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1 階ロビー、レストランおよび 8～11 階客室に続き、 

3～7 階客室のリニューアルが完了 

6 月 1 日に営業を再開いたしました 
 

 

ルネッサンス リゾート オキナワ(沖縄県恩納村 総支配人：知花 功)は、昨年 10 月

より改装工事を実施しており、2020 年 4 月 1 日に、エントランス、フロント、8～11 階

の客室、および 1 階レストラン「セイルフィッシュカフェ」の改装工事完了については

ご案内済みですが、5 月末にルネッサンススイートおよび 3～7 階の客室リニューアルも

完了し、6 月 1 日より営業を再開いたしました。 

 

リニューアルコンセプトはネイチャーライブラリー。沖縄の豊かな自然をテーマに、

見て、聞いて、触れて、植物やルネッサンスに暮らす生き物や植物との出会いを演出し

ます。 

ホテルエントランスは、天井に波型の意匠を施し、両側の柱は水面の揺らぎを模した

装飾ミラーで水中から見える景色を表現（写真左上）。吹き抜けは「アクアリウム」がテ

ーマで、ロビーフロア 1 階の海底から上に行くにつれて水面に浮かんでいくイメージで

デザインされています。 

ロビーは、海底に広がるテーブルサンゴをモチーフとしたベンチが配され、フロント

の壁面にはサンゴのアートをあしらい、天井はいくつもの泡が海面に上がっていくよう

なバブルリングを思わせる照明が館内を照らします。（写真右上、右下、左下） 

客室は、全 377 室のうち和室を除く 353 室の全てのリニューアルが完了いたしました。 



 

詳細は下記のとおりです。 

＊ ＊ ＊ 

＜リニューアル概要＞ 

■ジュニアスイート（7 室） 

ふりそそぐ太陽の光にきらめく水面や波のゆらぎを表現した絨毯、ベッド上の壁面には沖

縄の伝統的な紅型をモチーフにした彫刻の意匠が間接照明に浮かび上がります。ゆったりと

したソファと赤のラウンジチェアがアクセントになったスタイリッシュな客室です。開放感

のある広々としたバスルームでは寛ぎのバスタイムをお楽しみいただけます。バルコニーの

デッキチェアに身をゆだねて、エメラルドグリーンに輝く美しい海を眺めながら最上階なら

ではの贅沢なひとときをご堪能ください。 

 ジュニアスイート、ルネッサンスルーム（下記）、デラックスルーム（次頁）のバスルーム

には、スイッチで瞬時に摺りガラスに切り替えられる調光ガラスパテーションを、県内で初

めて採用いたしました。 

 

・客室床面積 54 ㎡／バルコニー床面積 16.5 ㎡／合計 70.9 ㎡ 

・1 泊朝食付一人 35,000 円～ 

 

 

■ルネッサンスルーム（28 室） 

八重山伝統工芸のミンサー文様の壁面彫刻とナイトランプを配した、シックで落ちついた

客室。ミンサー文様は、「いつ（五）の世（四）も末永く幸せに」という願いを込めた八重山

地方伝統の織物柄です。室内には木の温もりが感じられる飽きのこない家具を配しています。

開放感あふれるオーシャンビュー、広いバルコニーのデッキチェアでゆったりとお寛ぎくだ

さい。 

 

・客室床面積 36 ㎡／バルコニー床面積 8.3 ㎡／合計 44.3 ㎡ 

・1 泊朝食付一人 27,500 円～ 



 

■デラックスルーム（8～10 階 126 室） 

ルネッサンスに暮らす鳥やカメ、沖縄の植物を壁面に描いた客室。壁面のグラフィックは

6 種類あり、どの客室になるかもお楽しみのひとつです。大胆な壁面グラフィックと、青い

海の波を表現したシックな床面テキスタイルの調和が取れたモダンな客室です。 

 

・客室床面積 36 ㎡／バルコニー床面積 5.5 ㎡ 合計 41.5 ㎡ 

・１泊朝食付一人 21,500 円～ 

 

 

■スーペリアルーム（3～7 階 188 室） 

落ち着いた深みがあり、木の温もりを感じさせる家具を配置した客室。左右の壁にはそれ

ぞれホテルに暮らすイルカやカメ、オットセイなどが描かれたグラフィックやミンサー柄を

あしらっています。ゆったりと寛げるソファは、沖縄の草花を連想させるビビッドなカラー

のクッションが映え、明るくワクワクするようなインテリアでまとめられています。 

 

・客室床面積 36 ㎡／バルコニー床面積 5.5 ㎡ 合計 41.5 ㎡ 

・1 泊朝食付一人 15,000 円～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ルネッサンスフロアラウンジ（11 階） 

ルネッサンスフロアご宿泊専用ラウンジは、「海の中」を彷彿とさせる空間に、シンプルで

上質な心地よい家具を配し、海に面した大きな窓からエメラルドグリーンの海を眺めながら、

時を忘れるような特別な時間をお過ごしいただけます。 

ドリンクやオードブルなど時間帯によりさまざまなお料理とお飲み物をご提供する特別な

サービスで、ワンランク上の滞在をご堪能ください。 

＜営業時間＞7:00～22:00 席数／22 席  

〇朝食（ブレックファースト）7:00～11:00  

〇イブニングオードブル  18:00～20:00 

〇イブニングカクテル   18:00～21:00 

〇コーディアル＆デザート 20:00～22:00 

 

■セイルフィッシュカフェ（1 階レストラン） 

天井を泳ぐクジラ、壁面を泳ぐセイルフィッシュ（バショウカジキ）のワイヤーアート、

ブッフェ台を照らす浮き玉をモチーフにしたペンダントライトなど、フィッシャーマンズワ

ーフをイメージした、明るくナチュラルな空間で食事をお楽しみいただけます。衛生面にも

配慮した活気あるライブキッチンコーナーと、広々とした常設アイランド型ブッフェ台を備

え、沖縄食材を使ったアジアンフュージョンブッフェをご堪能いただけます。 

 

全 277 席（屋内 58 席 屋内テラス 183 席 屋外テラス 36 席） 

＜営業時間＞ 6:30～10:00 11:30～14:30 17:30～21:30（ディナーは水曜日定休） 

＜料  金＞ ランチ  大人￥2,200、小学生・シニア（81 歳以上）￥1,100 

            シニア（71～80 歳）￥1,700 幼児（3～5 歳）￥660 

       ディナー 大人￥4,400、小学生￥2,200、幼児（3～5 歳）￥1,320 

※税･サービス料別 

 

◎7 月 20 日まで、リニューアルオープン記念として長期休業でお待ちいただいたお客様へ 

お詫びと感謝の気持ちを込めて、ディナーブッフェが 2,020 円（税･サービス料込）でお楽

しみいただけます。 

※オープンエアーのテラス席など、換気や除菌水など衛生面にも十分配慮し、席も間隔を空けてセット

しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 なお、このたびのリニューアル工事は、ロビーエレベーター2 基の増設をもって完了とな

ります。エレベーター増設工事は引き続き行っており、完成は 12 月上旬を予定しております。 

 

以上 

＊ ＊ ＊ 

 

施設概要  

【ルネッサンス リゾート オキナワ】 

1988 年 7 月 8 日、ルネッサンス リゾート オキナワはリゾートエリアとして開発が進む恩納村

に、当時珍しいマリンエンターテイメントの充実をめざしたリゾートホテルとしてオープンいた

しました。 

エメラルドグリーンの海と白い砂浜を客室バルコニーからも一望できる全室オーシャンビュ

ーのエンターテイメントビーチリゾートです。 

プライベートビーチ＆プール、パラセールやヨットセーリングなど 50 種類以上のマリンスポ

ーツ、ラグーンに暮らすイルカとふれあうドルフィンプログラム、キッズお仕事体験、トレジャ

ーハンティングなど充実のアクティビティが一年を通して豊かな自然の中で楽しめます。 

サンセット BBQ やグリル、フレンチ、鉄板焼など個性的な 10 ケ所のレストラン＆バー、タラ

ソテラピーサロン、ご当地土産やリゾートウェアなどのショップが揃い、子どもから大人まで上

質のリゾートステイをご堪能いただけます。ロングステイ Club Savvy や記念日のおもてなしも

好評です。 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞  E-mail：kikaku@hpd-c.co.jp 

ルネッサンス リゾート オキナワ 企画広報：越田淳子 

TEL：０９８－９６４－５６８１（直通）  FAX：０９８－９６４－５３７４ 

 

＜お客様からのお問い合わせ先＞  https://renaissance-okinawa.com 

ルネッサンス リゾート オキナワ  TEL：０９８－９６５－０７０７（代表） 

〒９０４-１１１５ 沖縄県国頭郡恩納村山田３４２５-２ 

 

＊＊＊ 

㈱エイチピーデイコーポレーション 本社ホテル事業本部  広報：大島・谷川・渡辺・西嶋 

HPD 運営ホテル旅館 ： ルネッサンス リゾート オキナワ（沖縄県恩納村） 

ココ ガーデンリゾート オキナワ（沖縄県うるま市）、アオアヲ ナルト リゾート（徳島県鳴門市）、 

吉祥ＣＡＲＥＮ・つるや吉祥亭（静岡県東伊豆）、吉祥やまなか・かがり吉祥亭（石川県加賀市） 

＊＊＊ 

ご滞在をより楽しむための新たなメンバーシッププログラム 

【 H P D
エイチピーデイ

 REWARD
リ ワ ー ド

】2020.4.1 誕生。 

会員限定宿泊プランやバリュークーポン、ポイントを貯めて使えるお得な 

公式アプリ（AppStore/GooglePlay）を 2020.4.1 リリースいたしました。 

 

mailto:kikaku@hpd-c.co.jp

