
 
 

 

 
NEWS RELEASE 

2023年 2月 14日 

 
ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート 

「アーティスト・イン・レジデンス at Manza」スピンオフ企画 
BEGIN ギタリスト 島袋 優 氏 初のアート展を 2 月 17 日より開催 
当リゾート開業 40 周年特別企画、島袋氏が沖縄・恩納村にて滞在制作 

会期中には島袋氏による音楽を交えたギャラリートークも 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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）は、昨年より本格始動したプログラム「アーティスト・イン・レジデンス 
at Manza」のスピンオフ企画として、人気バンド BEGINのギタリスト 島袋 優（しまぶく
ろ・まさる）氏を特別ゲストとして招聘し、2023年 2月 17日（金）より島袋氏初となるア
ート展「NEIRO ～暮らしに音と色彩を～」を開催いたします。今年 6月に開業 40周年を迎
える ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾートの記念事業の皮切りとなる企画であ
り、期間中には島袋氏によるギャラリーでの公開制作も予定しています。加えて、音楽を交
えながら島袋氏ご自身で作品の解説を行うギャラリートークも実施予定です。 
 
「アーティスト・イン・レジデンス at Manza」とは、リゾートに滞在しながら制作活動を行
うアーティストを支援するプログラムで、2022年より本格始動いたしました。本プログラム
では、一般公募により参加希望のアーティストを募集し、沖縄本島の中央部、西海岸側に位
置するサンゴ礁に囲まれた風光明媚な恩納村にある当リゾートでの滞在と、展示スペースお
よび制作スペースを提供しています。参加したアーティストは、日常から離れた空間から受
けるインスピレーションで、思い思いの表現を作品に落とし込みます。滞在中に制作された
作品を含む該当アーティストの作品はギャラリーに展示され、宿泊ゲストだけでなく多くの
地元の方にもアートに触れる貴重な場となり、大変ご好評いただく企画です。 
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今回、ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート開業 40周年記念として、同プログ
ラムのスピンオフ企画にお迎えするのは、現在沖縄本島を拠点に音楽家として国内外で広く
活躍される島袋 優 氏。「沖縄の暮らしと音楽」をコンセプトに、ギタリストならではの感
性で独自の世界観を表現した作品の数々を展示いたします。期間中は、当リゾートに滞在
し、ギャラリーでの公開制作も予定しており、その他、音楽を交えながら島袋氏ご自身で作
品の解説を行うギャラリートークも企画しています。 
 
ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾートでは開業 40周年の新たな試みとして、ア
ートを通した地元恩納村の魅力発信および地域活性化を目的に、自然とアートが融合する新
しいリゾートの楽しみ方を皆さまに提供してまいります。 
 
島袋 優 氏の作品について 

もともと絵画・デザインに興味があり、美
大を目指していた島袋氏は、これまでも趣
味で絵を描くことが多かったものの、10年
ほど前に沖縄へ戻ったことをきっかけに本
格的に絵画制作を開始。生活スタイルが変
わり、気持ちに余裕が生まれたことも大き
く関係していると言います。そんな島袋氏
が描く作品のテーマは、「沖縄の暮らしと
音楽」。楽器や身近な題材をモチーフに、
目に飛び込んでくる沖縄の自然を「色」で
表現した作品が多いのが特徴です。 
 

島袋 優 絵画展 『NEIRO ～暮らしに音と色彩を～』概要 
・期間：2023年 2月 17日（金）～5月 7日（日） 
・時間：午前 9時～午後 10時 
・場所：ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート ロビー階 ギャラリースペース 
・会期中の特別イベント：ギャラリートーク  
島袋氏ご自身による音楽を交えての作品の解説を開催いたします。 
※春休み・ゴールデンウィークに開催予定。日時は確定次第、公式サイトにてお知らせい

たします。 
 
島袋 優 氏（BEGIN）プロフィール 
1968年 9月 23日生まれ。沖縄・石垣島出身の３人組バンド「BEGIN」のギタリスト。 
1990年シングル「恋しくて」でデビュー。その後もリリースを重ね、数多くのステージに出
演。代表曲の「島人ぬ宝」、「涙そうそう」などは老若男女に歌い継がれる楽曲となってい
る。ブラジルやハワイで公演を行うなど国内外で活躍の場を広げ、ブルースから島唄まで多
彩な音楽性で幅広い年齢層から支持を集めている。また、CM で大ヒットした「海の声」の
作曲など様々なアーティストへの楽曲提供・プロデュースも多く、ソングライターとしても
活躍している。 
【島袋優 Instagram】https://www.instagram.com/masarushimabukuro/  
【BEGIN オフィシャル HP】http://www.begin1990.com/ 

作品タイトル：ミーニシ 2（写真左）、ヤチムン 

https://www.anaintercontinental-manza.jp/offers/begin-masaru-shimabukuro-art-exhibition/
https://www.instagram.com/masarushimabukuro/
http://www.begin1990.com/


 
 

 

 
【BEGIN オフィシャル Facebook】https://www.facebook.com/begin.official 
【BEGIN オフィシャル Twitter】https://twitter.com/BEGIN_Staff 
【BEGIN オフィシャル Instagram】https://www.instagram.com/begin_official_0321/  
【BEGIN オフィシャル LINE】https://line.me/R/ti/p/%40begin_official 
 

 
【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 
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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 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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