with an Okinawan set menu full of local Okinawan 
ingredients. This local Okinawan Breakfast can only be enjoyed at 
Shirakachi.

4/30-5/5　7 :00～10 :00
　

時間 Hours

大人 Adult  ¥4,200 
子供 Child (7-12)  ¥2,300 

料金 Price

オールデイダイニング セラーレ　朝食ブッフェ シラカチ 炉端　うちなー朝食膳

Serale GW SPECIAL LUNCH BUFFET
オールデイダイニング セラーレ ゴールデンウィーク スペシャルランチブッフェ

お子様から大人まで家族みんなで楽しめるゴールデンウィークだけの特別ランチブッフェをご用意しております。ライブキッチンでシェフが
仕上げる料理やサラダ、パスタ、肉料理、パティシエ特製のスイーツなど心ゆくまでお楽しみください。
Enjoy a special lunch bu�et during Golden Week at Serale. A variety of menus are prepared which include meat dishes, pasta, salad 
and deserts. Enjoy the full experience of our chefs cooking right in front of you at our live cooking stations.

期 間  Period     4/29-5/8　

料 金    Price　     大人 Adult  ¥4,800 
                                 子供 Child (4-12)  ¥2,400 

時 間  Hours     1 1 :30～15 :00

※各日限定100食　

*All prices are including service charge and consumption tax. *Photo is an image. 
*Please inform our sta� if you have any food allergies and special dietary requirements.
*There may be a di�errence in the total amount due to the accounting systems.

＊表示料金にはサービス料及び消費税が含まれております。 ※写真はイメージです。
＊アレルギー食材や食事制限についてのご要望につきましてはスタッフへお申し付けください。
＊合計システムの計算上、合計金額に乖離が生じることがあります。
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