
オリエンタルホテル沖縄リゾート  & スパ　宴会関連　料金表

2021年 10月 1日現在

円 円

円 円

円 円

円 円

プラン名 FULL Day Plan HALF Day Plan

ご利用時間 8時間 (主要会場 1室 ) 4時間 (主要会場 1室 )

利用可能時間 08:00～ 17:00

会場 ホテル内宴会場

料金 (お一人様 ) ￥ 15,400- ￥ 10,120-

延長料金 (お一人様 ) 1時間ごとに￥ 1,650-

※　上記料金にはサービス料、消費税 (10%)が含まれています。
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※　上記料金、内容は予告なしに変更される場合がございますので、あらかじめご了承下さい。※　上記以外のアイテムは別途、お問合せ下さい。

※　上記料金にはサービス料、消費税 (10%)が含まれています。

＆ ～ ～ ～ ～ ～ ～

お問合せ先

8名様～ 50名様 見積額の 100% 見積額の 80% 見積額の 70% 見積額の 50%
オリエンタルホテル沖縄リゾート&スパ

51名様～ 150名様 見積額の 100% 見積額の 80% 見積額の 70% 見積額の 50% 見積額の 30% 見積額の 10%

151名様以上 見積額の 100% 見積額の 80% 見積額の 70% 見積額の 60% 見積額の 50% 見積額の 30% 見積額の 20%

ウマンチュ

カリー

マジュン

会議室名

ご利用料金 (基本音響、有線マイク 2本付 )

〒 905-0026

沖縄県名護市喜瀬 1490-1

　お取消料規定  (宴会及びケータリング )

TEL： 0980-51-1000

FAX： 0980-51-1004
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オリジナル複合エンターテイメントショー 別途ご相談

ホテルブッフェプラン　 /　着席 50～ 180名 15,950

ウィスキー　グラス 880

プレミアムフルコースプラン　 /　着席 30～ 75名 31,900

カクテル各種 880

【ガンガラーの谷  / ケイブパーティープラン】

ワイン (赤・白 )　グラス 880

麦焼酎　グラス 880

芋焼酎　グラス 990

【宴会】二次会プラン (90分 ) 2,750

泡盛　グラス 880

【宴会】ウェルカムカクテル 880

ウィスキー　ボトル 7,700

スパークリングワイン　ボトル 6,600

【宴会】フリードリンクプラン 2,200

ワイン (赤・白 )　フルボトル 4,400

【宴会】和会席 (15～ 60名 ) 6,600

麦焼酎　ボトル 6,600

【宴会】西洋コース料理　 (15名～ ) 6,600

芋焼酎　ボトル 7,700

【宴会】卓盛・中華料理 (15名～ ) 6,600

泡盛 (720ｍｌ )　ボトル 4,400

【宴会】ブッフェ料理 (30名～ ) 6,600

ノンアルコールビール (小瓶 ) 990

オリオンビール (中瓶 ) 120

【昼食】ブッフェ料理 (30名～ ) 3,300

ソフトドリンク各種 660

【昼食】弁当 (30名～ ) 2,420

ミネラルウォーター 165

料金に含まれるもの

8,  コーヒーブレイク (8時間プラン ; 2回 )(4時間プラン ; 1回 )

　  　コーヒー /紅茶 /緑茶 /ソフトドリンク

　　  スナック (マフィン /ペイストリー /デニッシュ /サンドイッチ /クッ

キー )

5,  レターヘッド、ボールペン

6,  宴会場使用料金  (Wi-Fi込み )

7, レストランにてブッフェランチ

1,  プロジェクター  & スクリーン

2,  ワイヤレスマイク  2本

3,  基本音響、照明

4,  ホワイトボード、マーカー

　各種料金

コーヒー・紅茶 660

528,000

528,000

Meeting Plan

80 64 130 72 44,0003F 185 57 3.5 120

スクール
会場料金 (1時間 )

7:00～ 22:00

1,188,000

3F 148 46 3.5 80 70 56

240 192 310 198 99,0003F 456 138 3.5 280
ウマンチュ・

マジュン合同

20 72 44,000

会場料金

面　積 天井高
収　容　人　員

宴　会 会　議

㎡ m

200 117 55,000 660,000

会場料金 (1日 )

7:00～ 22:00

3F 299 92 3.5 150 130 104

立食 着席 正餐 シアター



LIVE PARTY PRICE LIST

2021年10月1日現在

プラン名 料金(税サ込) 人数 場所 料理 期間 備考

音響利用不可

荒天時あかばなーメニュー

(但し､デザート&フルーツブッフェはなし)

+ QWACHIのフルーツ&デザート

キッチンが焼き出し

基本音響(簡易PA)含む

マイク2本付き

キッチンが焼き出し

基本音響(簡易PA)含む

マイク2本付き

キッチンが焼き出し

基本音響(簡易PA)含む

マイク2本付き

万国津梁館使用料　及び

ケータリング費用は別途要

万国津梁館使用料　及び

ケータリング費用は別途要

※　外でのパーティー(プールサイド、QWACHI Patio) につきましては、13:00に催行の判断をいたします。

料理オプションプラン 料金(税サ込) 備考

沖縄そば屋台(30名分～) 16,500円

山羊汁(30名分～) 33,000円

握り寿司コーナー(30名分～) 33,000円

マグロの解体ショー(50名分～) 55,000円

舟盛り(30名～) 49,500円

天ぷら(30名分～) 49,500円

デザートブッフェ(50名分～) 82,500円

仔豚の丸焼き(50名分～) 88,000円

フリードリンクプラン 料金(税サ込) 備考

スタータープラン 2,200円

スタンダードプラン 2,750円

デラックスプラン 3,300円

プレミアプラン 3,850円

二次会プラン(90分) 料金(税サ込) 備考

ライトプラン 2,750円

スタンダードプラン 3,300円

デラックスプラン 3,850円

BBQ & オードブルセット

+デザート&フルーツブッフェ

1-6月

10-12月

「あしびなー」 / 華

 ～プールサイドBBQ&ブッフェ～

プールサイド

荒天時

(BBQ席ブロック)

6,600円

30～200名(着席)

30～250名(立食)

 「あかばなー」

 ～ガーデンテラス BBQ～
5,500円 20～50名(着席)

QWACHI Patio

荒天時

(ウマンチュ、カリー)

151名以上の場合、ご利用の皆様に追加料金(￥330G)が発生いたします。

BBQ & 琉洋中ブッフェ

+デザート&フルーツブッフェ

1-6月

10-12月

11,000円

30～200名(着席)

30～250名(立食)

プールサイド もとぶ牛･やんばる鶏･やんばる島豚の

BBQ & 琉球料理ブッフェ

+デザート &フルーツブッフェ荒天時

(ウマンチュ、カリー)

151名以上の場合、ご利用の皆様に追加料金(￥330G)が発生いたします。

プールサイド

8,800円

30～200名(着席)

30～250名(立食)

BBQ & 琉洋中ブッフェ

+デザート&フルーツブッフェ

1-6月

10-12月

やんばる極上肉三昧

～美ら島の恵みとともに～

｢ゆんたく｣

万国津梁館プラン

｢ティーダ｣

万国津梁館プラン

荒天時

(ウマンチュ、カリー)

151名以上の場合、ご利用の皆様に追加料金(￥330G)が発生いたします。

「あしびなー」 / 瑞

 ～プールサイドBBQ&ブッフェ～

1-6月

10-12月

8,800円
30～230名(着席)

30～300名(立食)
万国津梁館

シェフズクッキングパフォーマンス

+琉洋中ブッフェ

+デザート &フルーツブッフェ

通年

通年13,200円
30～230名(着席)

30～300名(立食)
万国津梁館

シェフズクッキングパフォーマンス

+鮪の解体ショー + 琉球料理ブッフェ

+デザート &フルーツブッフェ

 1名あたり1,100円追加

 1名あたり3カン、1名あたり1,100円追加 握り寿司(マグロ、カジキ、セイイカ)

適用 内容

 1名あたり550円追加 沖縄そば屋台

2時間までの料金

 以降30分毎に25%増

 オリオンビール･泡盛･ソフトドリンク各種・ワイン(赤白) 　･････ 　(ワインをカクテル or 焼酎に変更可)

 1名あたり1,650円追加 仔豚の丸焼き

内容

手配につきましては

14日前までに

お願いいたします。

 1名あたり1,650円追加 季節の天ぷら盛合せ

 1名あたり1,650円追加 12種類

 1頭10㎏50名、1名あたり1,100円追加 握り寿司、お造り

 1名あたり1,650円追加 御造り盛合せ (近海産含む5品)

 オリオンビール･泡盛･ロングカクテル･ワイン(赤・白)・焼酎(芋・麦)･ソフトドリンク各種・ノンアルコールビール

 ウェルカムカクテル　+　デラックスプラン

内容(フリードリンク＋フード)

 オリオンビール・泡盛・焼酎・ウイスキー・ロングカクテル・ ワイン(赤・白)・ソフトドリンク＋フード11品

 オリオンビール(乾杯のみ)･泡盛･ソフトドリンク各種

 オリオンビール・泡盛・焼酎・ウイスキー・ロングカクテル・ ワイン(赤・白)・ソフトドリンク＋フード3品

90分までの料金

以降30分毎に30%増
 オリオンビール・泡盛・焼酎・ウイスキー・ロングカクテル・ ワイン(赤・白)・ソフトドリンク＋フード6品



アイテム 単価 アイテム 単価

音響機器 司会者

プロジェクター (7000ｌｍ )　 /　常設 (ウマンチュ ) ¥55,000 司会者  (2時間 ) ¥66,000 より

スクリーン (170 ｲﾝﾁ )　 /　常設 (ウマンチュ ) ¥27,500

プロジェクター (4000ｌｍ )　 /　常設 (マジュン・カリー ) ¥38,500 レセプタント

スクリーン (130 ｲﾝﾁ )　 /　常設 (マジュン・カリー ) ¥14,850 レセプタント  (洋装 2時間 ) ¥16,500

モニターテレビ (2台 )　 /　常設 (ウマンチュ・マジュン ) ¥11,000 レセプタント  (和装 2時間 ) ¥19,800

DVDデッキ ¥4,400 より レセプタント  (琉装 2時間 ) ¥23,100

追加マイク　 1本　 (有線・無線 ) ¥2,200 より レセプタント  (深夜料金 22:00以降 ) 25%増

マイクスタンド ¥1,100 より

通信カラオケ　 (22:00までの使用となります ) ¥22,000 アトラクション演者

アコースティックライブ (2名 /40分 ) ¥88,000 より

レーザーポインター ¥1,100 より 琉球舞踊  (2名 /20分 ) ¥88,000 より

HDMIケーブル  (5m)　 /　 1本 ¥1,100 より 三線演奏  (2名 /40分 ) ¥88,000 より

RGBケーブル  (5m)　 /　 1本 ¥1,100 より ジャズ演奏  (2名 /60分 ) ¥88,000 より

HDMI変換器　 (HMDI - RGB 他 ) ¥1,100 より エイサー演舞  (5名 /20分 ) ¥143,000 より

琉球獅子舞  (1頭 /30分 ) ¥132,000 より

プールサイド簡易音響セット (マイク 2本 /CD付 ) ¥22,000 より 打上花火 (50発 )　 (30日前申込 ) ¥550,000 より

プールサイド音響セット 要  御見積

※　機材等の持込がある場合、持込料金が発生する場合がございます。

宴会付帯料金表

上記料金には、消費税 (10%)が含まれます。

3ページ



アイテム 単価 アイテム 単価

備品 装花

ちゃんちゃんこ (赤 )　 /　レンタル ¥3,300 より ラウンドテーブル装花 ¥4,950 より

ホワイトボード　 (900×1,200) ¥3,300 より スクエアテーブル装花 ¥8,250 より

姿見 ¥4,400 より メインテーブル装花 ¥15,400 より

金屏風 ¥8,800 より 立食装花 ¥16,500 より

仮設舞台 (1.2×2.4/1枚 )　 /　プールサイド利用 ¥3,300 贈答用花束 ¥4,950 より

マイクスタンド装花 ¥3,850 より

吊り看板 受付装花 ¥3,850 より

吊看板 (450×4500)　 /　つなぎ有 ¥22,000 コサージュ ¥2,750 より

吊看板 (450×4500)　 /　つなぎ無 ¥33,000 シュルレイ ¥2,750 より

吊看板 (600×5400)　 /　つなぎ有 ¥33,000

吊看板 (600×5400)　 /　つなぎ無 ¥44,000 ペーパーアイテム

持込看板幕取付費 ¥5,500 席札　 (30枚より受付 ) ¥330 より

メニュー　 (30枚より受付 ) ¥440 より

ケータリング費 * 表示は 1枚料金となります

ケータリング費 (～ 150名 )/津梁館 ¥77,000 * 手配より約 2週間にて納品となります

ケータリング費 (151名～ )/津梁館 ¥110,000

ケータリング費 (美ら海水族館 ) ¥143,000

ケータリング費  / 上記以外 要  御見積

宴会付帯料金表

上記料金には、消費税 (10%)が含まれます。
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アイテム 単価 アイテム 単価

写真撮影 鏡開き　 /　泡盛；久米仙

団体集合写真　 (1枚料金 ) 酒樽　 1斗  (18L/底上げ )  / レンタル ¥46,860 より

〃   　　　　　　　　 24名以下んんん 要  御見積 酒樽　 2斗  (36L/底上げ )  / レンタル ¥83,600 より

〃　  　　　　　　 25名～ 60名んんん ¥1,485 より 酒樽　 4斗  (72L)  / レンタル ¥146,850 より

〃　　　　　　　　　 60名以上んんん ¥1,595 より 木槌　 1本   / レンタル ¥330 より

団体集合写真撮影のみ　+　写真データ 要  御見積 柄杓　 1本   / レンタル ¥330 より

写真データ ¥5,500 枡　 1個　  / 購入品 (持ち帰り可能 ) ¥550 より

一般記念撮影  (結納・生年祝い )

　　　 1ポーズ 2枚 /六つ切 /台紙有

〃　  　　　　　　 60名以下んん ¥14,300

〃　　　　  　　　 60名以上んん ¥18,700

　　　 2ポーズ各 1枚 /六つ切 /台紙有

〃　  　　　　　　 60名以下んん ¥27,500

〃　　　　  　　　 60名以上んん ¥33,000

焼き増し (六つ切り /台紙無 )　 /　 1枚 ¥3,300

焼き増し (六つ切り /台紙有 )　 /　 1枚 ¥6,050

上記料金には、消費税 (10%)が含まれます。

宴会付帯料金表
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アイテム / Item 単価 / Price 単価 / Price

ソフトドリンク・ジュース  / Soft Drink・ Juice

ウーロン茶　/　Oolong Tea ¥660 ¥1,100

シークヮーサー　/　Okinawa Citrus Fruit ¥660 ¥990

ペプシコーラ　/　Cola ¥660 ¥990

ジンジャーエール　/　Ginger Ale ¥660 ¥880

オレンジ　/　Orange Juice ¥660

アップル　/　Apple Juice ¥660 ¥880 ～

パイナップル　/　Pineapple Juice ¥660 ¥880 ～

さんぴん茶　/　Jasmine Tea ¥660 ¥880 ～

¥880 ～

カクテル　 /　Cocktail ¥990 ～

モスコミュール　/　Moscow Mule ¥880 ～ ¥880 ～

ジントニック　/　Gin tonic ¥880 ～

カシスオレンジ　/　Cassis Orange ¥880 ～ ¥4,400 ～

カシスソーダ　/　Cassis Soda ¥880 ～ ¥4,400 ～

カンパリオレンジ　/　Campari Orange ¥880 ～ ¥4,400 ～

カンパリソーダ　/　Campari Soda ¥880 ～ ¥6,600 ～

¥6,600 ～

¥7,700 ～

¥6,600 ～

焼酎　一刻者(芋)　グラス　/　Distilled Spirits (potato)  Glass

DRINK MENU

アイテム / Item

アルコール  Alcohol

オリオンビール　(中瓶)　/　Orion Beer

ノンアルコールビール(小瓶)　/　Non Alcoholic Beer

アサヒ　スーパードライ(小瓶)　/　Asahi Beer

キリン　一番搾り(小瓶)　/　KIRIN Beer

泡盛　轟　グラス　/　AWAMORI Glass

赤ワイン　グラス　/　Red Wine Glass

白ワイン　グラス　/　White Wine Glass

焼酎　一番札(麦)　グラス　/　Distilled Spirits (wheat)  Glass

焼酎　一刻者(芋)　(ボトル)　/　Distilled Spirits (potato)  (Bottle)

ウィスキー　(ボトル)　/　Whiskey (Bottle)

※　上記料金にはサービス料、消費税(10%)が含まれています。

Tax (10%) and service charges are included in the listed price.

ウィスキー　(シングル)　グラス　/　Whiskey (Single) Glass

泡盛　轟　(ボトル)　/　AWAMORI (Bottle)

赤ワイン　(ボトル)　/　Red Wine (Bottle)

白ワイン　(ボトル)　/　White Wine (Bottle)

スパークリングワイン　(ボトル)　/　Sparkling Wine (Bottle)

焼酎　一番札(麦)　(ボトル)　　/　Distilled Spirits(wheat)  (Bottle)


