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P1 駐車場 Parking

赤瓦 Akagala
ガーデンウォークイリー
Garden Walk Iriee

駐車場出口
Back Entrance

レストラン 無垢
Restaurant MUKU

碧のチャペル
Chapel

P2
指定駐車場 Parking

レストラン無垢は駐車場出口を
出て左奥に佇んでいる。

P3
駐車場 Parking
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どこまでも広がる青 ～客室から見た風景～  

全室オーシャンビューのKafuuでは、客室の位置によりそれぞ
れの眺め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
4月～6月は18時～19時がサンセット
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
もございます

《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。

4月1日からプールがオープン
4月～6月/10月 8:30～日没迄
7月～9月 大人 8:30～21:00
　　　　 20歳未満 8:30～日没迄

「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。巻末 P14にて表紙の撮影ポイントを紹介しています。

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・
サービス料などが含まれております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  2
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  4

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  6

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  10

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  11

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  11

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  12

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  13

・・・・・・・・・・・・・・   14

館内インフォメーション

〈エッセイ〉果報を探して

朝食・ランチ・ディナー
Wine & Dining  The Orange
レストラン  無垢
Deli
Café & Bar

アクティビティ
おすすめプランのご案内

Express
家族で一緒にくつろげるアイテムのご案内

Shop
お土産のご案内

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
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〈Dinner Course〉
無垢コース　10,000円

〈先付〉旬菜のお浸し　蛍いかと生姜酢味噌
〈温菜〉ホワイトアスパラと稚鮎の天ぷら
〈 造り〉桜マスの桜葉マリネ　桜花ソース
〈しのぎ〉花ズッキーニの飯蒸し
　　　　フォアグラソテー　照り焼きソース

〈煮物〉和風ブイヤベース
〈強肴〉石垣サーロインと
　　　春野菜のスープ仕立て　

〈食事〉桜海老と新牛蒡の炊き込みご飯
〈デザート〉3種盛り

碧コース　5,000円
〈先付〉海ぶどう　アセロラの土佐酢　
〈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　ウイキョウのソース
〈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

Restaurant 無垢［離れ］ 
〈Dinner〉 18：00～23：00/L.O. 22：00
※コースはL.O. 21：00　☎098-964-7769

寿司コース　7,000円
〈先付〉養老豆腐　桜えび
〈温菜〉桜マスと旬菜の天ぷら
〈寿司 6 貫 〉寿司　6貫
〈しのぎ〉国産蛤の茶碗蒸し
〈変わり寿司6種〉変わり寿司　6種
〈吸い物〉若竹真丈の吸い
〈デザート〉3種盛り

2
1代表的な沖縄の味覚が詰まった「碧」コース。 
2「無垢」コースの「桜マスの桜葉マリネ 桜花ソース」。
無垢コースは和と洋の両方の味わいをバランス良く
いただけるフュージョンコース。

1

伝統の味、旬の素材、新たな表現…、魅せる4つの空間

リゾートステイの夜を優雅に演出してく
れるのは、異なる特徴を持つ4つのレストラン
＆バー。夕暮れ時、店内が美しいオレンジ
色に染まる『The Orange』では、県内各地
から厳選された素材で作られる「沖縄の恵み
～The Gift from OKINAWA～」フェアを開
催中。このフェアコース「REGALOレガロ：
恵」は、肉質が軟らかくジューシーなパイナッ
プルポークをメインにした全6品のフルコース。
紅芋チーズや県産クルマエビなどの前菜

から始まり、ウコン豚を使用したパスタなど
「沖縄の恵み」をスパニッシュイタリアンの
アレンジでたっぷりと堪能できる。どの一皿
もメインダイニングに相応しい逸品揃いだ。
また、伝統的な沖縄料理を食したいなら、ぜひ
離れのレストラン『無垢』へ。紅豚のラフテー
やチャンプルーなど、一度は食べたい沖縄料理
を網羅したコースがいただける。

もっと気軽に沖縄食を楽しみたい人には、
『Deli』の期間限定「島豚のオリオンビール

煮込み 中華風」がおすすめ。ボリュームたっ
ぷりなので、複数人で取り分けていただこう。
そして「Deli」に隣接する『Café＆Bar』では、
オーダーに合わせて旬のフルーツをたっぷり
使ったフレッシュフルーツカクテルを作ってく
れる（4月～6月限定）。「Deli」の食事をいた
だきながら、フルーティーな甘い夜を過ごし
てみてはいかがだろう。

5
7

6

3 REGALOレガロ：恵 6,000円
〈アペタイザー〉・県産マグロのパンコンエンサラータ
　               南城市手作り紅芋チーズ
　　　　　　・県産クルマエビ　イカ墨パン粉の 
                  クリスピー仕立て
　　　　　　・県産豚足と島野菜のアスピック

〈スープ〉県産クレソンのライトポタージュ　　　  
〈パスタ〉沖縄産ウコン豚とズッキーニのソース
　　　  フーチバーを練り込んだ自家製パスタ

〈グラニテ〉今帰仁産スイカとトマトのガスパッチョ風
〈メイン〉パイナップルポークとアンディーブのライ   
        トラグー　沖縄菜園風仕立て

〈デザート〉パッションとハイビスカスティーの南国     
             ムース
※コーヒー・パン付 ※＋1,200円でメインディッ
シュを「石垣牛のグリル」に変更可
沖縄食材を存分に楽しめる期間限定の特別
コース。
4 沖縄ピンチョス３種の恵み 1,080円
フェアコース「REGALOレガロ」の前菜はアラ
カルトとして単品オーダーも可能。
Wine&Dining The Orange［1F］〈Dinner〉
18：00～23：00/L.O. 22：00※コースはL.O. 
21：00　☎098-964-7711

4

3

5 セーイカのタイ風サラダ 650円　6 ガーリックシュリンプライス 1,500円　7 島豚
のオリオンビール煮込み 中華風 1,350円　※テイクアウト・デリバリーは+100円
上記はすべて期間限定メニューで、アジアンテイストな内容に。「ガーリックシュリンプライ
ス」は見た目もインパクトのある香り豊かな一品。すべてランチでもいただける。
Deli［2F］〈Dinner〉15：00～23：00　☎098-964-7715

Dinner

様々な表情を見せる

沖縄テイストの初夏の夜

季節のフレッシュフルーツカクテル 1,200円～1,800円
カウンターに用意されたその日提供できる旬のフルーツから好きなものを
選び、さらに「ショート」「ロング」「フローズン」からお好みのカクテルをオー
ダーできる。料金は選ぶフルーツによって異なる。暖かい日はプールサ
イドのテラス席もおすすめだ。／Café & Bar［2F］15：00～25：00/L.O. 
24：30　☎098-964-7715
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