
 

*2020年 8⽉1⽇時点で営業している⽇本国内の海上アスレチックにおいて⾯積最⼤級。（⾃社調べ） 

 
NEWS RELEASE 

2023年 2⽉ 27⽇ 

 
ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート 

2023 年のビーチシーズンが到来！万座ビーチの海開きにあわせ 
日本最大級の海上アスレチック「万座オーシャンパーク®」が 3/18 にオープン 

エメラルドグリーンのビーチに 40 種類のアスレチックが登場 
オープン初日限定、当リゾート宿泊ゲストは無料！外来ゲストも特別料金で 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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）では、2023 年 3 ⽉ 18 ⽇（土）に夏シーズンの幕開けとして、「万座ビー
チ海開き」を実施し、当リゾートの人気 No.1 アクティビティである⽇本最⼤級*の海上アス
レチック「万座オーシャンパーク®」の営業を開始いたします。また当⽇は、「万座オーシ
ャンパーク®」オープンを記念し、一⽇限定でご宿泊ゲストの利用は無料に、外来ゲストに
も特別料金を提供いたします。 
 
「万座オーシャンパーク®」は、広⼤な万座ビーチの遊泳区域内にインフレータブル（空気
を⼊れて形状を保つ構造物）のスライダーやトランポリンなど約 40種類の⼤小さまざまな
障害物を浮かべた海上アスレチック施設です。昨年リニューアルし、年間 4万 7千人の⼊場
者数を記録した、不動の人気を誇るアクティビティです。その広さは横幅 54ｍ×奥行き 45
ｍと⽇本最⼤級*。また、お子さまが遊具の下に潜り込まないよう工夫するなど、安全機能
も考慮し、⾯白さは損なわず、安心・安全に楽しんでいただける仕様となっています。 
 
海に浮かぶ不安定なアスレチックを攻略するにはバランス感覚が必須。登ったり、駆け抜け
たり、飛び越えたりと様々なテクニックを駆使し、障害物をクリアしていきます。全て制覇
したらコースを決めてタイムトライアルで勝負するなど、グループでの参加も楽しめます。
お子さま向けのキッズエリアから上級者向けの難易度の高い障害物まで、⼤人も子どもも夢
中になる、「万座オーシャンパーク®」がリゾートステイを一層盛り上げます。 



 
 

 
 

 
今回、「万座オーシャンパーク®」オープンを記念し、3⽉ 18⽇の利用料金を宿泊ゲストは
無料、外来ゲストは特別料金 お一人さま 1,000円にて提供いたします。⽇本一早い夏の訪れ
と、「万座オーシャンパーク®」をこの機会にぜひご体感ください。 
 
「万座ビーチ海開き」概要 
沖縄本島の中央部、西海岸側・恩納村の国定公園内に位置するサンゴ礁に囲まれた万座ビー
チは、環境省選定「快水浴場 100 選」の「特選」に選ばれるほど県内でもトップクラスの美
しさと透明度を誇るビーチです。長年にわたり、国内外の多くの皆さまに愛されて参りまし
た。当リゾートではこの美しい海を未来へ残すべく、サンゴ保全活動にも力を⼊れておりま
す。昨年にはサンゴ礁保護を目的としたダイビング・シュノーケリングの国際ガイドイラン
「グリーン・フィンズ」の厳しい評価基準をクリアし、⽇本のリゾートホテルで初の正式認
定を受けました。海開きでは、今年も美しい万座の海を、安心・安全に楽しんでいただける
よう安全祈願神事を行い、夏の訪れをお祝いします。 
 
開催⽇時：2023年 3⽉ 18⽇（土）  
内  容：安全祈願神事 午前 10時～ ※雨天実施 
     万座オーシャンパーク®オープン 午前 10時 30分 
     【特別料金】宿泊ゲスト：無料 外来ゲスト：お一人さま  1,000円（税込） 
 
「万座オーシャンパーク🄬🄬」概要 
期間：2023年 3⽉ 18⽇（土）～2023年 11⽉ 30⽇（木）  
時間：午前 9:00～午後 5：00（7⽉ 1⽇～9⽉ 30⽇は午前 9:00～午後 6:00） 
   ※3⽉ 18⽇（土）オープン当⽇は午前 10時 30分より営業開始 
料金（一⽇フリーパス、税込）：  
⼤人 ・子ども共通 お一人さま 当リゾート宿泊ゲスト 3,500円、一般ゲスト 4,500円 

対象年齢：3歳以上（12歳以下は 18歳以上の保護者同伴） 
ご予約・お問い合わせ： 
 公式サイト：https://www.anaintercontinental-manza.jp/offers/3-18-beachopening/ 
 TEL：098-966-1211  Email： info@anaintercontinental-manza.jp 
 
アスレチックアイテム一例 

 

 
バランス感覚必須！アーチの中の一本橋を進む行く手を阻むのは、
巨⼤な 3つの「トリプルボール」。 
 

 

 
目の前にそびえる巨⼤な壁「サークルホール」は、壁に空いた穴を
くぐって攻略！ 
 

 

 
不安定な円形が並ぶ「ホップ・ステップ・ジャンプ」は、まるで飛
び石を駆け抜ける忍者の気分。 
 

※画像はイメージです。 

https://www.anaintercontinental-manza.jp/offers/3-18-beachopening/
mailto:info@anaintercontinental-manza.jp


 
 

 
 

 
【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 
 
 
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、お客さまの充
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、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 www.intercontinental.comその他 SNSサイト
www.facebook.com/intercontinental www.instagram.com/intercontinental 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 18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、1,800軒超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: vocoホテルズ, 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 

• 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 
• エクスクルーシブパートナーズ: イベロスター ビーチフロント リゾーツ 
 
 
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。  
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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 9 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、12,000室超を展開
しています。 
 
今後も voco⼤阪セントラル、ホテルインディゴ東京渋谷、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/hotels/gb/en/reservation 
IHGワンリワーズアプリ: Apple App  
IHGワンリワーズアプリ: Google Play store 
IHGニュースルームサイト: www.ihgplc.com  
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/ihghotels&resorts/ 
Facebook: https://www.facebook.com/IHGCorporate/ 
Twitter: https://twitter.com/IHGCorporate 
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン公式ウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp 
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