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ヒルトン沖縄瀬底リゾート 2 周年記念 

特別イベントや期間限定メニューを提供 

～花火・音楽・グルメを満喫 降り注ぐ太陽と瀬底ブルーを楽しむ夏～ 

【2022 年 6 月 8 日】沖縄県北部・通称「やんばる」に位置するヒルトン沖縄瀬底リゾート（沖縄県国頭郡

本部町
も と ぶ ち ょ う

瀬底、総支配人 宮沢麻央）は、2022 年 7 月 1 日（金）に開業 2 周年を迎えます。          

全長約 800 メートルの瀬底ビーチに隣接した美しい海のグラデーションを望む立地で、打ち上げ花火ほか期間 

限定イベントを実施し、思い出に残る夏を演出いたします。 

https://sesoko.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/2nd-anniversary  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
7 月 1 日（金）から 10 月 2 日（日）までの期間中、毎週土曜日とお盆期間中の打ち上げ花火や DJ ナイト、 

地元本部町の豊かな自然に育まれたブランド牛や県産豚、新鮮な魚介やお野菜で織りなすイタリアンや創作  

グリル、暑さを乗り切るスタミナたっぷりの肉料理を楽しむビュッフェで皆様とご一緒に 2 周年記念をお祝いします。

期間中には那覇空港とホテル間の直通バスも特別運行いたします。 

7 月 1 日と 2 日には、地元瀬底島から人気のキッチンカーの出店や、季節の果物やお土産にも最適な地元  

特産品を販売するサンセット・マルシェも開催。夏の夜空を打ち上げ花火で締めくくり、ご家族やご友人との   

思い出に残る瀬底時間をお過ごしください。 

 

 
 

https://sesoko.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/2nd-anniversary


【2 周年記念イベント情報】 
夏の醍醐味！打ち上げ花火 
夜空を飾る夏の代名詞と言えば打ち上げ花火。ヒルトン沖縄瀬底 
リゾートでは、客室のバルコニーから目線の高さで見ることができ迫力 
満点です。期間中の毎週土曜日に加え、2 周年記念日とお盆期間は

追加開催します。 
 
日付：7 月：1 日（金）、2 日（土）、9 日（土）、16 日（土）、23 日（土）、

30 日（土） 
毎週土曜日とお盆期間開催 打ち上げ花火 
8 月：6 日（土）、11 日（木・祝）、12 日（金・お盆）、13 日（土・お盆）、14 日（日・お盆）、15 日（月・お盆）、 

20 日（土）、27 日（土） 
9 月：3 日（土）、10 日（土）、17 日（土）、24 日（土） 
10 月： 1 日（土） 
時間：20:30 
場所：ホテル敷地内 海側 
料金：無料 
 
 
【2 周年記念特別開催】DJ ナイト 
明るく耳馴染みの良い 80 から 90 年代のヒット曲のハウスリミックスを中心に、夏らしさを感じるアップテンポな   

選曲で、2 周年記念に華を添える DJ のパフォーマンスをお届けします。 
 
日付： 
7 月：1 日（金）、2 日（土）、9 日（土）、16 日（土）、23 日（土）、30 日（土） 
8 月：6 日（土）、11 日（木・祝）、12 日（金・お盆）、13 日（土・お盆）、14 日（日・お盆）、15 日（月・お盆）、 

20 日（土）、27 日（土） 
9 月：3 日（土）、10 日（土）、17 日（土）、24 日（土） 
10 月：1 日（土） 
時間：19:00～21:00 
場所：プールサイド（1 階） 
料金：無料 
 
 

本部町より季節の特産品をご紹介！サンセット・マルシェ 
地元本部町のパイナップルなどの季節の果物や、お土産にも最適な  

地元特産のアセロラ関連商品を販売します。 
 
日付：7 月 1 日（金）、2 日（土） 
時間：19:00～21:00 
場所：プールサイド（1 階） 
 

瀬底大橋と本部町 
 
 
【地元人気店のドリンクを片手に夕涼み】プールサイド de キッチンカー 
瀬底島よりカラフルなドリンク専門キッチンカーが初登場！季節のフルーツを使用した爽やかなスカッシュ、     

レモネードや使ったかき氷など、夏にぴったりのアイテムをお楽しみください。 
 
日付：7 月 1 日（金）、2 日（土） 
時間：16:00～21:00 
場所：プールサイド（1 階） 



【期間限定】ホテル・那覇空港国内線ターミナル間 直通バスサービス運行 
7 月１日から 10 月 2 日までの期間、やんばる急行バスとの提携により那覇空港国内線ターミナルとヒルトン  

沖縄瀬底リゾート間の直通バスサービスを運行します。空港からの移動がスムーズになり、運転に慣れていない 

お客様も安心してお越しいただけます。ご到着後は、やんばる急行バスにて沖縄美ら海水族館や世界遺産  

今帰仁城跡、古宇利島観光を楽しんだり、ホテルに着いてからレンタカーを手配することも可能です。 
 
期間：7 月 1 日（金）～10 月 2 日（日）の毎日 
所用時間：約１時間 50 分 
時刻表： 
那覇空港国内線ターミナル → ホテル 
出発 到着 
12：00 13：50 
18:00 19:50 

 
 ホテル          → 那覇空港国内線ターミナル 
出発 到着 
8:30 10:20 
15:00 16:50 

 
那覇空港バス停：国内線ターミナル 1 階 2 番出口を出て 2 番乗り場 
ホテルバス停：2 階 メインエントランス前 
料金： 

• 高校生以上の大人１名 2,500 円 
• 小・中学生 １名 1,500 円 
• 幼児 大人一名につき幼児１名まで無料。2 人目の幼児からは子供運賃適用。 
• 乳児 無料。満席の際には大人の膝上に抱くこと。 

ご予約方法：ホテルまでお電話（0980-47-6300）にて承ります。 
注意事項：各便最大 30 席まで。事前予約制です。 
 
 
【2 周年記念レストラン情報】 
オールデイダイニング「アマハジ」夏だ！お肉だ！サマーディナービュッフェ 
太陽と潮風を満喫した一日を肉とビールで締めくくろう！お肉をがっつり楽しめる「シェフ特製 BBQ ラブで豪勢に 

楽しむシュラスコとグリル野菜」がアマハジに初登場。シェフ自慢のスパイスを擦り込んだサーロイン、皮をカリッと焼き

上げた鶏モモ肉や骨付きソーセージはやみつきになること間違いなし。夏を乗り切るおすすめ料理として、世界  

三大炊き込みご飯といわれる「スパイス香るアマハジ特製のチキンビリヤニ」も並びます。食欲そそるスパイスや  

玉ねぎで味に深みを付けたご飯に、シェフが腕を振るったチキンのマリネを香ばしく焼き上げた特製ビリヤニは格別。

さらに、おなじみのタコスをちょっとギルトフリーに楽しむ「時々菜食 野菜たっぷり大豆ミートのタコス」をご用意しまし

た。そのほか、世界各国のお料理を沖縄の気候に合うようアレンジした品々もご提供。肉好きな方から食べ盛りの

ファミリーまで、夏を愛する皆様にお届けします。 
 
期間：7 月 1 日（金）～10 月 2 日（日） 
時間：17:00～21:00 
場所：オールデイダイニング「アマハジ」（1 階） 
料金：飲み放題付きディナービュッフェ １名様 7,100 円 
ディナービュッフェのみ １名様 大人（中学生以上） 4,500 円  / 小学生のお子様 2,700 円 
メニュー例： 

• シェフ特製 BBQ ラブで豪勢に楽しむシュラスコとグリル野菜 サーロイン、チキン、骨付きソーセージ   

（ブラジル） 
• スパイス香るアマハジ特製チキンビリヤニ（インド） 
• 時々菜食 野菜たっぷり大豆ミートのタコス（メキシコ） 



• 牛肉のオリオンビール煮（ベルギー） 
• 甘辛ヤンニョムチキン（韓国） 
• BBQ ソースがやみつき！プルドポークサンド（米国） 

 

 シェフ特製 BBQ ラブで豪勢に楽しむシュラスコ   スパイス香るアマハジ特製チキンビリヤニ     時々菜食 野菜たっぷり大豆ミートのタコス  
 
 
イタリアンレストラン「セマーレ」 沖縄食材を楽しむディナーコース「イル・ソーレ」を開業 2 周年記念価格でご提供 

伊江島・水納島
み ん な じ ま

と美しい夕陽が望めるイタリアンレストラン「セマーレ」では、涼しげなイタリアのスパークリングワイン

プロセッコやニュージーランド産白ワインを片手に、和気あいあいとした会話と共に楽しむディナーコース「イル・   

ソーレ」を 2 周年記念特別価格でご提供します。包みを開いた瞬間、潮風と香草バターが香る「沖縄県産   

鮮魚と魚介のカルトッチョ」は、本格的ピザ窯を使いイタリアの伝統的な調理法を用いたお勧めの一品です。  

選べるメインのおすすめは「沖縄県産豚肩肉のグリル アスパラガスのサラダとゴルゴンゾーラソース」。低温で    

じっくり柔らかくジューシーに仕上げた旨味たっぷりの豚肩肉を、イタリア産ゴルゴンゾーラの濃厚なソースと涼しげな

アスパラガスのサラダと共にお召し上がりください。そのほか、沖縄県産卵とパルメザンだけで本格的に仕上げた  

「黒トリュフのカルボナーラフェットチーネ」、カリカリに揚げたしめじの食感、トリュフオイルとパルメザンチーズが香り 

高いシグネチャーディッシュ「もとぶ牛のカルパッチョ」などこだわりのアラカルト料理もご用意しています。 
 
期間：7 月 1 日（金）～10 月 2 日（日） 
時間：17:00～21:30 
場所：イタリアンレストラン「セマーレ」（2 階） 
料金： 
コース「イル・ソーレ」 2 名様特別価格 17,100 円 / 追加 1 名様 9,000 円 
メニュー： 

• アンティパストミスト セマーレスタイル 
• 本日のパスタ 
• ピザ窯で焼き上げる沖縄県産鮮魚と魚介のカルトッチョ 
• 選べるメインメニュー 

o 沖縄県産豚肩肉のグリル アスパラガスのサラダとゴルゴンゾーラソース 
o 牛ホホ肉の赤ワイン煮込み 紅芋のマッシュポテト 
o 仔羊のグリルとローストポテト バルサミコソース（追加料金 1,500 円） 
o 牛フィレ肉のロースト 紅芋のマッシュポテト（追加料金 1,500 円） 

• パンナコッタ フルーツのコンポートとジュレ 
 

沖縄県産豚肩肉のグリル      黒トリュフのカルボナーラフェットチーネ       もとぶ牛のカルパッチョ  
 



ステーキ＆シーフード「シスクグリル」 沖縄県産食材をふんだんに使った創作グリル 開業 2 周年記念ディナー 
コース 
和らぐ日差しが空間を一層ロマンチックに演出する海辺のレストラン、ステーキ＆シーフード「シスクグリル」。一皿 

一皿の主食材を楽しむために考案された夏の特別コースでは、沖縄県産食材の特性と季節の素材をバランス 

よく丁寧に組み合わせたシェフ自慢の品々をご堪能いただけます。沖縄の高級魚として好まれる赤仁ミーバイ、 

食感を楽しむ剣先烏賊ともちトウモロコシや太刀魚を前菜とし、沖縄の塩と昆布でマリネしレアに仕上げたマナ  

ガツオを加茂茄子と共にお召し上がりいただく魚料理は夏の疲れを癒します。素敵な風景と心躍るお料理ととも

に、瀬底島での一日を大切なひと時をお過ごしください。 
 
期間：7 月 1 日（金）～10 月 2 日（日） 
時間：17:00～21:30 
場所：ステーキ＆シーフード「シスクグリル」（別棟） 
料金：コース「シスク」 1 名様特別価格 17,100 円 
メニュー： 

• アミューズ 泡盛 羽地の卵 生雲丹 
• 前菜（赤仁ミーバイ 白桃 とんぶり、剣先烏賊 もちトウモロコシ 甘夏、太刀魚 県産茸 メロン胡瓜） 
• パスタ 生しらす 島檸檬 自家製からすみ 
• 魚 マナガツオ 加茂茄子 フルーツトマト 
• リフレッシュメント 伊江ラム マスカルポーネ にがあま蜜 
• メイン もとぶ牛 黒トリュフ 実山椒 
• デザート ココナッツ、パッション、マンゴー 

 

もとぶ牛 黒トリュフ 実山椒       マナガツオ 加茂茄子 フルーツトマト    剣先烏賊 もちトウモロコシ 甘夏 
 
 
詳細・ご予約：ヒルトン沖縄瀬底リゾート公式サイト 
【公式】沖縄・瀬底島のホテルなら【ヒルトン沖縄瀬底リゾート】 (hiltonjapan.co.jp) 
TEL：0980-47-6300（代表） 
 
※表示料金には税金・サービス料が含まれます。 
※表示の内容および料金は、仕入状況により予告なく変更になることがあります。 
※諸般の事情により営業日時は変更になることがあります。予約時にご確認ください。 
※画像はイメージです。 
 
 
ヒルトン沖縄瀬底リゾートについて  
2020年7月1日開業のヒルトン沖縄瀬底リゾートは、沖縄本島の本部町から瀬底大橋でつながる瀬底島の西端に位

置し、那覇空港から車で約90分でアクセスできます。ホテル近隣には本島内屈指の透明度を誇る天然ビーチや南国

豊かな自然を満喫できるロケーションが広がります。9のスイートを含めた298の機能的な客室からは、瀬底島の美しい

海と南国の自然を一望できます。館内には、沖縄近海や本土で獲れた旬の魚介類をはじめ新鮮な食材を使用したオ

ールデイダイニング、厳選した食材でもてなすグリル&キッチン、本格ピザ窯を備えたイタリアンレストラン、美しいサンセット

を眺めながら楽しむバー、軽食やアフタヌーンティーを提供するラウンジなど多くの料飲施設を有します。また屋内外プー

ル、スパ、フィットネスセンターなどスポーツやウェルネス施設も充実。利用用途に合わせて柔軟に活用できる会議室で

は、MICEから各種パーティーなど多彩なご要望を可能にします。  

https://sesoko.hiltonjapan.co.jp/


ヒルトン沖縄瀬底リゾートの詳細はこちらをご覧ください。  
https://sesoko.hiltonjapan.co.jp/ （日本語）  
https://www.hilton.com/en/hotels/okasehi-hilton-okinawa-sesoko-resort/ （英語） 
 
 
ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて  
ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、ホスピタリティの手本となるべく、進化し続けるお客様のニーズに応えるような革新的

な商品・サービスを提供し続けています。ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、宿泊先にこだわるお客様に、世界 6 大陸

の人気の滞在先で約 600 軒のホテルを展開しています。ヒルトン・ホテルズ&リゾーツのご予約は、公式サイト

（https://hiltonhotels.jp/）または業界をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公認予約チャ

ネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。最新の情報は

こちらをご覧ください。 https://newsroom.hilton.com/hhr/ https://www.facebook.com/HiltonHotels/ 
https://twitter.com/HiltonHotels/ https://www.instagram.com/hiltonhotels/ 
  
 

https://sesoko.hiltonjapan.co.jp/
https://www.hilton.com/en/hotels/okasehi-hilton-okinawa-sesoko-resort/
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https://newsroom.hilton.com/hhr/
https://www.facebook.com/HiltonHotels/
https://twitter.com/HiltonHotels/
https://www.instagram.com/hiltonhotels/
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	地元本部町のパイナップルなどの季節の果物や、お土産にも最適な　　地元特産のアセロラ関連商品を販売します。
	日付：7月1日（金）、2日（土）
	時間：19:00～21:00
	場所：プールサイド（1階）
	瀬底大橋と本部町
	【地元人気店のドリンクを片手に夕涼み】プールサイドdeキッチンカー
	瀬底島よりカラフルなドリンク専門キッチンカーが初登場！季節のフルーツを使用した爽やかなスカッシュ、　　　　　レモネードや使ったかき氷など、夏にぴったりのアイテムをお楽しみください。
	日付：7月1日（金）、2日（土）
	時間：16:00～21:00
	場所：プールサイド（1階）
	期間：7月1日（金）～10月2日（日）の毎日
	所用時間：約１時間50分
	時刻表：
	那覇空港バス停：国内線ターミナル1階2番出口を出て2番乗り場

	ホテルバス停：2階　メインエントランス前
	料金：
	 高校生以上の大人１名　2,500円
	 小・中学生　１名　1,500円
	 幼児　大人一名につき幼児１名まで無料。2人目の幼児からは子供運賃適用。
	 乳児　無料。満席の際には大人の膝上に抱くこと。
	ご予約方法：ホテルまでお電話（0980-47-6300）にて承ります。
	注意事項：各便最大30席まで。事前予約制です。
	オールデイダイニング「アマハジ」夏だ！お肉だ！サマーディナービュッフェ
	太陽と潮風を満喫した一日を肉とビールで締めくくろう！お肉をがっつり楽しめる「シェフ特製BBQラブで豪勢に　楽しむシュラスコとグリル野菜」がアマハジに初登場。シェフ自慢のスパイスを擦り込んだサーロイン、皮をカリッと焼き上げた鶏モモ肉や骨付きソーセージはやみつきになること間違いなし。夏を乗り切るおすすめ料理として、世界　　三大炊き込みご飯といわれる「スパイス香るアマハジ特製のチキンビリヤニ」も並びます。食欲そそるスパイスや　　玉ねぎで味に深みを付けたご飯に、シェフが腕を振るったチキンのマリネを香ばしく...
	期間：7月1日（金）～10月2日（日）
	時間：17:00～21:00
	場所：オールデイダイニング「アマハジ」（1階）
	料金：飲み放題付きディナービュッフェ　１名様　7,100円
	ディナービュッフェのみ　１名様　大人（中学生以上）　4,500円 　/　小学生のお子様　2,700円
	メニュー例：
	 シェフ特製BBQラブで豪勢に楽しむシュラスコとグリル野菜　サーロイン、チキン、骨付きソーセージ　　　（ブラジル）
	 スパイス香るアマハジ特製チキンビリヤニ（インド）
	 時々菜食　野菜たっぷり大豆ミートのタコス（メキシコ）
	 牛肉のオリオンビール煮（ベルギー）
	 甘辛ヤンニョムチキン（韓国）
	 BBQソースがやみつき！プルドポークサンド（米国）
	イタリアンレストラン「セマーレ」　沖縄食材を楽しむディナーコース「イル・ソーレ」を開業2周年記念価格でご提供
	期間：7月1日（金）～10月2日（日）
	時間：17:00～21:30
	場所：イタリアンレストラン「セマーレ」（2階）

	料金：
	コース「イル・ソーレ」　2名様特別価格　17,100円　/　追加1名様　9,000円
	メニュー：
	 アンティパストミスト セマーレスタイル
	 本日のパスタ
	 ピザ窯で焼き上げる沖縄県産鮮魚と魚介のカルトッチョ
	 選べるメインメニュー
	o 沖縄県産豚肩肉のグリル　アスパラガスのサラダとゴルゴンゾーラソース
	o 牛ホホ肉の赤ワイン煮込み　紅芋のマッシュポテト
	o 仔羊のグリルとローストポテト　バルサミコソース（追加料金1,500円）
	o 牛フィレ肉のロースト　紅芋のマッシュポテト（追加料金1,500円）
	 パンナコッタ フルーツのコンポートとジュレ
	ステーキ＆シーフード「シスクグリル」　沖縄県産食材をふんだんに使った創作グリル　開業2周年記念ディナー
	コース
	期間：7月1日（金）～10月2日（日）
	時間：17:00～21:30
	場所：ステーキ＆シーフード「シスクグリル」（別棟）

	料金：コース「シスク」　1名様特別価格　17,100円
	メニュー：
	 アミューズ　泡盛　羽地の卵　生雲丹
	 前菜（赤仁ミーバイ　白桃　とんぶり、剣先烏賊　もちトウモロコシ　甘夏、太刀魚　県産茸　メロン胡瓜）
	 魚　マナガツオ　加茂茄子　フルーツトマト
	 リフレッシュメント　伊江ラム　マスカルポーネ　にがあま蜜
	 メイン　もとぶ牛　黒トリュフ　実山椒

