
Free Wi-Fi
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■サンセットに包まれるシェルガーデン
Shell Garden at Sunset time

ビーチガーデン
Beach Garden Banquet

Overview

Beach Area
1,000ｍ2

最大収容人数 Max Capacity

500 名　500 persons

雨天時 : シェル 宴会場
ザ・グリル　ステーキハウス

Rainy Day : Shell Ball Room or

The Grill Steak House

◆ 平面図 Floor Plan Sample

■ ブッフェ料理台イメージ
Buffet Image

プールサイド
Pool Side Banquet

Overview

Hotel Garden Pool Side Area

最大収容人数 Max Capacity

50 名　50 persons

雨天時： グリル ステーキハウス

Rainy Day : The Grill Steak House

■ エンターテイメントステージ設置イメージ
 Stage Image

■ 海のすぐそばで行う特別な会場
Pool Side Party Image

◆ 平面図 Floor Plan Sample

■ 刻々と変わる空のグラデーション
 Gradation of the sky 

■ 潮風を感じながらのBBQスタイル
 BBQ Style Buffet Image
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リゾートパーティー＆ガラプラン
Resort Party & Gala Plan

島まつり バーベキュー ビュッフェ
Shima Matsuri & BBQ Buffet

シーフードバーベキュー ビュッフェ
Seafood & BBQ Buffet

アイランド リゾート ビュッフェ
Island Resort Buffet

息をのむような東シナ海の眺め、そして沖縄随一の景勝地 万座毛を望む
ここ万座ビーチリゾートで、これまでになく感動的で思い出深い
パーティー・ガライベント体験をお楽しみください。

テーマに沿ったイベントやエンターテイメントをご提供するだけでなく、
考え抜かれたディナーコースやビュッフェメニューもございます。
是非ご検討ください。

万座ビーチリゾートで人気のビュッフェメニュー、一例をご紹介します。

Enjoy a most inspiring and memorable party or gala event experience 
at Manza Beach Resort with breathtaking views of the East China Sea 
and Okinawa's leading scenic sightseeing spot "Manzamo" cli�.

Not only a range of theme events and entertainment option choices are 
provided but also a vast choice of carefully created set-dinner and bu�et 
menus are o�ered for your consideration.

Some examples of our most popular bu�et menus are;

うちなー（沖縄）料理とBBQをブレントしたユニークなビュッフェ。
万座ビーチリゾートならではの自然に囲まれた環境、ビーチや海に近い
ロケーションだからこそご提供できる、かけがえのない体験です。

うちなー（沖縄）料理とBBQを組み合わせ、地元のデザートや
スイーツもご提供いたします。驚くほどの食べる喜びと真の楽しみを是非！

An unique blend between Uchina Okinawan cuisine and BBQ, an experience 
which can only be truly appreciated and enjoyed at the natural island, beach 
and ocean surroundings of Manza Beach Resort.

The dining combination we created between Uchina Okinawan cuisine and 
BBQ features rare dishes including a range of local desserts and sweets, 
each dish will prove to be a surprising culinary delight, a real culinary Feast!

心地よい潮風を感じ、素晴らしいオーシャンビューを眺めながら…
シェフが自ら、ステーキや新鮮な海の幸をライブクッキング
ステーションで調理しできたてをご提供、ゲストをおもてなしします。
ショーとも言えるライブクッキングは必見。

より本格的で忘れられないお食事体験を楽しんでいただく為、
食材の「もの」にこだわりました。今帰仁産の鯛、イカ、豚肉、
鶏肉、旬の食材等、他にはないビュッフェをお届けします！

潮風と波音をBGMに特別なひと時を演出いたします。

Whilst enjoying the refreshing sea breeze and breathtaking ocean views, 
our chefs entertain your guests by preparing a-la-minute meats and fresh 
seafood at various live-cooking grill stations, a show not to be missed.

To create an authentic and memorable dining experience high quality local 
products are used such as red snapper from Nakijin, squid, pork, chicken, 
besides a great variety of di�erent seasonal products, a dining bu�et like 
no other! 

本格的な沖縄スタイルビュッフェ。うちなーんちゅ（地元の人）に
愛されるメニューを豊富に取り揃えています。

新鮮な食材と沖縄伝統の料理法を用い、沖縄料理の魅力を最大限に
引き出しました。
人気メニューは、あぐー豚、島豆腐、ゴーヤーちゃんぷる、沖縄そば、刺身。

An authentic style Okinawa Bu�et, o�ering a great variety of Okinawan 
local favorite dishes.

We bring the charm of Okinawan cuisine to live by using fresh products 
and local Okinawan cooking methods. Some of the favorite dishes are; 
Sauteed Agu, Shima Dofu, Goya Champuru, Okinawa Soba and Sashimi.

25 26



エンターテイメント
Options & Entertainment

記憶に残る特別な瞬間に。

万座ビーチではご参加される皆様に
とっておきのサプライズを花火や
沖縄ならではのエイサーをはじめとした
伝統芸能の舞台演出など、種類豊富な
エンターテイメントでパーティーの成功を
お手伝いいたします。

左ページ  花火 / Left page Fireworks

右ページ Right page 
左上　エイサー / Left top : “Eisa” dance
右上　装花 / Right top : Flower arrangement 
左下　三線演奏 / Left bottom : “Sanshin” 
( Okinawa traditional musical instrument)
右下　氷細工 / Right bottom : Ice sculpture

Unforgettable Experiences

To make events most memorable our resort o�er
a selection of special experiences, such as 
Fireworks, Cultural experiences theme set-ups and
more.
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ケータリングパーティー
Outside Catering

ホテル外でのイベントをご希望のお客様には、充実のケータリングサービスを
提供しております。
料理の種類、テーマ、セットアップ、エンターテイメント等がいつでもお楽しみいただけます。

外部ケータリングのロケーション / 会場の一例；
- マンタやジンベイザメを飼育する世界でも最大級の水族館「美ら海水族館」
- 沖縄でG8サミットが開催された際各国のリーダーが集った場所「万国津梁館」

For any event which might be planned outside of the resort we provide 
a range of options. A variety of di�erent cuisines, themes, set-ups, 
entertainment and more can be o�ered at any time and at any place.

Some examples of outside catering locations / venues are; 
- Churaumi Aquarium, one of world’s largest aquariums featuring mantas and whale sharks
- Bankoku Shinryokan, utilized by Global Leaders G8 Summit Meeting on Okinawa
- Okinawa Convention Center

■万国津梁館 ( Bankoku Shinryokan ) ■美ら海水族館 (Churaumi Aquarium)

■沖縄コンベンションセンター ( Okinawa Convention Center)
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