
 
 
 
 
 
 

 

 

Press Release
 

2019年 12月 10日 

イラフ ラグジュアリーコレクションホテル沖縄宮古

彩り豊かな島の恵みにのせて、一年間の感謝をお届け

開業一周年記念プロモーション
 

 
 

年 月 日（火）～ 年 月 日（金）

「イラフ ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古」（所在地：沖縄県宮古島市、総支配人 佐々木一

郎）では、 年 月 日（火）～ 年 月 日（金）の期間中、ホテル開業一周年を記念して島か

らの恵みを五感で体感できるプランを提供いたします。

ホテルが立地する宮古諸島伊良部島は、美しい白砂のビーチと目も覚めるような青い海、そして島で育まれた

滋味豊かな食材が魅力的な島です。 年 月の開業以来、この美しい島を存分に感じていただき、本来の自

分に戻るためのプログラムや過ごし方を提案してまいりました。そしてこの一周年を期に、この豊饒なる島か

らの恵みとエネルギーを受け取り、心に残る体験をお届けする一周年記念特別プランの数々を発売いたしま

す。分厚いコートを脱ぎ捨てて、温暖な伊良部島にてイラフ ならではの「時を忘れ、島を感じる」ご滞在

をお楽しみください。



 

 

イラフ 一周年記念企画概要

ご宿泊やお料理、スパトリートメントなど、島からの恵みを存分に生かした一周年特別プランをご用意いたしまし

た。煌く海と彩り豊かな島から、一年間の感謝と共に、心身ともに豊かになれるウェルネスな時間を提供いたしま

す。

【記念プロモーション期間】

年 月 日（火）～ 年 月 日（金）

【一周年記念特設サイト】

宿泊プラン

一周年記念宿泊プラン「 ～島の美食旅～」

ゆったりと流れる島時間、そして豊かな風土に育まれた食材の

数々。島の恵みをご満喫いただける、 泊 日の一周年記念宿泊

プランです。

当プランでは、 泊目は漣の音を聞き、時間の流れを感じながら

シャンパンと共にリラックス。夜にはレストラン「 （てぃ

んいん）」のシグニチャーディナーをご堪能いただきます。

そして 日目は、シェフと共に島の畑を訪れ、シェフの解説と共

に田芋（たーんむ）やハンダマなどのこの時期に旬を迎える野菜

を収穫します。その収穫した野菜をシェフお勧めの調理法で、お

客様だけのオリジナルメニューとしてディナー時にお召し上がり

いただけます。

島の香り、島の味、島の音など、島を五感で満喫する、格別な島

時間をお楽しみください。

料 金： 室 名利用時 名様（ 泊 日）

円～（税金・サービス料別）

プラン内容：

 オーシャンビュー アッパーオーシャンビュールームにての

ご滞在（ 泊）

 セミブッフェのご朝食（ 回）

 レストラン「 」シグニチャーディナー「美ぎ島（かぎ

すま）」（ 泊目ディナー、 品）

 シェフ特製島野菜のワンプレートランチ

 シェフと共に行く、島野菜収穫ツアー

 収穫した野菜のオリジナルディナー（ 泊目ディナー）

 シェフからのプレゼント

全てのご宿泊のお客様には下記のサービスを提供しております。

 最寄り空港からの往復送迎（ 日前までに要予約）

 「シャンパンディライト」（サンセットを望みながらのシャ

ンパンフリーフローサービス）

ご予約・お問合せ：

： （ホテル代表）または、 宿泊

予約  
※料金はご利用日により変わります。詳しくはお問い合わせ下さい。

※料理メニューの内容は仕入れや旬により変更となります。

※収穫できる野菜は天候や畑の状態により変わります。

島の恵みのオリジナルディナーイメージ 

アッパーオーシャンビュールームイメージ 

島の畑の収穫メージ 

https://www.suihotels.com/iraphsui-miyako_okinawa/special/1st/


 

 

宿泊者限定アクティビティ

一周年記念サンライズクルーズ

水平線から昇る朝日を眺めながらシャンパンと共に一年の始まり

を祝う、ご宿泊の方限定の特別クルーズです。伊良部ブルーの水

平線から昇る煌く朝日をゆったりと眺める、洋上での格別なひと

ときをお過ごしください。

料 金： 円（税金・サービス料別）

開 催 日： 年 月 日（水）、 日（木）、 日 金

（ 日間限定）

プラン内容： ホテルから港までの往復送迎、

サンライズクルーズ、

シャンパンなどのドリンク、ピンチョス

スケジュール： ： ロビー集合、港へ出発

：  クルーズ船上船、眺望ポイントへ向けて出港

：  初日の出

：  帰港、ホテルへお戻り

そ の 他： 最少催行人数は 名様となり、定員は 名様です。

ご予約は前日の 時まで受け付けております。ご予約が定員に達した時点で受付を締め切らせてい

ただきます。

お飲み物はシャンパン以外のアルコール、ソフトドリンクもご用意しております。

天候により朝日が見えないこともございます。あらかじめご了承ください。

高波、強風により出港できない場合がございます。

ご予約のお取り消しに関しましては、前日 ％のキャンセル料を頂戴いたします。

ご予約・お問合せ：

： （ホテル代表）またはメール（ ）までお問合せください。

スパプラン

一周年記念スパプラン「 」

宮古島特産の「雪塩」を使ったフットバスと「満月月桃」のオイ

ルを使ったボディトリートメント、そしてシェフ特製のウェルネ

スランチで、心身のバランスを取り戻すことを目的としたハーフ

デイ・スパプログラムです。

希少価値の高い「満月月桃」は、葉の栄養価が高まるといわれる

満月の日の夜から朝方にかけてのみ収穫される葉から抽出された

オイルで、主にエイジングケア効果が期待できます。

トリートメントの後には島のハーブをふんだんに使った身体に優

しいパスタと、島の野菜とフルーツのスムージーを、伊良部ブル

ーの海を望みながらご堪能いただけます。島の恵みを存分に身体

に取り込む、ウェルネスジャーニーへお出かけください。

料 金： 円（税金・サービス料別）

プラン内容： ウェルカムハーブティー、月桃の葉と雪塩のフットバス、「満月月桃」オイルのボディトリートメ

ント（ 分）、島ハーブのパスタ、島で採れたフルーツと野菜のスムージー

そ の 他： ご宿泊の方のみならず、全てのお客様にご利用いただけます。

円の追加で、トリートメントを 分に変更いただけます。

ご予約・お問合せ：

： （ホテル代表）またはメール（ ）までお問合せください。

満月月桃と雪塩イメージ 

サンライズクルーズイメージ 



 

 

レストランプラン

一周年記念ディナー「 ～島の彩り～」

宮古島の太陽を燦燦と浴びたミネラル豊富な野菜をふんだんに使

った彩り豊かなコース料理です。沖縄の伝統的な調理法とフラン

ス料理の調理法を、島からの恵みに掛け合わせたイラフ なら

ではの料理の数々がテーブルに並びます。野菜料理は、島の野菜

をお客様にお選びいただくスタイル。お選びいただいた野菜にあ

わせてシェフがお勧めの調理法にて提供いたします。

料 金： 円（税金・サービス料別）

【メニュー】

： 宮古島産車えびのコンソメジュレ

雲に見立てた宮古島産のトマトムース

： 島の野菜・シェフお勧めの調理法で

：  伊良部島産かぼちゃの冷製ポタージュと宮古島産

じゃがいもの温製ポタージュ 

Fish：  あかまち（ハマダイ）のヴァプール

： 沖縄県産和牛のサーロイン、豆腐ヨウでリエした

マルサラワインソースを添えて

： 伊良部特産なまり節のぼろぼろジューシー仕立て

： 宮古島産黒糖とフーチバとシークワーサーのクリ

ームのロールケーキ

※仕入れの状況により、メニュー内容が変更されることがございます。

一周年記念カクテル

時の移ろいとともに様々な姿を見せる島の彩を表現したカクテル

種をご用意しました。

料 金： 各 円（税金・サービス料別）

提 供 場 所： レストラン「 （てぃんいん）」

【カクテルメニュー】

（ゆいむん）： きらめく「伊良部ブルー」の海を表現し

たカクテル。「 」とは沖縄の方

言で「全ての授かり物」という意味。

ベースは「まさひろジン」。

（ゆさらび）： 夕刻に掛けて徐々に緋色に染まる海と

空を表現したカクテル。「 」

とは沖縄の方言で「夕日」を意味す

る。ベースは「伊江島ラム」。

：         夜、満天の星が空に広がる光景を表現したカクテル。「 」とはプレアデス星団

（昴）のこと。冬期に宮古島の空に現れます。カクテルのベースは泡盛「沖の光」（

年古酒）を使用。

ご予約・お問合せ：

： （ホテル代表）またはメール（ ）までお問合せください。

「あかまちのヴァプール」イメージ 

一周年記念カクテルイメージ 

「島の野菜」イメージ 



 

 

イラフ ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古について

「イラフ ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古」は、森トラストグループが創設したホテルブランド「翠 」を冠

した国内 軒目のホテルで、マリオット・インターナショナルの最上級カテゴリーブランド「ラグジュアリーコレクション」を

誘致したダブルブランドホテルとして、 年 月 日、沖縄県宮古市伊良部島に誕生しました。静かな朝の海で心身をリセ

ットするヨガ、秘密の絶景ポイントに出会うボートダイビングや伝統文化を訪ねる宮古諸島へのショートトリップ、夜には数え

きれない満天の星座の下でのくつろぎの時を ―― 「イラフ ラグジュアリーコレクションホテル 沖縄宮古」は、ここでしか体

験することのできない緩やかな島の時間を贅沢に楽しむ、ワールドクラスのリゾート滞在をお届けします。

イラフ へは、車にて宮古空港から伊良部大橋経由で約 分、みやこ下地島空港からは約 分の場所に位置しています。宮

古島ヘは、各都市空港から直行便または那覇空港経由にてお越しいただけます。

ラグジュアリーコレクションホテル＆リゾートについて

マリオット・インターナショナルが展開するラグジュアリーコレクションは、世界的に名高いホテルやリゾートばかりを集めた

コレクションです。世界有数のエキサイティングで人気の高い土地を巡る旅の拠点として、かけがえのない思い出がいつまでも

残るような本物の旅行体験を提供いたします。各ホテルやリゾートがその土地特有の雰囲気に溶け込む美しい佇まいで、その土

地本来の魅力を伝えます。ラグジュアリーコレクションの歴史は 年、ヨーロッパでもっとも名高いアイコン的ホテルを集め

た ブランドとして創業し、今では を超える国と地域に世界最高峰のホテルやリゾートを 軒以上も有するコレクシ

ョンに成長しています。加盟ホテルの多くが１世紀以上の歴史を持ち、すべて国際的に世界最高峰と認知されるホテルばかりで

す。さらに詳しい情報や新たな開業情報については、 をご覧ください。 、 、

でも情報を発信しています。ラグジュアリーコレクションは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワ

ード、スターウッドプリファードゲスト（ ）に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログラム、 （マリ

オット ボンヴォイ）に参加しています。 は会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォリオや

での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含

む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、 をご覧ください。

マリオット・インターナショナルについて

マリオット・インターナショナル（ 、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、 カ国・地域に のブランド、

合わせて 軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズや、リ ゾート

のオーナーシップ・プログラムを展開しています。また、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カールトン・リワード、

スターウッドプリファードゲスト（ ）に代わり、現在ではひとつになった旅行プログラム、  （マリオット

ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、 をご覧ください。また最新の企業ニュース

は をご覧ください。 や 、 でも情報発

信しています。 

＜本件に関する報道機関からのお問合せ先＞
イラフ ラグジュアリーコレクションホテル沖縄宮古  佐藤・高井

：  ：  ：  

file:///C:/Users/kcheo220/Desktop/theluxurycollection.com
https://twitter.com/luxcollection
https://www.instagram.com/theluxurycollection/
https://www.facebook.com/theluxurycollection
https://www.facebook.com/theluxurycollection
https://www.marriott.com/loyalty.mi
http://www.marriott.com/
http://www.marriottnewscenter.com/
https://www.facebook.com/marriottinternational/
https://twitter.com/MarriottIntl
https://www.instagram.com/marriottintl/

