Resort Party Plan
リゾートパーティープランのご案内

＜サンセットグリルパーティー＞ライブキッチンBBQ＆沖縄料理ブッフェ
<Sunset Grill Party> Open Kitchen BBQ & Okinawan Food Buffet

琉球珍味小皿盛り
（ミミガーと島野菜のプレッセ、
もずく酢、海ぶどう、島野菜ピクルス、
豆腐窯）

Assorted Ryukyu Delicacies
(Mimiga [Boiled shredded pork ears] and Okinawan vegetable pressée,
Mozuku seaweed in vinegar, Umi Budo [sea grapes],
pickled Okinawan vegetables, Tofuyo [Okinawan fermented tofu])
島野菜のサラダマルシェ

Okinawan vegetable salad marché

沖縄そば

Okinawa soba noodle
沖縄風炊き込みご飯 ジューシー

Jushi (Okinawan seasoned rice)
＜グリル＞
USアンガス牛、金アグー豚、
やんばる地鶏、殻付き帆立貝、烏賊、有頭大海老、焼き野菜

本日のチャンプルー料理

<Grilled dish>
US Angus beef, Kin Agu pork, Yambaru chicken, Scallop in shell, Squid,
Whole prawn, Vegetables

本日の魚料理

＜デザート＞
季節のフルーツ、
沖縄ぜんざい、
うむくじ天ぷら、
ちんぴん

Seasonal vegetable Champuru (Stir-fried)
Today’s fish dish

<Dessert>
Seasonal fruits, Okinawa Zenzai (sweetened red beans and rice cake,
served cold), Purple yam Tempura, Chimpin (Okinawa crepe)

テビチ

Tebichi (Pig's trotters)

［オプション］
〝仔豚の丸焼き 1頭20㎏（120名様〜）

アバサー汁 フーチバー風味

Porcupinefish Soup with Japanese mugwort

人 数／80-200名
Capacity / 80-200 pax

会 場／ザ・グリル
Location / The Grill

※メニューは、仕入れの状況により変更となることもございます。

[Option item]
“Roasted whole suckling pig” 1 pig 20kg for 120 pax or more

※立食パーティーの場合、250名まで承ります。

*The restraunt can accommodate up to 250 guests for a stand-up party.

*Menu is subject to change due to weather conditions and other unforeseen circumstances.

＜サンマリーナビーチパーティー＞BBQ＆沖縄郷土料理ブッフェ
<Sunmarina Beach Party> BBQ & Okinawan Local Food Buffet
島野菜のサラダマルシェ

Okinawan vegetable salad marché
本日のチャンプルー料理

Seasonal vegetable Champuru (Stir-fried)
骨付きチキン ガーリックフライ

Fried chicken, garlic flavor
島ソーセージのピザ

Okinawan sausage pizza
沖縄そば

Okinawa soba noodle
沖縄風炊き込みご飯 ジューシー

Jushi (Okinawan seasoned rice)
＜Chefs Action＞
魚介のアラ汁 海人鍋（ロブスター、
カニ、
ハマグリ、
鮮魚...）

Ara jiru (fish head soup) hot pot, Uminchu (fisherman) style
(Lobster, crab, clam, fresh fish...)

人 数／30-80名 会 場／ザ・グリル テラスおよびサンマリーナビーチ
Capacity / 30-80 pax Location / The Grill Terrace and Sunmarina Beach
※悪天候時は宴会場で屋内専用メニューのご用意となります。

*In case of unfavorable weather conditions,
indoor seating will be provided in the same self-grill barbecue style.
※オプションで打ち上げ花火のご準備のご相談も承ります。

*For an optional event, fireworks can be added with an additional charge.
※ビーチでの綱引きや玉入れ合戦、
ビーチフラッグなどチーム対抗競技大会もご用意。

＜BBQ＞
USアンガス牛、金アグー豚、
やんばる地鶏、
あぐーソーセージ、
本日の沖縄鮮魚、殻付き帆立貝、烏賊、大海老、焼き野菜

US Angus beef, Kin Agu pork, Yambaru chicken, Agu sausage,
Today’s Okinawan fresh fish, Scallop in shell, Squid, Prawn, vegetables

ブルーシールアイスクリーム＆季節のフルーツ

Blue Seal ice cream & seasonal fruits

*Enjoy some activities such as tug of war, beanbag toss and beach flags at Sunmarina Beach.

プライベートガーデンBBQパーティー
Private Garden BBQ Party
＜ウェルカムアペリティフ＞
季節のキッシュ、島野菜ピクルス、
カプレーゼピンチョス、
グラスdeコブサラダ、
豆腐窯カナッペ、
フライドパスタ3種

<Welcome Aperitif>
Seasonal Quiche, Pickled Okinawan vegetables,
Pincho Caprese, Cobb salad served in glass,
Tofuyo (Fermented Tofu) canapé,
Fried pasta (3 kinds)

＜BBQ＞
ロブスター、
沖縄車海老、県産鮮魚、
殻付き帆立貝、県産和牛、金あぐー豚、
チキンサテ、
あぐーソーセージ、焼野菜、
ドッグパン

Lobster, Okinawan prawn, Okinawan fresh fish,
Scallop in shell, Okinawan Wagyu, Kin Agu pork,
Chicken satay, Agu pork sausage,
Vegetables, Hot dog bun

ブルーシールアイスクリーム＆季節のフルーツ

Blue Seal ice cream & seasonal fruits

人 数／10-45名
Capacity / 10-45 pax

会 場／プライベートガーデン
Location / Private Garden

※悪天候時は宴会場で屋内専用メニューのご用意となります。

*In case of unfavorable weather conditions, indoor seating will be provided
in the same self-grill barbecue style.
※オプションで三線ライブのご準備も承ります。

*For an optional event, Sanshin Live can be added.
※メニューは、仕入れの状況により変更となることもございます。

*Menu is subject to change due to weather conditions and other unforeseen circumstances.

＜オキナワンパーティー“琉球の宴”＞沖縄料理ブッフェ
<Okinawan Party “Ryukyu no Utage”> Okinawa Food Buffet

＜琉球珍味小皿盛り＞
ミミガーと島野菜のプレッセ、
もずく酢、
海ぶどう、
島野菜ピクルス、豆腐窯

<Assorted Ryukyu Delicacies>
Mimiga (Boiled shredded pork ears) and Okinawan vegetable pressée,
Mozuku seaweed in vinegar, Umi Budo (sea grapes),
pickled Okinawan vegetables, Tofuyo (Okinawan fermented tofu)
島豆腐のカプレーゼ風

魚介のアラ汁 海人

Ara jiru (fish head soup), Uminchu (fisherman) style
テビチ

Tebichi (Pig's trotters)

チキンソテー ミヌダルソース

Sautéed chicken with black sesame sauce

Okinawan tofu, Caprese salad style

タコライス

お造り盛合わせ 5種

Taco rice

Assorted Sashimi (5 kinds)
季節の島野菜サラダ

＜Chefs Action＞
ビーフステーキ

本日のチャンプルー料理

天婦羅

本日鮮魚のニンニクバター焼き

＜デザート＞
季節のフルーツ、
沖縄ぜんざい、
うむくじ天ぷら、
ちんぴん

Seasonal Okinawan vegetable salad

Beef steak

Seasonal vegetable Champuru (Stir-fried)
Today’s fresh fish, sautéed in garlic butter

Tempura

<Dessert>
Seasonal fruits, Okinawa Zenzai (sweetened red beans and rice cake,
served cold), Purple yam Tempura, Chimpin (Okinawa crepe)

人 数／30-200名
Capacity / 30-200 pax

会 場／ブーゲンビリア
（30-80名） ザ・グリル（80-200名）
Location / Bougainvillea (30-80 pax) The Grill (80-200 pax)

※エイサー演舞(踊り手&三線演奏計5名/約20分)または三線ライブ(計2名/約30分)からお選びいただけます。

*Choice of a live entertainment from Eisa dance show (5 performers / 20 minutes) or Sanshin Live ( 2 performers / 30 minutes).
※メニューは、仕入れの状況により変更となることもございます。

*Menu is subject to change due to weather conditions and other unforeseen circumstances.

※立食パーティーの場合、以下の人数までお受けできます。 ブーゲンビリア（100名） ザ・グリル（250名）

*For a stand-up party, the maximum number of guests is: Bougainvillea (100 pax) The Grill (250 pax)

＜アニバーサリーパーティー＞
琉洋コース
<Anniversary Party>
French and Okinawan Course
＜オードブル＞島野菜のプレッセ モザイク仕立て 県産車海老添え

<Hors d’oeuvre> Pressé of Okinawan vegetables served with
Okinawan tiger prawn

＜スープ＞ホワイトアスパラガスのポタージュ
ビーツの泡 クリスピーベーコンとミニョネット

<Soup> White asparagus potage soup topped with beets,
crispy bacon and Mignonnette

＜魚料理＞オマール海老のグリル スペイン風サラダ仕立て
オレンジとシークヮーサー風味

<Poisson> Grilled lobster served with Spanish salad dressed with
orange and Shikuwasa

＜グラニテ＞本日のグラニテ

<Granité> Today’s Granité

＜ヴィヤンド＞牛フィレ肉のパイ包み焼き ソースペリグー

<Viand> Beef tenderloin wrapped in pie crust with sauce périgueux

＜デザート＞ペストリーシェフ特製デザート

<Dessert> Chef’s special dessert

ブレッドと島塩＆ハーブオイル

Bread with Okinawan salt and herb oil

コーヒー又は紅茶

Coffee or Tea

人 数／15-60名
Capacity / 15-60 pax

和琉会席
Ryukyu and Japanese Course
＜沖縄前菜5種盛り＞島もずく酢、豆腐よう、
アーサ玉子焼、
県産ビーツ〆秋鮭の手毬寿司、島らっきょう 沖縄くうす味噌で

<5 Kinds of Okinawan Delicacies> Mozuku seaweed,
Tofuyo (Oknawan fermented tofu)
Okinawan beetroot cured salmon temari sushi
Okinawan shallot with kuusu miso, Asa seaweed omelet

＜お造り＞県産鮮魚3種盛り

<Sashimi> Assorted Okinawan fresh catch 3 Kinds

＜煮物＞ラフテー、
大根とビーツのピューレ

<Warm Dish> Okinawan style stewed pork with Japanese radish and beetroot puree

＜焼き物＞鰤の西京焼き、紅白はじかみと島野菜の甘酢漬け

<Grilled Fish> Grilled yellowtail with Saikyo miso sauce served with Okinawan pickled vegetables

＜酢の物＞県産車えびと島ダコ、生姜風味の土佐酢ジュレをかけて

<Vinegared Food> Okinawan tiger prawn and octopus topped with vinegared gelée

＜肉料理＞国産牛の和風ステーキ、
シークヮサー香る茸ソースで

<Meat> Wagyu beef steak with Shikuwasa mushroom sause

＜お食事＞ジューシー、香の物、
中身汁

<Rice> Jushi (Okinawan seasoned rice) and Okinawan style pork trippa soup

＜デザート＞南国フルーツの盛り合わせ

<Dessert> Assorted tropical fruits

人 数／15-60名
Capacity / 15-60 pax

会 場／ブーゲンビリア
Location / Bougainvillea

※メニューは、仕入れの状況により変更となることもございます。

*Menu is subject to change due to weather conditions and other unforeseen circumstances.

会 場／ブーゲンビリア
Location / Bougainvillea

＜うといむち＞オンテーブルブッフェ
「琉洋卓料理」
<Utoimuchi> Okinawan & Western on Table Buffet
＜琉球珍味＞
海ぶどう、
ジーマーミ豆腐、
豆腐窯

<Ryukyu Delicacies>
Umi Budo (sea grapes), Jimami Dofu (Peanut Tofu), Tofuyo (Okinawan fermented tofu)
本日のお造り盛合わせ3種

Assorted Sashimi (3 kinds)
シーフード コブサラダ

Seafood Cobb salad
本日のスープ

Today’s soup
あぐー豚のラグーペンネ

Penne with Agu pork ragù
本日のお魚料理

Today’s fish dish
若鶏のガーリックフライ

Fried spring chicken, garlic flavor
ローストビーフ 特製もろみソース

Roasted beef with special Moromi sauce
沖縄風炊き込みご飯 ジューシー

Jushi (Okinawan seasoned rice)
＜デザート＞
マンゴーのクレームブリュレ ちんすこう添え

人 数／15-80名
Capacity / 15-80 pax

<Dessert>
Mango crème brûlée with Chinsuko biscuit

会 場／ブーゲンビリア
Location / Bougainvillea

コーヒー又は紅茶

Coffee or Tea

あじまあカクテルパーティー
Ajima Cocktail Party
＜ドリンク＞

＜軽食＞

ビール

季節のキッシュ

ワイン
（赤・白）

トルティーヤとミニサンドイッチ

ソフトドリンク

カプレーゼピンチョス

<Drinks>
Beer

Wine (Red / White)
Soft

<Light Meal>
Seasonal Quiche
Tortilla and mini sandwich
Pincho Caprese

グラスdeシーザーサラダ

Caesar salad served in glass
本日のブルスケッタ3種

Today’s Bruschetta (3 kinds)
フライドパスタ3種

Fried pasta (3 kinds)
本日のピザ2種

Today’s pizza (2 kinds)

人 数／30-80名
時 間／90分
Capacity / 30-80 pax Hours / 90 minutes
※ドリンクと軽食の90分のプランとなります。

*This plan is for 90 minutes and includes drinks and light meal.
※立食形式のパーティーとなります。

*This plan is stand-up party.

※メニューは、仕入れの状況により変更となることもございます。

*Menu is subject to change due to weather conditions and other unforeseen circumstances.

＜ティーダパーティー＞和洋琉ブッフェ
<Tida Party> Japanese / Western / Ryukyu Food Buffet
＜琉球珍味小皿盛り＞
ミミガーと島野菜のプレッセ、
もずく酢、
海ぶどう、
島野菜ピクルス、
豆腐窯

<Assorted Ryukyu Delicacies>
Mimiga (Boiled shredded pork ears) and Okinawan vegetable pressée, Mozuku seaweed in vinegar,
Umi Budo (sea grapes), pickled Okinawan vegetables, Tofuyo (Okinawan fermented tofu)
鮮魚のカルパッチョ カラフルトマトのケッカソース

Carpaccio of fresh fish, served with colorful tomato checca sauce
シーフードマリネ シークヮーサー風味

Marinated seafood, Shikuwasa flavor

ポーク玉子とチリビーンンズのトルティーヤ

Tortilla with spam, egg and chili beans

サラダマルシェ

Salad marche

島唐辛子のペンネ アラビアータ

Penne Arrabiata with Shima Tougarashi (Okinawan pepper)
本日のチャンプルー料理

Seasonal vegetable Champuru (Stir-fried)
サーモングリル シークヮーサー風味のグリビッシュソース

Grilled salmon with Shikuwasa flavored sauce gribiche
本日鮮魚の泡盛蒸し アーサバターソース

Today’s fresh fish, Awamori-steamed, served with Asa (seaweed) butter sauce
ＢＢＱスペアリブ

BBQ spare ribs

タコライス

Taco rice

ローストビーフ くうす味噌のディップ

Roasted beef with Okinawa pepper miso dip

人 数／30-200名
Capacity / 30-200 pax

ブレッド各種

Bread

会 場／ブーゲンビリア
（30-80名） ザ・グリル（80-200名）
Location / Bougainvillea (30-80 pax) The Grill (80-200 pax)

＜デザート＞ショートケーキ5種（紅芋、マンゴー、シークヮーサー、フロマージュ、ストロベリー）、ヴェリーヌ、フルーツゼリー

<Dessert>5 kinds of cakes (Purple yam, Mango, Shikuwasa, Fromage, Strawberry) Verrine, fuits jelly

コーヒー又は紅茶

Coffee or Tea

フリードリンクプラン
Free Drinks Packages
プレミアムプラン〜20種類フリー〜

Premium Package -20 Drinks Free Package-

ビール、泡盛、
ウイスキー、
ワイン(赤、
白)、焼酎(麦、芋)、
ハイボール、梅酒、
カシスソーダ、
カシスオレンジ、
ジンバック、
ジントニック、
ウオッカソーダ、
ウオッカトニック、
オレンジジュース、
コーラ、
ジンジャーエール、
ウーロン茶、
ノンアルコールビール

Beer, Awamori, Wiskey, Wine (Red / White), Shochu, Highball, Plum Wine,
Cassis and Soda, Cassis and Orange, Gin Buck, Gin and Tonic,
Vodka and Soda, Vodka and Tonic, Orange Juice, Coke, Ginger Ale,
Oolong Tea, Non-alcoholic Beer

スタンダードプラン
Standard Package

ビール、泡盛、
ウイスキー、
ワイン(赤、
白)
オレンジジュース、
コーラ、
ウーロン茶、
ノンアルコールビール

Beer, Awamori, Wiskey, Wine (Red / White),
Orange Juice, Coke, Oolong Tea, Non-alcoholic Beer

カジュアルプラン
Casual Package

オレンジジュース、
コーラ、
ウーロン茶

Orange Juice, Coke, Oolong Tea

※メニューは、仕入れの状況により変更となることもございます。

*Menu is subject to change due to weather conditions and other unforeseen circumstances.

ミーティングパッケージ
Meeting Package
［1日プラン］

［半日プラン］

[FULL DAY]

[HALF DAY]

ご利用時間／8:00 AM-5:00 PM
Hours / 8:00 AM-5:00 PM

ご利用時間／4時間
Hours / 4 hours

ランチ+コーヒーブレイク
（2回）
Lunch+2 Coffee Breaks

コーヒーブレイク
（1回）
One Coffee Break

［半日プラン ランチ付］
[HALF DAY WITH LUNCH]
ご利用時間／8:00 AM-12:00 PM / 1:00 PM-5:00 PM
Hours / 8:00 AM-12:00 PM / 1:00 PM-5:00 PM
ランチ+コーヒーブレイク
（1回）
Lunch+One Coffee Break

※上記は、人数10名様から80名様のプランとなっております。

*This package is available for a group of 10-80 people.

※追加料金で下記備品のご用意も可能です。

*Following items are available with additional charge.

※プランには、室料、
コーヒーブレイクセット、
マイク、筆記用具が含まれています。

［プロジェクター＆スクリーン］ ［会議室用LAN］

※室料のみのご利用に関しては、
ホテルまでお問い合わせください。

［ホワイトボード］［ウェルカムコーヒーまたは紅茶］［ボトルウォーター］

*This plan includes room rental, coffee break, microphone and stationary.
*For room rental only, please contact our sales department.

[Projector & Screen]
[White Board]

[LAN Cable]

[Welcome Coffee or Tea]

［フリップチャート］

[Flip Chart]

[Bottled water]

※パブリックWi-Fiは無料でご利用いただけます。

*Public Wi-Fi is available for free of charge.

チームビルディング
Team Building Activity
ホテル敷地内にある白砂とエメラルドグリーンが広がるビーチで行う楽しいアクテビティーを通じて、
チームの結束力を高めます。

Join us for Team Building Activities at our beautiful sand beach area next to emerald sea.
Improve team dynamics, building trust, facilitating communication and teamwork.

メニューは５種類。５種類すべて実施しても約３時間。
5 different mini games / activities – Approximately takes 3 hours.

ボールトス、ウォーターバルーンパス、ビーチフラッグ、ビールカップレース、カヤックレース
Ball Toss, Water Balloon Toss, Tug of War, Beer cup carrying game, Kayak Race
15名からご予約いただけます。
Available from 15 persons.
※マリン体験の大型団体が入っている場合は、人数制限がかかることがあります。

*Limit on number of participants may apply depending on activity booking situation.

指定区域は、
ライフセーバーによる監視を行っているので、安心です。
For water activities we offer safety devices and lifeguards on duty.
その他ビーチバレー・ビーチサッカー・パターゴルフ等のアクティビティーも人気メニューです。
Additional games are available (Beach Volleyball, Beach Soccer, Pat-Pat Golf etc.)

※メニュー等の内容は、仕入れや天候により変更となる場合がございます。

*Contents are subject to change due to availability caused by weather conditions and other unforeseen circumstances.

シェラトン沖縄サンマリーナリゾート
Sheraton Okinawa Sunmarina Resort
〒904-0494 沖縄県国頭郡恩納村字冨着66-1 T 098-965-2222 F 098-965-5480 https://sheraton-okinawa.co.jp/

