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ホテル全体がイルミネーション  

〜プールサイドから見た風景〜
夜のプールサイドからは、ホテルの柔らかな灯りの
イルミネーション風景をお楽しみいただけます。

表
紙

カフーリゾート フチャク コンド・ホテルを120%満喫する秘訣
《秘訣１》子連れに優しいおもてなし
フロントにて子ども用「パジャマ」「ス
リッパ」「歯ブラシ」が借りられる。

《秘訣２》感動的なサンセット
10月～12月は17：30～18：30がサン
セットタイム。「Café & Bar」やプー
ルサイドからの眺めがおすすめだ。

《秘訣３》離乳食のサービスもあり！
館内の各レストラン（The Orange、
Deli、無垢）では、離乳食をサービ
スとして無料で提供している。
※但し、大人が同じ店舗で食事す
ることが前提。

《秘訣４》Welcome Live
沖縄在住アーティストによる無料
ライブ

〈開催日〉毎週金・土・日曜日
〈時　間〉
一部／ 19：30 ～ 20：00
二部／ 20：30 ～ 21：00

〈場　所〉2 階  Café＆Bar
※貸し切りにより、開催されない日
もある。

《秘訣５》エコを意識して館内利用
券をゲット！

「掃除なし（清掃やシーツ交換な
どすべて）で OK」と申し出れば、
ECO 特典として 1,000 円分の館内
利用券がもらえる。

〈利用券を使用できる場所〉
館内各レストラン（The Orange、Deli、
Café & Bar、無垢）、The Green SPA、
Shop、有料サポートアイテム

《秘訣６》寝過ごした人に朗報！
「The Orange」「無垢」「Deli」、３
店 舗のランチ営 業 時 間で、The 
Orange の朝 食 券（ 大 人）は 2,000
円分の食事券、Deli の朝食券は
1,000 円分として利用できる。

「果報-かふう-」とは、沖縄の言葉で「果報もの」「幸せ」、「幸せが訪れる」などを意味する。

す べてが  さりげ なく やさしい

カフーリゾート フチャク コンド・ホテル内で表示されている料金には、すべて消費税
などが含まれております。
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館内インフォメーション

〈エッセイ〉果報を探して

特集・朝食・ランチ・ディナー
高級エビ特集 
Wine & Dining  The Orange
レストラン  無垢
Deli
Café & Bar

Express
快眠メニュー & アイテムのご案内

Shop
お土産のご案内

アクティビティ
おすすめプランのご案内

The Green SPA
キャンペーンのご案内

Wedding
カフーウエディングのご案内

主な観光地と所要時間／気候・文化

C O N T E N T S

カフーで目にすることができる一瞬、一風景を切り取ったワンシーンの数々。巻頭2ページにて表紙の撮影ポイントを紹介しています。
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今日も沖縄の空は、青く澄みきっていた。海からの風が心

地よい。ホテルのバルコニーから見える海と空の色に心が洗

われる。やはり沖縄はいいものだ。以前は夏に訪れていた

が、今回は初めての沖縄の秋旅。台風の心配も少なく、日差

しも夏ほど強くない。あまり日焼けをしたくない私にはありがた

い季節かもしれない。これまで主な観光スポットは一通り回っ

たから、今回は体験プログラムを中心に楽しもうと彼と二人で

決めた。昨日は、太陽の光が神秘的に輝く青の洞窟でのシュ

ノーケリングを思う存分楽しんだ。さて、今日は何をしようか

と彼と相談した結果、美しい夕陽が望めるという人気のサン

セットカヤックツアーに参加することに。

初めはうまく漕げるか心配だったが、ちゃんとツアーの前

にガイドの方がパドルの漕ぎ方を教えてくれた。疲れたら、

彼に頑張って漕いでもらおう。そんなことを思いながら、マン

グローブが生い茂るジャングルのような川を、カヤックを漕い

で進む。マングローブの面白い形をした木の根っこやカニ、

渡り鳥、トビハゼなど沖縄特有の動植物たちを間近で見るこ

とができ、アウトドア好きの彼も嬉しそうだ。マングローブの

生態やそこに生息する様々な生き物たちについてのガイドの

方の説明が興味深く、私の知識欲を満たしてくれる。

沖縄の動植物に魅せられている間に、すでに太陽はだいぶ

西へと傾いていた。「これから、夕陽が一番奇麗に見えるスポッ

トへご案内します」というガイドの方に続き、カヤックを川から

海へ向けて漕いで行く。マングローブ林を抜けると、眩いオレ

ンジ色に染まる空と海の光景が目の前に広がった。水面は、

光でキラキラと輝き、夕陽から黄金色の道がまっすぐとこっちに

伸びている。太陽が水平線へと近づくにつれ、色がオレンジか

ら赤へと変化する。息をのむほど美しく刻 と々変化する自然の

表情を、ただただ静かに二人でカヤックの上から見つめていた。

ふいに彼がポケットから「これ」と言って私に手渡した。

それは、小さな一対のシーサーだった。今日、私がエステ

に行っている間にホテルで作ったらしい。アートの苦手な彼

が、私のために作ったユニークな顔のシーサーに思わず笑み

がこぼれる。「また一緒に沖縄に来よう」と彼が言った時、

夕陽に照らされたペアのシーサーがほほ笑んだように見え

た。大海原に沈む沖縄の夕陽を思い出させてくれるであろう

このペアのシーサーに、また彼と一緒にこの光景が見られま

すようにと願いながら感動を心の一ページに刻んだ。

サンセットの約束
〜神無月・霜月・師走〜

果
報
を
探
し
て

vol.8
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Deli
副料理長　平津 亮

ロブスターサンド＆
カーリーポテトフライ
2,500円

ボイルしたロブスター半
尾をマヨネーズと溶かし
バターで和えて、パンにサ
ンドしました。ぷりぷりの
ロブスターの食感とコク
のある味わいを、レモンを
絞ってお楽しみください。チ
リパウダーのかかったカー
リーポテトフライと、お口
直しにレーズン入りキャ
ロットコールスローもセッ
トしています。テイクアウ
トもできるので、ぜひお気
軽にお試しください。

無垢
料理長　中村 哲二

無垢の伊勢海老海鮮鍋
4,500円

伊勢海老とアサリ、県産の白
身魚、野菜を入れて煮込んだ
これからのシーズンにピッ
タリの海鮮鍋です。しっかり
としたカツオだしと、だしに
溶け込んだ伊勢海老とアサ
リのコクのある旨味と香り
が楽しめます。残った汁で沖
縄そば、または雑炊もお作り
いたします。2 度楽しめるこ
のメニューは、今シーズンぜ
ひ召し上がっていただきた
い一品です。

The Orange
副料理長　饒平名 克佳

オマール海老のドゥフィノワ 3,000円 2,200円

グラタンの原型となっているフランス・ドゥフィネ地方
の郷土料理を参考に、オマール海老の身とジャガイモを交
互に並べ、ベシャメルソースをかけて焼き上げた海老みそ
と旨味が濃厚な一皿です。

刻んだオマールエビを入れたトマトクリームソースのペン
ネパスタを、ポットパイの中に閉じ込めました。サクサクの
パイを破った瞬間に広がるポルチーニ茸独特の香りと、歯ご
たえのある食感の両方が楽しめます。風味豊かなトマトクリ
ームソースに絡むオマール海老をご堪能ください。

オマール海老のトマトクリームパスタ
ポットパイ仕立て

総料理長　原田 玲

高級エビの旬を味わう
極上のひと皿
ぷりぷりの高級エビをあらゆる料理で食す

　このシーズンになると身がしまり、秋の味覚として出回る大型のエビを使った「高級エビフェア」
を総料理長の原田 玲がプロデュース。スパニッシュ・イタリアンの『The Orange』、和食の『無垢』、
多国籍メニューを提供する『Deli』の 3店舗のシェフが、「オマールエビ」、「伊勢海老」、「ロブスター」
を使ったメニューで競演。シェフたちが腕によりをかけて創り上げた高級エビメニューの数々を
ぜひご堪能あれ。

高 級

エ ビ

前回は「県産和牛」で好評をい
ただきました「シェフの競演」。
今回は大型の海老でチャレンジ
いたします。私がコンダクター
となり、各料理長が最高のキッ
チンパフォーマンスと創造性を
活かして仕上げた大胆かつ繊細
な料理をぜひご賞味ください。
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「昼」のお得！　「Deli」の朝食券にプラス1,000円すると、「The Orange」の朝食ブッフェを利用することが可能です。 　　　　　　　「The Orange」「無垢」「Deli」３店舗のランチ営業時間で、The Orangeの朝食券は2,000円分の食事券、Deliの朝食券は1,000円分の食事券として利用可能です。「The Orange」「無垢」「Deli」３店舗のランチ営業時間で、The Orange の朝食券は2,000円分の食事券、Deli の朝食券は1,000円分の食事券として利用可能です。

1 和食プレート 1,500円
2 フィッシュプレート 1,500円
3 ミートプレート 1,500円

※テイクアウトは+100円

ミート、フィッシュの洋食プレートと
和食プレートの3種類から
選ぶことができる。
Deli［2F］〈Breakfast〉6：30 ～ 11：30
内線#2211（短縮あり）

1 彩りおばんざいと昼御膳

5  豚肉カツレツ コルドン・ブルー   2,000円

4  クラシックアメリカンバーガー  with フレンチフライ 1,480円

Deli［2F］11：30 ～ 23：00 ／#2211（短縮あり）

カ
フ
ー
の
朝
食
で
迎
え
る

爽
や
か
な
リ
ゾ
ー
ト
の
一
日

 

朝食ブッフェ　
大人 2,500円　小学生 1,250円　6歳未満 無料
晴れた日は、海風を感じられるテラス席がおすすめ。
青い海と爽やかな風が美味しい朝を演出してくれる。
Wine & Dining  The Orange ［1F］〈Breakfast〉
6：30～10：00／L.O. 9：30　内線#2202（短縮あり）

好きなものを好きなだけ、好きなように召し上がれ

　『The Orange』では、日替わりで沖縄料理
や和食、洋食などバラエティ豊かな朝食ブッ
フェがいただける。シェフのこだわりが感じ
られる 30 種を超えるメニューの数々に目を
奪われ、お腹も心も満たされること間違いな
し。テラス席もあるので、天気が良い日は恩

納村の海を一望しながら、海風に包まれての
朝食はいかがだろうか。
　また、ちょっと遅めの朝食やテイクアウト
で気軽に朝食を楽しみたい方は、多国籍料理
が揃う『Deli』へ。ミートとフィッシュの 2種
類から選べる「洋食プレート」と優しい味わ

いの「和食プレート」の 3種類から、その日の
気分で好きなメニューを選べる。『Deli』でい
ただくのも良し、客室やバルコニーでのんび
りといただいくのも良し、好きな場所で好き
なようにいただけるのが『Deli』の魅力だ。

　メインが選べるランチブッフェを提供す
る『The Orange』。今シーズンおススメのメ
インは、サックとした食感にジューシーで厚
みのある豚肉が味わえるフランス料理の「豚
肉カツレツ コルドン・ブルー」。また、和食
レストラン「無垢」では、京都の「おばんざ
い」約 20 種をブッフェスタイルで楽しめる

「彩りばんざいと昼御膳」が大人気。選べるメ
インに「国産あなごの天丼御膳」と「特上握り
寿司 (六貫 )御膳」が新たに加わり、5品から
チョイスできるようになった。テイクアウト
もできる『Deli』では、アメリカンフェアを開
催中。県産和牛を使用した「クラシックアメリ
カンバーガーwith フレンチフライ 」、玉ねぎ

１個を丸ごと揚げた「ベイクド・ブルーミング・
フライドオニオン」、ホットとコールドの２つ
のデザートが楽しめる「ホットキャラメルバ
ナナタルト＆バニラアイスクリーム」の 3 品
が登場。これらのメニューは、ディナータイム
にもオーダーできるのが嬉しい。　　　　

今シーズンぜひ食したい、個性が光るランチメニュー

ENJOY
SEASONAL

Breakfast

彩り豊かな料理が
楽しいランチタイムを演出Lunch

Wine & Dining  The Orange ［1F］
〈Lunch〉11：30～15：00／L.O. 14：30
内線#2202（短縮あり）

厚切りの豚肉と一緒にモツァレラチーズと
生ハムを挟んで、バターでじっくりと焼い
たフランスの代表的な料理。 

メインを、パスタ、パエリア、リゾット、シー
フード、ミートの全18種（1,500円～ 3,400円）
から１つ選び、さらに 10月からはフランス
の料理やデザートなど約30種のブッフェも
堪能できる人気のランチ。

5品のメインディッシュから1品選べ、それに野菜を中心とした
京都の家庭料理「おばんざい」約20種類をブッフェで楽しめる。

2 石垣牛ハンバーグ御膳  2,000円
石垣牛を使用したハンバーグス
テーキは、ランチタイムの不動の人
気を誇る。

国産あなごの天丼御膳  2,400円
海鮮ちらし御膳  1,800円
本日の煮魚御膳 1,600円

3  特上握り寿司(六貫)御膳  2,400円
高級魚のミーバイをはじめ、中ト
ロ、ホタテなどの魚介類 6ネタが楽
しめる。

Restaurant 無垢 ［離れ］
〈Lunch〉11：30 ～ 15：00／ L.O. 14：30 
内線 #2801（短縮あり）

1 2 3

2

3

1

4

Kafuu Menu

5

県産和牛180ｇの肉に、厚切りベーコンなどの具材を
サンドしたボリューム満点の一品。

〈メインメニュー〉
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〈Dinner Course〉

〈Dinner Course〉

Restaurant 無垢［離れ］ 
〈Dinner〉 18：00 ～ 23：00/L.O. 22：00
※コースはL.O. 21：00  内線#2801（短縮あり）

〈先付〉さらしくじらの酢のもの
　　　ずわい蟹と小松菜のお浸し
〈吸い物〉吹き寄せの吸い物
〈造り〉３種盛り
〈煮物〉湯葉包の五目真丈
〈焼物八寸〉金目鯛幽庵焼き　季節もの５種
〈強肴〉もとぶ牛 (県産黒毛和牛 )ロースの石焼き
　　　和野菜のソース
〈食事〉ちりめん山椒のご飯　味噌汁
〈デザート〉3種盛り

1 無垢コース　10,000円

〈先付〉抹茶ごま豆腐　美味出汁
〈温菜〉季節の天ぷら盛り合わせ
〈造り〉2種盛り
〈しのぎ〉玉地蒸し
〈焼物〉金目鯛幽庵焼　季節もの3種
〈食事〉握り寿司8種
〈吸い物〉やんばる鶏もも肉とあわび茸の吸い物
〈デザート〉3種盛り

寿司コース　7,000円

〈先付〉海ぶどう　自家製ゆし豆腐
〈温菜〉ジーマミー豆腐の揚げ出汁
〈造り〉県産まぐろの造り
〈焼物〉ゴーヤーチャンプルー
〈煮物〉県産白身魚のソテー　島人参のソース
〈強肴〉読谷村紅豚のラフテー
〈食事〉ジューシー
〈デザート〉3種盛り

2 沖縄美食コース　5,000円

気鋭シェフの感性と技が生み出す魅惑の料理

　リゾートホテルの優雅な時間をさらに彩
るのが、離れにある和食レストラン『無垢』。
オススメは秋の味覚が楽しめる会席料理「無
垢コース」。金目鯛や秋刀魚、色とりどりの季
節の煮物のほか、酢味噌でシンプルにいただ
くクジラや、車海老が入った吸い物など、一
品一品どれもが目も舌も満足させてくれる。
　２～３人で楽しくシェアしたいなら「無垢
の伊勢海老海鮮鍋」をぜひ試して欲しい。
口に含むと広がる伊勢海老とアサリの深い

旨味は、何度でも味わいたい逸品だ。オー
ダーするとシメとして沖縄そばか雑炊を
作ってもらえ、一品で 2度その美味しさを堪
能できる。
　スパニッシュ・イタリアンレストラン『The 
Orange』からは、スパニッシュ・イタリアン
とフレンチのマリアージュを楽しめる料理
の数々が新登場。赤マンボウの旨味を閉じ込
めたパリパリとした食感の「赤マンボウの
カダイフ包み焼き サフランクリームソース」や、

良質の鴨肉を甘酸っぱいベリーソースでい
ただく「伊江島鴨肉のロースト ベリーソー
ス」が一押しメニュー。
　その他、県産食材をフレンチスタイルに仕
立てた「エトワール」、イタリアン・スパニッ
シュスタイルで楽しめる「ソル」と「マール」
の３コースも用意されている。
　どちらのレストランも、美しい夕景が見ら
れる18時頃がオススメ。人気の時間帯なので
予約をすると確実だ。

3

3 無垢の伊勢海老海鮮鍋　4,500円
伊勢海老とアサリの豊かな旨味がプラスされた
カツオダシが絶妙。白身魚や豆腐などの具材と
ともに。

7 伊江島鴨肉のロースト ベリーソース
　　　　　　　　　　　　2,900円

エトワール 　8,000円 ソル 　6,000円

8 赤マンボウのカダイフ包み焼き
　サフランクリームソース     2,200円 

9 クリームチーズと島野菜ピクルス
　海老のアティージョ  900円

6 サーモンコンフィーと
　カプレーゼのブルスケッタ　850円

4 県産マグロのプッタネスカ
　イカスミパスタ　1,600円

5 県産和牛の赤ワインラグー　3,500円

10  鮮魚と根菜のカルトッチョ　2,000円

11 フォンダンショコラ　600円

1

3

2

沖縄の食材をフレンチスタイルで楽しめる。
メインディッシュは「仔羊のロースト」。

県産食材を使用したイタリアン・スパニッ
シュコース。「赤マンボウのカダイフ包み
焼き」と「伊江島産鴨胸肉のロースト」の
2種類のメインディッシュが味わえる。

イタリアン・スパニッシュ料理を県産
食材で味わえる。メインディッシュは、
「読谷村紅豚スペアリブ」又は「鮮魚のグ
リル」から選べる。

マール 　4,000円 Wine & Dining  The Orange ［1F］
〈Dinner〉18：00～23：00／L.O. 22：00
※コースはL.O. 21：00
　内線#2202（短縮あり）
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Dinner

イカスミを練り込んだパスタを、県産
マグロ、オリーブ、ケッパーを煮込ん
だトマトソースで。

サーモンの旨味と香草の香りが楽し
めるペーストが特徴。

赤ワインでじっくり煮込んだ芳醇な和
牛は、口でとろける柔らかさ。

ジューシーな鴨肉にサッパリとした
ベリーソースの風味がマッチ。

マンボウの旨味を閉じ込めた包焼きに、
サフランクリームソースをかけて。

濃厚なクリームチーズとピクルスの
風味がマッチした海老の包み揚げ。

その日に仕入れた魚を、白ワインと
香草で蒸した一品。フィルムを開け
た瞬間、香ばしさが広がる。

チョコケーキを割るとなめらかな
チョコレートソースが流れ出る愉し
いデザート。

10

※＋600円でメインディッシュを「和牛」へ変更可

11
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※テイクアウト・デリバリーは +100 円。
※ランチタイムもオーダー可。

Express

Express

世界中の高級サロンで愛用されている、英国生まれの「アロマセラ
ピー アソシエイツ」。限定セットは左奥からシャンプー、コンディショ
ナー、ボディウォッシュ、ボディローション、手前はソープ。

アロマセラピーアソシエイツ
ボックスセット2,500円

 

ご希望のアイテムをお選びいただき、内線にてお申し付
けください。

[お問合せ] サポートアイテム直通ボタンもしくは、
　　　　　内線#2224（短縮あり／24時間受付）

エクスプレス

［お問合せ］
直通ボタンもしくは内線72番

カフーリゾート フチャク コンド・ホテル限定

［オーダー受付時間］15：00 ～L.O. 22：30

低：7,800円  中：8,000円  高：8,200円

低：9,800円  高：10,200円

※以上の商品は、全てレンタル無料。
※数量限定。

カフーオリジナル綿ピロー

カフーオリジナルパイプピロー

※15・16 のコースは、2名様以上から承ります。

オリジナリティー溢れるメニューが勢揃い

独創的なメニューで愉しむ
南国沖縄のナイトタイム

カ
フ
ー
オ
リ
ジ
ナ
ル
ア
イ
テ
ム
で
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っ
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り
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つ
ろ
ぐ
贅
沢
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12 ホットキャラメルバナナタルト＆バニラアイスクリーム　980円

Deli［2F］〈Dinner〉15：00 ～23：00 ／#2211（短縮あり）

ビスケットの上にバナナ 1 本を乗せ、砂糖をまぶして
焼いたホットデザート。冷たいアイスとともに。
13 ベイクド・ブルーミング・フライドオニオン　780円
ケイジャンスパイスをかけた玉ねぎ丸ごと 1 個を揚げ
て、チェダーチーズをトッピング。
14 クラシックアメリカンバーガー with フレンチフライ　1,480円
180gの県産和牛を使用した贅沢な一品。

12
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　快適な滞在をサポートするアイテムを客
室まで届けてくれる『Kafuu EXPRESS』で
は、この度、旅先でも質の良い眠りが得られ
るよう新メニューをスタート。眠りと枕に関
する専門知識を身に付けたピローフィッ
ターの資格を持つスタッフが、首のカーブと
高さを計り、一人ひとりに合った枕を無料で
選んでくれる。枕は快眠専門ショップ「眠り
の駅」がプロデュースしたカフーのオリジナ
ル。無料で貸りられるうえ、購入もできる。他
にも、オリジナルのフットピローやアイピ
ロー、形が変わるリバーシブルの抱きピロー
とネックピローの多彩なアイテムが用意さ
れている。
　ぜひ自分に合った快眠アイテムを見つけ
て欲しい。

快眠をサポートする新メニュー登場

伊江島ラム サンタマリアモヒート 1,200円
伊江島のサトウキビを使ったラム酒のカクテル。
フレッシュな味と香りが特徴。

南大東ラム サトウキビと黒糖綿飴のフローズン 1,200円

ココナッツとマンゴーが入った南国を感じる甘めのカクテル。

4 南大東ラム コルコルとルートビアのカクテル  1,000円

黒糖綿飴の程よい甘さとアイスクリームの滑らかさが
融合。女性におすすめ。
伊江島ラム マンゴーとココナッツのカクテル 1,200円

南大東のラムと沖縄に来たらぜひ飲みたい炭酸飲料水
「ルートビア」を使用。

Café&Bar［2F］15：00 ～ 25：00/L.O. 24：30
内線 #2212（短縮あり）

1 カフーオリジナルアイピロー  1,500円
電子レンジや冷蔵庫で、温めたり冷やしたりして使用
できる。玄米の保温力と保湿力で、暖かさが持続。

ゆったりと大きめのサイズと緩やかなカーブの形状
が、締め付けることなく足をサポート。内部のソフト
パイプが足をしっかりと支える。

仰向け、横向きと寝方に合わせた４つのブロックで
寝姿勢をサポート。内部に使用したソフトパイプが、
頭部をしっかりと支える。仰向け、横向きに寝る方で、
固めの枕が好みの方にオススメ。付帯カバーは光沢
のある綿 100％のブロード生地を採用。色は定番の
アイボリーと癒しのあるグリーンの 2 色。

仰向け、横向きと寝方に合わせた４つのブロックで
寝姿勢をサポート。内部には日本製の TEIJ IN エコク
リスター綿を使用し、耐久性と反発機能を付加。仰向
け、横向きに寝る方で柔らかめの枕が好みの方にオ
ススメ。付帯カバーは光沢のある綿100％のブロード
生地を採用。色は、定番のアイボリーと癒しのあるグ
リーンの 2 色。

2 カフーオリジナルフットピロー&カバー
　　　　　　　　　　　　　　     9,000円

伸縮性のあるストレッチ生地と触感のよいパイル生
地を採用。独特の感触を持つ極小発泡ビーズが中に
入っている。中央のファスナーの開閉で、四角形のク
ッションへ形状変更可能。持ち運びしやすく、簡易枕
としても利用できる。

カフーオリジナルリバーシブルネックピロー 
　　　　　　　　　　　　　        4,500円

伸縮性のあるストレッチ生地と触感のよいパイル生
地を採用。独特の感触を持つ極小発泡ビーズが中に
入っている。中央のファスナーの開閉で、四角形のク
ッションへ形状変更可能。インテリアにもオススメ。

カフーオリジナルリバーシブル抱きピロー 
　　　　　　　　　　　　　　  10,200円1 2

　多国籍メニューが楽しめる『Deli』では、ア
メリカンフェアを開催中。ビールのおつまみ
としていただきたいなら、日本語で「咲き誇
る玉ねぎ」という意を持つ「ベイクド・ブルー
ミング・フライドオニオン」がオススメ。ス
パイスをかけて丸ごと１個を揚げた玉ねぎ
は、カリカリとした食感でスナック感覚で食
べられる。デザートには、熱々のバナナタル
トと冷たいアイスの相性が抜群の「ホットキャ

ラメルバナナタルト＆バニラアイスクリーム」。
しっかりお腹を満たしたいなら、180ｇの県産
和牛を使用した「クラシックアメリカン
バーガー with フレンチフライ」をどうぞ。
　プールサイドにある『Café＆Bar』では、県
産ラム酒フェアをスタート。伊江島のラム酒
「イエラム サンタマリア クリスタル」や、サ
トウキビ汁を発酵させてつくる世界でも希少
性の高い南大東島産のラム酒「コルコルアグリ

コール」を使用したカクテルが楽しめる。
　『EXPRESS Dining』からは、のんびりと
客室でコース料理を味わいたい方のために、
メインが選べる「お部屋でゆっくり♪Deli カ
ジュアルディナー」と、沖縄の代表的な料理
が楽しめる「沖縄の味尽くし Deli 琉球ディ
ナー」の 2 コースが登場。電話一本で対応し
てくれるので、気軽に利用したい。

15 お部屋でゆっくり♪  Deli カジュアルディナー　4,000円（お一人様）
部屋で気軽に楽しめる洋食のフルコース。「キハダマグ
ロのレアステーキ」又は、「サーロインステーキ」からメ
インを選べる。
16 沖縄の味尽くし Deli 琉球ディナー　4,000円（お一人様）
沖縄の食材を使用した料理のフルコース。メインは、
「本部牛とアグー豚のハンバーグステーキ」。

3

Dinner
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※写真は2名様用。



   

   

   

   

Activity

すぐに使えるリゾートグッズやお土産まで幅広く
取り揃えております。

［ホテル棟 2F］

☎098-964-7721
6：30～24：00

ショップ

1 アイスウォッチ 秋冬限定商品販売中 !!  
　A:アイスサファリ 11,880円
　B:アイスグリッター 15,120円
    C:アイスチック(11月発売開始予定）15,120円

世界中で親しまれているベルギー発のファッションウォッ
チブランド。ハッピーになれる多彩なカラーが特徴。肌触
りの良いシリコンベルト使用で軽くてフィット感抜群!　
※生活防水付き（10気圧防水）

2 ナッツの蜂蜜漬け　1,080円
ヨーロッパ産のアカシア蜂蜜と沖縄産の百花はちみつをたっ
ぷり漬けたナッツ。スイーツや食事との相性抜群!

3 しあわせくまとちんすこう  1,680円
「Kafuu＝果報」を運ぶ「しあわせくま」と「ハートちんすこう」
のセット。プレゼントやお土産にも人気。

4 オリジナルバスソルト  360円
「こころが優しくなる」「ゆったりする」「笑顔になる」、3種類
のカフーオリジナルバスソルト。お部屋でのバスタイムやプ
レゼントにもオススメ。

5 オリジナルアロマ  980円
　赤瓦ディフューザー  756円

カフーオリジナルブレンドのアロマ「ベルガモット」「ラベンダー」
「オリジナル」の3種類の香りを用意。沖縄の赤瓦を使用
したディフューザーに数滴垂らせば、部屋に香りが広がり
癒される。
※「オリジナル」をロビーにて使用しております。

神秘的な輝きを放つ『青の洞窟プログラム』
を堪能できるツアー。泳ぎに自信がない方も、
ぜひ一度相談を。

青の洞窟プログラム

催 行 人 数：１名～
参 加 条 件：シュノーケル 6 歳以上

体験ダイビング 10 歳以上
所 要 時 間：約 2 時間半
料 金：シュノーケル 5,700 円

体験ダイビング 12,400 円
送 迎：有り

カフーリゾート フチャク コンド・ホテル
宿泊者へ

割引チケット販売中！

※その他、テーマパーク割引チケットをご用意してお
ります。ご用命の方はコンシェルジェデスクまでお申
し付け下さい

東南植物楽園
大人 1,500円⇒1,300円
高校生 1,000円⇒900円
小・中学生 500円⇒450円

おきなわワールド
玉泉洞・王国村入場券
大人（高校生以上） 1,240円⇒1,030円
小人（4歳～中学生） 620円⇒520円

ナゴパイナップルパーク
大人（13歳以上） 600円⇒500円
小人（7歳～12歳） 300円⇒200円
※カート代金込み

琉球村
大人（16歳以上）1,200円⇒1,080円
小人（6歳～15歳）600円⇒540円

むら咲むら
大人  600円⇒500円
中高生  500円⇒400円
小学生  400円⇒300円

OKINAWAフルーツらんど
大人（高校生以上）1,000円⇒500円
小人（小・中学生）500円⇒300円

ビオスの丘
［入園のみ］
大人（中学生以上） 710円⇒650円
小人（4歳～小学生） 360円⇒320円

［湖水鑑賞船付］
大人（中学生以上） 1,230円⇒1,130円
小人（4歳～小学生） 720円⇒640円

定番の観光スポット
「沖縄美ら海水族館」で
大切な人と一緒におさかな見学！！

海洋博公園 沖縄美ら海水族館
大人 1,850円⇒1,650円
中人（高校生） 1,230円⇒1,100円
小人（小・中学生） 610円⇒550円
家族（大人2名・小人2名） 4,920円⇒3,950円

沖縄の自然と文化を
記憶に刻む感動体験

その他、多種多様なアクティビティをご用意して
おります。ご希望の方は内線8番までお申し付
けください。

［ホテル棟 2F］

☎098-964-7723
7：00～22：00

コンシェルジェデスク

秋の沖縄を楽しむアクティビティ

秋になり徐々に涼しくなれど、まだまだ
海遊びが楽しめる沖縄。海水が冷たくても
気軽にできる人気のアクティビティといえば

「カヤック」。うっそうと生い茂るマングロー
ブ林の中を、カヤックで探検する小さな冒険
にいざ出発！漕ぎ進みながら、亜熱帯独特の
自然を満喫しよう。ホテルに帰る前にもう少
し遊びたい人には、日差しが和らぐ夕方出発
のコースがおススメ。夕日が大海原に沈む
様子を最も美しく見えるスポットから望む感
動体験は、忘れられない思い出になるだろう。

その他、沖縄の魅力を存分に堪能できる
人気の「青の洞窟プログラム」や「シーサー
造り」のプランにもぜひ、チャレンジして欲しい。

《館内体験教室》シーサー造り

開 催 日：月・水・金・土・日
時 間：18:00 ～ 22:00（最終受付 21:30）
開 催 場 所：ホテル棟２F インターネットコーナー前
コース料金：シーサー造り 2,100 円、シーサー絵付け 

2,100 円、ジェルキャンドル 1,050 円～

ホテルの館内で気軽に参加できるシーサー造り体験。
自分だけのシーサーを造ってみよう。

比
ひ じ ゃ が わ

謝川カヤック
マングローブが生い茂る亜熱帯生物の楽園をカヤック
で漕ぎ進むプログラム。
①マングローブ探検カヤック

生き物観察をしたり、みんなで競走したりなど旅
の合間に気軽にどうぞ。

②ロマンチックサンセットカヤック
夕陽を眺めるロマンチックツアー。

集合時間：① 8:00、10:30、13:30、16:00
　　　　　②日没 60 分前
所要時間：2 時間　　　　  送迎：無し
料　　金：中学生以上 5,300 円、
　　　　　小学生以下 4,300 円 ( 宿泊特別料金）

個性が光るお土産で
旅の思い出をいつまでも
リゾートのお土産にこだわりたい方にピッタリ

お土産としてもプレゼントとしても人気のカ
フーショップのアイテムたち。今回の一押しア
イテムは、フランスやドイツなど世界100カ国
以上で愛され、今最も注目も集めているベル
ギー発のファッションウォッチブランド「アイ
スウォッチ」。シンプルで上質なデザインと軽い
着け心地、そして生活防水付きの優れものだ。

その他、旅の疲れを癒せる「オリジナルバ
スソルト」や「オリジナルアロマ&赤瓦ディ
フューザー」、普通の沖縄土産ではちょっと物
足りない方に、大人気の「しあわせくまとちん
すこう」などオリジナルアイテムも豊富だ。

ぜひ特別なお土産選びに、ショップに足を
運んでみてはいかがだろうか。
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ご希望のお客様はThe Green SPA内線３までお申し付けください。

☎098-964-7766 ［完全予約制］ 
〈  スパ  〉 9：30～23：00／最終案内時間はコースによって異なります。
〈客室リラクゼーションサービス〉 13：00～17：00／最終案内時間 17：00

［2F］

ホットアロマとストーンで身も心もリラックス

日頃の疲れをリゾートスパで癒したいとい
う方に、この秋おススメの期間限定キャン
ペーン「ホットアロマボディ」（90分）が登場。
温めたアロマを使用したボディマッサージと
遠赤外線効果のあるホットストーン（置石）の
相乗効果で、体のコリをしっかりとほぐすこと

ができる。芳しいアロマに包まれながら受け
るマッサージタイムは、まさに極上のひととき。

また、夏の日焼けで乾燥が気になる方
は、プラス4,200円でショートフェイシャ
ル（30分）をつけることも可能。クレンジン
グから全てバラを使用したオーガニック化

粧品で、保湿効果抜群。
アジアンテイストの落ち着いた空間

『The Green SPA』で、ぜひ自分へのご褒
美にゆったりとリラクゼーションタイムを
楽しんで欲しい。

リゾートスパで叶う極上のくつろぎタイム

◆ホットアロマボディ(90分)
　 15,800円

温かいアロマと遠赤外線効果のあるホットストーン（置石）で、ヘッドから足裏ま
でしっかりと体のコリをほぐせるお得な期間限定キャンペーン。アロマは「ゼラニ
ウム」、「ティートゥリー」、「月桃」の3種類から好きな香りをチョイスできる。プラス
4,200円で、保湿効果のあるショートフェイシャル（30分）をつけることも可能。

☎098-964-7722 ［完全予約制］ 
10：00～20：00

［2F］

カフーが叶える
人生で一度きりのかけがえのない時間
すべてのカップルに幸せな笑顔の一日を

沖縄の美しい海と青い空、そして温かいス
タッフのおもてなしで多くのカップルの門出を
祝福してきたカフーウエディング。そんなホ
テルの合言葉は“ナンバー1ホスピタリティ”。
そこで昨年9月からはLGBTのための挙式プ
ランも用意し、より多くの方の特別な日を共

に祝福できるようになった。幸せな二人には、
年齢も、国境も、性別もない。沖縄の美しい
風景が、大切な人の笑顔と共に一生の思い出
に残ることだろう。

また3月に5周年アニバーサリーを迎え、1年
間様々なプランで感謝の気持ちを伝えるプロ

ジェクトが始動。今回紹介するのは、1年間を
通して実施される平日限定プランだ。リゾー
トウエディングを考えているすべてのカップ
ルが、この場所で幸せなひとときを過ごせま
すように。

《プランに含まれる内容》
挙式／人前式
　　　司会者・オルガニスト・フルート奏者・音響一式、式場装花（生花）・結婚証明書・アテンド・控室使用料
　　　※碧のチャペルもしくはプールサイドより会場をお選びいただけます
装花／ブーケもしくはブートニア（30,000円分）
美容／洋装1スタイル（2名様分）・ビーチアテンド
写真／スナップ撮影（データのみ／撮影約250カット）、ビーチ撮影

【宿泊や送迎など特別な特典もご用意しております。】

◆Kafuu Magnificent Wedding Package
　 2名様  410,000円 ※土日祝日は30,000円増

◆5th Anniversary“平日限定Private Wedding Ceremony Plan 2015”
　 2名様  310,000円

《プランに含まれる内容》
挙式／キリスト教会式もしくは人前式
衣装／ウエディングドレス（150,000円分）、タキシード（40,000円分）
美容／洋装1スタイル・アテンド付
装花／ブーケ＆ブートニア（30,000円分）
写真／スナップ撮影（データのみ／撮影約300カット）アニバーサリーボックス付
その他／ブライダルアテンダント

2015年4月1日～2016年3月31日の平日限定

2015年10 月～12月の期間限定
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カフーを持ち帰る。

 

Kafuu Photo Studio
営業時間 10:00 - 19:00 
TEL 098-965-2966 内線 2966

●カジュアルフォトパッケージ
　12,960円 → 9,720円
　  撮影時間30分 撮影枚数制限なし 撮影データ付

★A4SQサイズアルバム
　20ページ → 10,800円
　40ページ → 16,200円
　 

●クイックフォトパッケージ
　6,480円
　  撮影時間15分 撮影枚数制限なし 撮影データ付

旅の思い出をアルバムに。お客様がご旅行
で撮影した写真と、Kafuu Photo Studio
にて撮影した写真を、一冊のアルバムにま
とめて掲載できるようになりました。

プロのカメラマンがお客様の旅の思い出を撮影致します
楽しいご旅行の記念にご利用下さいませ

　　　受付時間／17：00〜24：00（最終受付）

素敵な演出で忘れられない想い出を

時にさり気なく、時に大胆に、

お花はあなたと大切な人との時間を

特別なものにするお手伝いをしてくれます。

バースデーやプロポーズなど、

とっておきの瞬間を素敵に演出しませんか？

きっと、生涯忘れられない記念日になることでしょう。
「Happy Birthday」や
「Thank You」等の文字に
イニシャルをお入れしたり、
ハートを描いたりできます。

* 花文字 *16,200円～

*アレンジメント* 5,400円～

*花束* 5,400円～

疲れた体にマッサージはいかがですか

指圧・オイル・フットがセットになったお得なコースです。

［ 17:00～21:00の間だけのダブル割引 ］
　指圧30分＋フット30分
　8,200円（通常） → 7,600円
　さらに割引券をご利用いただくと7,100円

　オイル30分＋フット30分
　9,200円（通常） → 8,500円
　さらに割引券をご利用いただくと8,000円

500円の割引券をご利用ください。
通常メニューにもお使いいただけます。

※妊婦さまのマッサージのご利用はお控えいただいております。
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