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ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート 2022 年 1 月 7 日より販売開始 

「沖縄の美しい自然に想いを寄せる サステナブル島旅プラン」 

サンゴ保護活動、ネイチャーツアー、地産地消体験を通して持続可能な未来を目指す新たな旅の提案 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート」（所在地：沖縄県国頭郡恩納村）は、旅行先
の地域社会と環境の保全を第一に考えた「持続可能な観光」の推進を目指し、沖縄の美しい珊瑚を守
るための保護活動や、やんばる地域の豊かな自然を再発見する機会を通して、“サステナビリティ”を学
びながら心豊かな滞在を提供する「沖縄の美しい自然に想いを寄せる サステナブル島旅プラン」の販
売を、2022 年 1 月 7 日(金)より開始いたします。 
 
沖縄有数の景勝地である万座毛を見渡すことが出来る ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾ

ートでは、これまでも多くの旅行者を魅了し続けてきました。当ホテルでは、2019 年からリゾートなら
ではのアクティビティを活かした自然保護に貢献できる「サンゴ保護活動プラン」を実施してきました。
そしてこの度、多様で固有性の高い生態系を有し、多くの絶滅危惧種の生息地として、2021 年のユネス
コ世界自然遺産に登録された「やんばるの森」の雄大な自然の中で、沖縄の貴重な自然環境について深
く考え、後世に継承していく機会として当ホテルオリジナルのサステナブルプランの提供を開始します。 
 
世界中の温室効果ガス排出量の約 10 分の 1 は、観光により発生していると言われている一方で、世

界の旅行者のおよそ 4 分の 3（72%）が「次世代のために地球を守るには、人々は今すぐ行動しサステ
ナブルな選択を行う必要がある」と回答しています。（2019 年ブッキング・ドットコム「サステイナブル・トラベル」

に関する調査結果より引用） 

また、アメリカン・エキスプレス・トラベルが、2021 年 1 月に米国、オーストラリア、カナダ、イン
ド、日本、メキシコ、英国で実施した旅行動向調査の結果によれば、全体の 55%が「二酸化炭素排出に
配慮した旅行に関心がある」と回答。60%が「カーボンニュートラルに取り組んでいる航空会社を予約
したい」と答え、68%が「サステナビリティに配慮した旅行ブランドを支援したい」と回答しました。 
 
このように、“持続可能な社会づくり”が求められ、観光のあり方も見直されている今、ANA インターコ
ンチネンタル万座ビーチリゾートでは、一方的に旅行先のコンテンツを消費するだけでなく、人と自然
の豊かさを見つめ直し、それらのさらなる発展を目的としたアクティビティを提供してまいります。当
ホテルがご案内するネイチャーツアー、地場産業体験などを通して、ゲストの皆さまが自然の恵みや
人々の営みに想いを寄せ、あらためて日々の消費行動を見つめ直すきっかけとなることを願い、本プラ
ンをご用意いたしました。 
 
 

 
 
 
 

 

【報道関係者からのお問い合わせ先】 

ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート PR 事務局 

担当：俊成(080-4904-3118)、福田 E-mail：ihg_manza@ssu.co.jp 

http://www.ihg.com/


 

＜「沖縄の美しい自然に想いを寄せる サステナブル島旅プラン」概要＞ 
 
【やんばるの森に学ぶサステナブル宿泊プラン（やんばる国立公園内）】 
沖縄本島北部の東村に位置する「やんばるの森」は、多様で固有性の高い生態系を有し、多くの絶滅

危惧種が生息地として、今年 7 月に国連教育科学文化機関（ユネスコ）の世界自然遺産に登録されまし
た。「やんばるの森に学ぶサステナブル宿泊プラン」は、まさに世界の宝となったやんばるの森を地元ガ
イドとともに巡るネイチャーツアーや、沖縄を支える地場産業とそこに携わる人々に触れることで、地
域経済、伝統文化の維持と発展について考える、地産地消体験が宿泊とセットになった当ホテルのオリ
ジナルプランです。 
 
 
〈体験内容〉 
1） やんばるの森ジップラインネイチャーツアー 
世界自然遺産に登録された「やんばるの森」近郊にて、ジップライン 
で 360 度亜熱帯の森に囲まれた大自然の中を空中散歩します。沖縄で
育った地元のガイドの方から、やんばるの森の魅力や歴史を学びなが
ら大自然を満喫するツアーです。 
 
 
 
2）コーヒー豆収穫焙煎体験 
100 年前からコーヒー栽培がされていたやんばるにて、2014 年からコーヒー農園を始めた又吉コーヒー
園。本ツアーでは、沖縄の土地で育った無農薬のコーヒー果実の収穫から生豆の加工、焙煎、抽出まで
全ての過程を体験することができます。生産者のコーヒー豆に掛ける想いを聞きながら、同時に沖縄の
豊かな土壌で育まれたコーヒーノキの花の香り、果実の甘さもぜひ感じてください。生産過程を知り、
コーヒー1 杯の価値について考える希少な大人の体験学習です。 
※収穫は通年でなく、11 月～翌年 4 月頃限定となります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

〈プラン概要〉 

■料    金：2 泊 3 日 32,500 円～（1 名あたり） 
■開 催 期 間：2022 年 1 月～4 月 
■所 要 時 間：半日程度 ※送迎無し 
■含まれるもの：ネイチャーツアーガイド料、コーヒー豆収穫および焙煎体験 
※無料のレンタルシューズや雨具のご用意有り 
■申し込み人数：２名～ 
・予約受付期間： 2022 年 1 月 7 日～2022 年 4 月 16 日 
・利用期間    ： 2022 年 1 月 21 日～2022 年 4 月 30 日 
・ご予約：ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート 
公式 HP https://www.anaintercontinental-manza.jp/ 
〈協力〉 
又吉コーヒー園・どきどきヤンバルンチャー（沖縄県国頭郡東村字慶佐次 718-28） 
 
〈促進できる SDGs 目標〉 
11．住み続けられるまちづくりを 
12．つくる責任 つかう責任 
15．陸の豊かさも守ろう 

 

 

https://www.anaintercontinental-manza.jp/


 

※オプションプラン 

東村つつじとひるぎの長寿キッチン ～あんまー（お母さん）特製「つつじ長寿ランチ」～ 
地元の食材を使い、東村のお母さん達が真心込めて作った特製ランチ BOX。食材は、東村近郊でとれ
た、新鮮な野菜やお肉、お魚。旬の食材を使った 12 品です。 
■料  金：3,000 円(税込み) 
※季節によりメニューは変更となります。 
※詳細はホテルまでお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【サンゴ保護活動サステナブル宿泊プラン】 
世界中の海には約 800 種類のサンゴが存在し、そのうち約 300 種類以上が沖縄の海で確認されていま
す。当リゾートがあるここ恩納村でも、キクメイシ、ミドリイシ、ハマサンゴなど多くのサンゴが分布
しています。サンゴは魚のすみかや産卵場所として、また海岸を守る防波堤として重要な役割をはたし、
さらには海中の二酸化炭素濃度の調節にも深く関わっています。1997 年から 1998 年にかけて世界的な
海水温の上昇により大規模な白化現象が起こり、沖縄のサンゴ礁も影響を受けました。それと同時にサ
ンゴを食べるオニヒトデの大発生もありサンゴを取り巻く環境は年々悪化の傾向となっております。 
 
ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾートでは 2003 年から「チーム美らサンゴ」の立ち上げに
携わり、2005 年からはサンゴの天敵であるオニヒトデの駆除作業と水中のクリーン活動、サンゴの苗の
植え付けを行いサンゴの保全に努めて参りました。2018 年夏、恩納村が～世界一サンゴにやさしい村～
「サンゴの村」宣言をしたことを受け、当リゾートでも村の行うプロジェクトに参画すべく、リゾート
ならではのアクティビティを活かした自然保護に貢献できる 3 つのプログラム「サンゴ保護活動サステ
ナブル宿泊プラン」を企画しました。同プランの参加費の一部はサンゴの保全活動に寄付されます。楽
しみながら自然保護に貢献できる人気のプログラムです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〈ツアー内容〉 
1． サンゴについて 

日本で初めてサンゴひび建て式養殖を始めた恩納村漁港内のサンゴ養殖場にて「沖縄におけるサン
ゴの現状」やサンゴについてレクチャーを受け、環境保護の大切さを学びます。 
※ひび建て式・・・海底に打ち込んだ杭の上にサンゴを乗せて養殖する恩納村独自の手法。 

 
2． サンゴ苗作り体験 

サンゴ養殖場にてサンゴの苗を作りサンゴ保全のお手伝いをします。 
 
3． ビーチ散策 

サンゴ養殖場からビーチまで散策します。ビーチをきれいに保つことがサンゴの保護につながるこ
とを紹介します。 



 

4． サンゴ畑へ観察ツアー 
海で養殖されているサンゴの観察ツアーへ出発します。サブマリン Jr.Ⅱに乗って、またはビーチシ
ュノーケリングでサンゴ畑の状況を見ることができます。 
 

〈プラン概要〉 
■料 金：2 泊 3 日 28,400 円～（1 名あたり） 
■開 催 期 間：2022 年１月～４月 
■所 要 時 間：約 90 分～120 分 
■含まれるもの：現地までの送迎、ガイド料、備品レンタル 
■申し込み人数：1 名～ 
・予約受付期間： 2022 年 1 月 7 日～2022 年４月 20 日 
・利用期間    ： 2022 年 1 月 17 日～2022 年４月 30 日 
・ご予約：ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート 
公式 HP https://www.anaintercontinental-manza.jp/ 
〈協力〉 
恩納村漁業協同組合 
 
〈促進できる SDGs 目標〉 
14．海の豊かさを守ろう 

 

【島の食材を使用した地産地消のサステナブルディナー】 
ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾートでは、「県内の

方々、食材と共存するホテルでありたい」、「ゲストの方々に食を
通じて土地との繋がりや歴史、文化を感じていただきたい」という
願いから、日本料理レストラン「雲海」で提供する食材は、県内の
農家や漁業組合から調達しています。 
 この度新たに提供する「地産地消のサステナブルディナー」では、
地元恩納村で育ったもずく、海ブドウや沖縄三大高級魚の赤マチ、
日本一の生産高を誇る車海老などを使った海の幸の他、沖縄が誇る
ブランド牛のもとぶ牛、県内の広大な自然の中で育った色とりどり
の島野菜を使った山の幸を使用しています。特別ディナーコースで 
命の恵みに感謝しながらネイバーフッドを感じられるエシカルなディナーを堪能いただけます。 
 
コース内容 
＜前菜＞ 
・恩納村産もずく酢、ジーマミー豆腐 美味出汁、ヘチマ島味噌田楽、泡盛のお供 豆腐よう、沖縄風豚
の角煮 ラフテー ゆし豆腐餡掛け、恩納村産海ぶどう シークヮーサージュレ、苦菜白和え 
＜お造り＞ 
・沖縄県産魚介三種盛り 生まぐろ、赤マチ、シャコ貝 
＜焼物＞ 
・沖縄県産もとぶ牛鍬焼 シークヮーサーおろしポン酢 彩り野菜 
＜天婦羅＞ 
・車海老 島野菜 薬味 
＜寿司＞ 
・本鮪トロ、県産鮪、ミーバイ昆布〆、久米島産車海老、セーイカ 
＜お椀＞ 
・沖縄赤マルソウ合わせ味噌、金武産占地、ヘチマ、アーサ 
＜デザート＞ 
・沖縄県産フルーツ 島豆腐ババロア掛け 
 
■予約受付日 ：2022 年 1 月 5 日 
■利用期間 ：2022 年 1 月 7 日 
■料金 ：1 名 20,000 円(税・サービス料込、宿泊料別) 
 

※食材やメニューは仕入れの状況により一部変更となる場合がございます。予めご了承ください。 

 

 

https://www.anaintercontinental-manza.jp/


 

【ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾートの衛生基準について】 

IHG ホテルは昨年 5 月、「IHG クリーンプロミス」を立ち上げました。これを受け、全世界のインターコンチネンタル® ホテルズ＆リ

ゾーツにおいてもホテル内全施設の衛生基準を再定義し、ゲストエクスペリエンスの向上を図っております。ANA インターコンチネン

タル万座ビーチリゾートにおいても新たな衛生基準を順守し、お客様の安心・安全を最優先したサービスに努めてまいります。IHG ク

リーンプロミスの詳細は、こちらでご覧いただけます。 

 

インターコンチネンタル®ホテルズ&リゾーツについて：  

インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツは、75 年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅力をご体験いただける

旅をご提供しています。インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみください。充実したアメニティと、さりげない心づか

いが感じられる上質なサービスが、グローバルで洗練された旅を実現いたします。お客様ひとりひとりに合わせたきめ細やかなサービ

スによる心のこもったおもてなしで、優雅で心地よいご滞在をご満喫ください。また、インターコンチネンタル® アンバサダープログラ

ムと最上級の特典が付いたクラブインターコンチネンタル®を通して、特別なサービスをお届けしています。旅慣れたお客様のご滞在が

豊かで発見に満ちたものになるよう、ほかでは味わえない特別なご体験など、その土地ならではの魅力をご紹介しています。詳細は、

ブランド公式サイト、その他 SNS サイト（Facebook、Instagram）をご覧ください。 

 

IHG ホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて： 

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good を提供するグローバルホスピタリティーカン

パニーです。 

 

下記の 16 ホテルブランドを展開し、世界 100 ヶ国以上に約 6,000 ホテルを有し、約 1,800 軒のホテルが開発中となっています。また、

IHG リワーズは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。 

 

⚫ プレミアム: HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, EVEN ホテルズ, voco ホテルズ 

⚫ ラグジュアリー &ライフスタイル: シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ,  

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ,キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディゴ, 

⚫ エッセンシャルズ: ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス,avid ホテルズ 

⚫ スイーツ: Atwell スイーツ, ステイブリッジ スイーツ,  ホリデイ・イン クラブバケーションズ, キャンドルウッド スイーツ 

InterContinental Hotels Group PLC は、グループの持株会社で、英国に設立、英国およびウェールズで登録されています。世界中の IHG

のホテルとコーポレートオフィスには、約 350,000 人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。日本国内では、2006

年 12 月に、IHG と ANA の業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立。2021 年 3 月

現在、5 ブランド（インターコンチネンタル、キンプトン、ANA クラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・インリゾート、ホテ

ルインディゴ）、37 ホテル、約 10,000 室を展開しています。今後も ANA インターコンチネンタル安比高原リゾート、ANA クラウンプ

ラザリゾート安比高原、ANA ホリデイ・インリゾート安比高原、ホテルインディゴ犬山有楽苑、ホテルインディゴ軽井沢、インターコ

ンチネンタル沖縄美ら SUN リゾートの開業を予定しており、日本においても IHG ホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選

択肢を皆様にお届けしてまいります。詳細は、下記ウェブサイトをご参照ください。 

IHG グローバルサイト: www.ihg.com  

IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp  

IHG グループサイト: www.ihgplc.com 

  

【報道関係者からのお問い合わせ先】 

ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート PR 事務局 

担当：俊成(080-4904-3118)、福田 E-mail：ihg_manza@ssu.co.jp 

 

https://www.anaintercontinental-manza.jp/
http://www.intercontinental.com/
http://www.facebook.com/intercontinental
http://www.instagram.com/intercontinental
https://www.ihgplc.com/en/about-us
http://www.ihg.com/rewardsclub/gb/en/home
https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation
https://jp.sixsenses.com/
https://www.regenthotels.com/
https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation
https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.atwellsuites.com/
https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation
http://www.ihg.com/
http://www.anaihghotels.co.jp/
http://www.ihgplc.com/


 

補足資料 

 

【ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート 概要】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
名  称： ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート 
電話番号： 098-966-1211（代表） 
予約・問合せ： ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート  

info@anaintercontinental-manza.jp 
公式 HP： https://www.anaintercontinental-manza.jp/ 
Facebook： https://www.facebook.com/ANAInterContinentalManzaBeachResort 
Instagram： https://www.instagram.com/ana.ic.manza.beach.resort/ 
 

ホテル基本情報 

所在地： 〒９０４-０４９３ 沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣２２６０番地 

規模： 地上９階 （高さ３５m） 

開業年： １９８３年 

（2００９年４月大規模リニューアル、２０１７年スイートルーム全室リニューアル） 

客室施設   全４００室 （全室禁煙）、 チェックイン１５時／チェックアウト１１時 

 

 

・ラウンジアクセス付き クラシックツイン ７７室 (５階～９階) 

・スイートルーム  ７室 

-万座スイート ４室 （６４㎡、６階～９階） 

-名護ベイスイート ３室 （６４㎡、７階～９階） 

・ゲストルーム ３１６室 （３２㎡、３階～７階） 

・クラブインターコンチネンタルラウンジ（２０１８年６月１７日オープン、３６０㎡、２階） 

インフォメーション施設 

館内： ・リゾートセンター   ビーチ  

サイド： 

・ビーチインフォメーション 

 （ビーチ総合カウンター） 

料飲施設    

館内： ・オールデイダイニング 「アクアベル」  

・日本料理・寿司・鉄板焼 「雲海」 

・琉球料理＆エンターテイメント 「オー

キッド」 

・ラウンジ「オーシャンカフェ」 

・バー 「ウェイビー」 

ビーチ  

サイド： 

・The Oriental Grill by KARIN 

（季節営業） 

・Salvatore Cuomo & Bar 万座ビーチ（季節

営業） 

・ちゃんぷる ビーチ居酒屋（季節営業） 

・ビーチパーラー（季節営業） 

・シェル ビーチ宴会場 

レジャー施設 

館内： ・大浴場・サウナ・マッサージ 

・うるもスパ 

（『WORLD LUXURY SPA AWARDS』

を 5 年連続で受賞） 

・ダイビングセンター 

・ロッカー・シャワールーム (男女) 

ビーチ  

サイド： 
・ビーチ 

・ロッカー・シャワールーム (男女) 

・ビーチサイドプール （季節営業） 

・テニスコート (ナイター設備有り) 

https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation


 

・コインランドリー 

・ガーデンプール 

・万座キッズプレイランド（屋内遊び施

設） 

ウエディング施設  海に面した趣の異なる二つのチャペル 

 ・アクアルーチェ・チャペル (収容人数６０名) 

売店施設 

館内： ・ホテルショップ 

・朝市 

・クラフトショップ 

ビーチ  

サイド： 
・ビーチショップ（季節営業） 

駐車場 

 ・屋外駐車場 (６２０台) 

アクセス  

 ・タクシー・レンタカーご利用の場合 

那覇空港より沖縄自動車道利用（屋嘉インター）で約５０分、一般道で約８０分 

 
 
 
 
 
 
 

【報道関係者からのお問い合わせ先】 

【報道関係者からのお問い合わせ先】 

ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート PR 事務局 

担当：俊成(080-4904-3118)、福田 E-mail：ihg_manza@ssu.co.jp 

 


