
 

 

 

 

NEWS RELEASE 

2022年 4月 27日 

 

ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート 
沖縄、トロピカルフルーツの美味しい夏が来た！ 

「MANZA夏のフルーツ・フェス」を 7月 1日より開催 
レストラン・カフェにて夏季限定メニューを提供 

◼ 亜熱帯の太陽の恵みをブッフェで堪能「トロピカルフルーツ・ディナーブッフェ」 

◼ かき氷ならぬ“焼き氷”も！夏のひんやりスイーツ「MANZA オリジナルかき氷」と   

リゾート気分を満喫できるカフェメニュー 

◼ フルーツたっぷり！サマーカクテル&ドリンクコレクション 

 

ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート（沖縄県恩納村、総支配人 シャーロッ

ト・ホットマン、客室数 400室）は 2022年 7月 1日（金）より（一部メニューを除く）、県

産フルーツをテーマとした沖縄の夏季を彩るフルーツフェア「MANZA 夏のフルーツ・フェ

ス」を開催いたします。 

 

待ちに待った、トロピカルフルーツが美味しい季節の到来です。南国の太陽の光をたっぷり

浴び、ミネラル豊富な大地で育った沖縄県産のフルーツは、甘みが強く、肉質も柔らかで、

程よい酸味と香り高く濃厚でとろける味わいが特徴の夏のご馳走です。また、ビタミンやミ

ネラルを豊富に含み、栄養価が高く、美容や健康にも良い、身体が喜ぶ食材として知られて

います。そんな沖縄の自然の恵みを存分に堪能いただける、「MANZA夏のフルーツ・フェ

ス」では、リゾート内のレストラン・バーにて、お料理やデザート、カクテルなど、様々な 



 

 

 

メニューをご用意しました。夏本番を迎える ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾ

ートにて、トロピカルなメニューの数々が夏のステイをより一層盛り上げます。 

 

「トロピカルフルーツ・ディナーブッフェ」 

パイナップルやマンゴー、パッションフルーツ、グアバ、ドラゴンフルーツなどの県産フル

ーツを中心に、目にも鮮やかなお料理やデザートが勢ぞろい。メインディッシュにはカジキ

やマヒマヒなど、旬の「県産魚のオーブン焼き パッションフルーツソース」や、フルーツを

使ったトロピカルソースが絶妙な「ローストポーク」など、洋食を中心に、中華から琉球料

理、そしてスイーツまで、約 40 種の豊富なメニューラインナップでご用意いたします。フ

ルーツの優しい甘さが素材の旨味を引き立て、爽やかな酸味が食欲をそそる、珠玉のデイナ

ーブッフェをお楽しみください。 

 

「トロピカルフルーツ・ディナーブッフェ」概要 

期間：2022年 7月 1日（金）～9月 30日（金）  

時間：17:30～22:00（L.O.21:00） 

料金：大人 5,600円、子ども（6~12歳）2,750円、幼児（3~5歳）1,600円 

場所：アクアベル 

内容（メニュー一例）： 



 

 

 

＜サラダ＆オードブル 約 10種＞ 

・県産野菜と魚介のパッションソース 

・トロピカル・クスクスサラダ 

・エスカベッシュ タンカンフレーバー ほか 

＜温製料理 約 15種＞ 

・沖縄県産魚のオーブン焼き パッションフルーツソース 

・ポークスペアリブとパイナップルソテー ほか 

＜ライブステーション＞ 

・ローストポークまたは国産牛のローストビーフ 

＜日替わりデザート 16種＞ 

・ホットパイナップルプディング 

・グアバシフォンケーキ 

・クロロタロ芋のデザート 

・トロピカルパッションフルーツのタルトレット ほか  

 

“焼き氷”も登場、夏のひんやりスイーツ「MANZAオリジナルかき氷」 

 

夏の暑さを吹き飛ばす、オリジナルかき氷をオーシャンカフェにて提供いたします。シーク

ヮーサーフレーバーの焼きメレンゲをあしらった、見た目も圧巻な、「トロピカル焼き氷

（写真左上）」は、濃厚なマンゴージュースから作ったふわふわの氷に、マンゴー果肉入り

のトロピカルソースをトッピング。氷の中に忍ばせたフレッシュフルーツもお楽しみの贅沢 

な一品。そのほか、コンデンスミルクにバニラビーンズを加えてリッチな味わいに仕上げた

沖縄のソウルフード 「OKINAWAミルクぜんざい」に 、4種類のパティシエ特製フルーツシ 

ロップをたっぷりかけた 「夏色かき氷」の計 3種をご用意。この季節ならではの口福なひん

やりスイーツです。 

 

「MANZAオリジナルかき氷」概要 

期間：2022年 7月 1日（金）～9月 30日（金） 

時間：11:00～20:00 

場所：オーシャンカフェ 

料金：「トロピカル焼き氷」 1,400円、「OKINAWAミルクぜんざい」 1,000円、 

「夏色かき氷」 900円 



 

 

 

「夏のフルーツフローズンドリンク」 

 

夏を代表するマンゴーやアセロラといったビタミンたっぷりのサマーフルーツを使ったスム

ージーと、バナナやさとうきびアイス、黒糖を使った優しい甘さのシェイクが登場。のどの

渇きを癒しながら、エネルギーもチャージして。 

 

「夏のフルーツフローズンドリンク」概要 

期間：～2022年 9月 30日(金) 

時間：11:00～20:00（L.O. 19:30） 

場所：オーシャンカフェ 

料金：「マンゴー＆たんかんスムージー」 1,100円  

「アセロラヨーグルトスムージー」 1,100円  

「黒糖バナナシェイク」 1,100円 

 

「サマーカクテルコレクション」 

 

県産ラム酒とパッションフルーツ、たっぷりのミントを使った「島人
しまんちゅ

モヒート（写真中央

右）」や、パッションフルーツ、シークワーサーの爽やかなフレーバーとともに、万座の海



 

 

 

をグラスにとじ込めたようなブルーが鮮やかなカクテル「万座ブルー（写真中央左）」など、

夏にぴったりのラインナップです。アルコールを使わないモクテルもご用意しております。 

 

「サマーカクテルコレクション」概要 

期間：2022年 7月 1日（金）～9月 30日（金） 

時間：11:00～20:00 

場所：オーシャンカフェ 

メニュー一例：「島人モヒート」 1,700円、 

「万座ブルー」  1,500円  

 

気軽に楽しむホテルメイドの夏カフェメニュー 

 

ビーチやプールでたっぷり遊んだあとは、冷たいドリンクと一緒に、ライトミールはいかが

ですか。気軽にお楽しみいただけるメニューはこだわりの県産食材を使用するなど、どれも

ホテルメイドの本格派。ちょっぴりスパイシーなメニューはビールやカクテルとの相性抜群

です。プールサイドでも召し上がれるフィンガーフードもご用意しております。 

 

夏カフェメニュー 概要 

期間：2022年 7月 1日（金）～9月 30日（金） 

時間：11:00～20:00 

場所：オーシャンカフェ 

メニュー一例： 

「沖縄野菜と豆腐のベジタリアンビザ」 1,800円 

「県産海ぶどう入り季節のサラダ」 1,300円 

「蒸し鶏と野菜のラップロール」 1,600円 

「牛肉 100％パティと厚切りベーコンのハンバーガー」 1,800円 ほか 

 

 

 

 



 

 

 

 

ご予約・お問い合わせ 

公式サイト：https://www.anaintercontinental-manza.jp/offers/manza-fruitfest/  

TEL：098-966-1211  Email： info@anaintercontinental-manza.jp  

 

※すべての表示料金には消費税とサービス料 13％が含まれます。 

※メニュー内容は、仕入れ状況により予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 

※画像はイメージです。 

 

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】 

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート 

マーケティングコミュニケーションズ：徳田、呉屋、石川 

TEL： 098-966-1211(代表) Email：pr.manza@ihg.com 

 

当リゾートの衛生基準について 

IHGでは、2020年 6月 1日より世界共通の IHGクリーンプロミスを立ち上げました。より強化された衛生対策に

より、ホテル全施設の清潔・衛生について再定義し、ご滞在中の安全や健康をサポートすることで、お客様へ快

適な体験を提供したいと考えています。ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートでも新たな衛生基準を

遵守し、リゾート内を清潔かつ整理整頓とメンテナンスの行き届いた状態にし、お客様に安心・安全をご提供し

て参ります。IHGクリーンプロミスの詳細は、こちらよりご覧いただけます。 

https://www.anaihghotels.co.jp/plan/ihg-clean-promise/ 

 

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートについて 

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート（沖縄県国

頭郡恩納村字瀬良垣 2260、客室数 400室、098-966-1211）は国

立公園で沖縄有数の景勝地でもある万座毛をのぞみ、2009年 4

月にインターナショナルなラグジュアリーリゾートとして大規

模なリニューアルを実施し、ロビーエリアから客室にいたるま

で海をイメージに、白とブルーを基調としたモダンで爽やかな

インテリアで統一しました。また、2018年に新しく誕生したク

ラブインターコンチネンタルラウンジでは、パーソナルなワン 

 

ランク上のサービスをご提供いたします。地元を知り尽くした

リゾート・コンシェルジュのサービスや、便利なリゾートセン

ターで、リゾートでの多様な過ごし方をご提案し、お客様の充実した滞在をサポートします。

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

Instagram 公式アカウント https://www.instagram.com/ana.ic.manza.beach.resort/ 

Facebook 公式アカウント https://www.facebook.com/ANAInterContinentalManzaBeachResort 

 

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、70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

力を体験できる旅を提供。いずれのホテルでも、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いただ

けます。インターコンチネンタルは、さりげない心遣いが感じられる上質なサービスと充実したアメニティを通

した、グローバルで洗練された旅を実現します。お客様ひとりひとりに合わせたきめ細かなサービスによる心の

こもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいご滞在をご満喫いただけます。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、大切なお客様に特

別なサービスをお届けします。旅慣れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものとなるよう、ほかでは味わえ

ない特別な体験など、その土地ならではの魅力をご紹介しています。  

 

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。 

 

https://www.anaintercontinental-manza.jp/offers/manza-fruitfest/
mailto:info@anaintercontinental-manza.jp
mailto:pr.manza@ihg.com
https://www.anaihghotels.co.jp/plan/ihg-clean-promise/
https://www.anaintercontinental-manza.jp/
https://www.instagram.com/ana.ic.manza.beach.resort/
https://www.facebook.com/ANAInterContinentalManzaBeachResort
https://www.ihgplc.com/en/about-us


 

 

 

下記の 17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 ワンリワーズは、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。 

 

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, ヴィニエット コレクション, キンプトン ホテルズ&レストランツ, 

ホテル インディゴ 

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 

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 325,000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。2022年 3月現在、6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、ホリデイ・インエクスプレス、ホテルインディゴ）、

44ホテル、10,000室超を展開しています。 

 

今後もインターコンチネンタル沖縄美ら SUNリゾート、リージェント京都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。 

 

IHGグローバルサイト: www.ihg.com  

IHGニュースルームサイト: www.ihgplc.com  

IHGのリンクトイン: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/ 

IHGのフェイスブック: https://www.facebook.com/IHGCorporate/ 

IHGのツイッター: https://twitter.com/IHGCorporate 

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  

 
### 

https://www.ihg.com/onerewards/content/gb/en/home
https://www.ihg.com/onerewards/content/gb/en/home
https://jp.sixsenses.com/
https://www.regenthotels.com/
https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation
https://www.vignettecollectionhotels.com/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation
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/evenhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/voco/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.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.atwellsuites.com/
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
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation
http://www.ihg.com/
http://www.ihgplc.com/
https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/
https://www.facebook.com/IHGCorporate/
https://twitter.com/IHGCorporate
http://www.anaihghotels.co.jp/

