客室情報

- Guest Rooom -

Partial ocean view

パーシャルオーシャンビュー（ガーデンウイング）
落ち着いた内装を施した落ち着いた雰囲気のゲ
ストルーム。ツインベッドとソファーを常設し、
４名様までご利用いただけます。
※パーシャルオーシャ
ンビューとは、部屋内
やテラスから一部海が
見えることを意味しま
す。

広さ

約 28.5 ㎡

定員

1〜4 名

設備

セミダブルベッド ×2
ソファーベッド ×2

* 客室の画像は一例です。部屋によっては間取り、色調など実際と異なる場合がございます。

Ocean view

オーシャンビュー （オーシャンウイング）
正面に美ら海を望むオーシャンビューが自慢の
絶景ゲストルーム。ツインベッドとソファーを
常設し、４名様
までご利用いた
だけます。

広さ

約 28.5 ㎡

定員

1〜4 名

設備
* 客室の画像は一例です。部屋によっては間取り、色調など実際と異なる場合がございます。

セミダブルベッド ×2
ソファーベッド ×2

Partial ocean view terrace

パーシャルオーシャンビューテラス （ガーデンウイング）
広いテラスから直接ガーデンに出られる開放感
たっぷりのゲストルーム。最大 5 名様までご利
用いただけま
す。
※パーシャルオーシャ
ンビューとは、部屋内
やテラスから一部海が
見えることを意味しま
す。

広さ

約 28.5 ㎡

定員

1〜5 名

設備

セミダブルベッド ×2
シングルベッド ×1
ソファーベッド ×1
スタッキングベッド ×1

* 客室の画像は一例です。部屋によっては間取り、色調など実際と異なる場合がございます。

Ocean view terrace

オーシャンビューテラス（オーシャンウイング）
広いテラスから直接ガーデンに出られる開放感
たっぷりのゲストルーム。正面に美ら海を望む
眺望の良いお
部屋です。最
大 5 名様まで
ご利用いただ
けます。
広さ

約 28.5 ㎡

定員

1〜5 名

設備

セミダブルベッド ×2
シングルベッド ×1
ソファーベッド ×1
スタッキングベッド ×1

* 客室の画像は一例です。部屋によっては間取り、色調など実際と異なる場合がございます。

COMING
SOON!

Delax twin

デラックスツイン （ガーデンウイング / オーシャンウイング）
2 段ベットのあるワクワク
するお部屋！最大６名まで
泊まれる広〜いお部屋で、
ファミリー、グループにお
すすめです。
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* 客室の画像は一例です。部屋によっては間取り、色調など実際と異なる場合がございます。

広さ

約 57 ㎡

定員

1〜6 名

設備

シングルベッド ×4
ソファーベッド ×2

Comfort churaumi terrace twin

コンフォートチュラウミテラスツイン（ANNEX）
美ら海をモチーフにしたリゾート感たっぷりの
お部屋。沖縄の印象的な花ブロックから優しい
光が差し込みます。最大 6 名様までご利用いた
だけます。
※オーシャンビューで
はありません。
※浴槽は無く、シャ
ワーのみとなります。

広さ

約 32 ㎡

定員

1〜6 名

設備

ダブルベッド ×2
ソファーベッド ×2

* 客室の画像は一例です。部屋によっては間取り、色調など実際と異なる場合がございます。

Superior churaumi terrace twin

スーペリアチュラウミテラスツイン（ANNEX）
美ら海をモチーフにしたリゾート感たっぷりの
お部屋。沖縄の印象的な花ブロックから優しい
光が差し込みます。最大 6 名様までご利用いた
だけます。
※オーシャンビューで
はありません。
※浴槽は無く、シャ
ワーのみとなります。

広さ

約 32 ㎡

定員

1〜6 名

設備

ダブルベッド ×2
ソファーベッド ×2

* 客室の画像は一例です。部屋によっては間取り、色調など実際と異なる場合がございます。

Emerald ocean

エメラルドオーシャン（ANNEX）
解放感のある広いテラスが特徴のお部屋！ゆり
かごの様な心地よい風を受けながらテラス時間
を満喫ください。最大 7 名まで泊まれる広〜い
お部屋で、ファミリー、グループにおすすめで
す。
※オーシャンビューではありません。
※浴槽は無く、シャワーのみとなります。

* 客室の画像は一例です。部屋によっては間取り、色調など実際と異なる場合がございます。

広さ

約 50 ㎡

定員

1〜7 名

設備

キングベッド ×2
エキストラベッド ×3

Emerald ocean accessible

エメラルドオーシャンアクセシブル （ANNEX）
解放感のある広いテラスが特徴のお部屋！ゆり
かごの様な心地よい風を受けながらテラス時間
を満喫ください。最大 7 名まで泊まれる広〜い
お部屋で、ファミリー、グループにおすすめで
す。（ユニバーサル対応）
※浴槽は無く、シャワーのみとなります。

広さ

約 50 ㎡

定員

1〜7 名

設備

キングベッド ×2
エキストラベッド ×3

* 客室の画像は一例です。部屋によっては間取り、色調など実際と異なる場合がございます。

Sunset ocean

サンセットオーシャン（ANNEX）
昼間はエメラルドグリーンに輝く美ら海を、夕
方にはドラマチックなサンセットを一望できる
眺望の良いお部屋です。最大 7 名様までご利用
いただけます。
※浴槽は無く、シャワーのみとなります。

広さ

約 50 ㎡

定員

1〜7 名

設備

キングベッド ×2
エキストラベッド ×3

* 客室の画像は一例です。部屋によっては間取り、色調など実際と異なる場合がございます。

Premium ocean

プレミアムオーシャン（ANNEX）
解放感のある広いテラスが特徴のお部屋！ゆり
かごの様な心地よい風を受けながらテラス時間
を満喫ください。最大 6 名まで泊まれる広〜い
お部屋で、ファミリー、グループにおすすめで
す。
※浴槽は無く、シャワーのみとなります。

* 客室の画像は一例です。部屋によっては間取り、色調など実際と異なる場合がございます。

広さ

約 50 ㎡

定員

1〜6 名

設備

シングルベッド ×4
エキストラベッド ×2

