
◆期間／2018年4月1日（日）～10月31日（水）
◆対象／6才以上
　　　（6才～12才までは保護者もご同伴ください）
◆所要時間／2時間
◆定員／8名様　※2名様より開催いたします。
◆料金／大人￥12,000　小人￥8,000（6才～12才）
　※1ドリンク付き

上記料金には別途、税金が加算されます。

エステルーム／サウスタワー1F

ECXIA ～価値のある輝き～

アクティビティカウンター／サウスタワー1F

太陽の光と潮風を受けながら、白浜が広がる
水納島（みんなじま）を見晴らすポイントまでジェット
ボートで疾走。サンゴ礁の間で遊ぶ熱帯魚をス
ノーケリングで楽しむツアーをご用意しました。

水納島スノーケルツアー

The Busena Terrace Midsummer 2018　　The Busena Terrace Midsummer 2018　

ビーチリゾートで華やぐ
憧れの夏

南国スタイルを演出する手づくりテーブルウエアを取り
そろえました。ぬくもりあるフォルムと大胆な絵付けが
魅力の「やちむん」や、涼しげな「琉球ガラス」。ライフス
タイルに合わせたコーディネートをお楽しみください。

◆期間／2018年6月1日(金)～8月31日(金)
◆時間／8：00～22：00
◆料金／7寸皿（写真上） ￥3,900
　　　　フリーカップ（写真右） 各￥1,500
　　　　小皿（写真右下・上および写真左） ￥1,000
　　　　5寸皿（写真右下・下） ￥2,000
　　　　4寸皿（写真左下） ￥1,600
　　　　ダイヤフレアグラス（写真左上・手前） ￥2,800
　　　　モールグラス（写真左上・奥） ￥2,100
　　　　箸置開運シーサー（写真中央） 各￥700

※詳細につきましては、ザ･ブセナテラスまでお問い合わせください。

THE BUSENA TERRACE　　〒905‒0026 沖縄県名護市喜瀬1808  Tel：0980‒51‒1333  Fax： 0980‒51‒1331　　www.terrace.co. jp

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

スーベニアショップ／セントラルタワー3F

島の魅力
～Experience of Okinawa Island～

◆期間／2018年7月1日(日)～9月30日(日)
◆時間／10：00～20：00
◆料金／フェイシャル＆ボディトリートメント（120分）￥27,000
　　　　オプショナルトリートメント（20分）　　　　  ￥3,000

夏の人気メニューを組み合わせた贅沢なフェイシャル＆ボディトリートメントをご用意
しました。フェイシャルは、夏の強い日差しでダメージを受けた肌をひんやりとしたパック
で鎮静・保湿。琉球粘土が持つ「吸着力」と炭酸ガスによる「血行促進」のダブル
効果でクリアな肌へと導き、アクティブなハンドテクニックでめりはりのあるボディライン
に整えます。また、より高い満足感をご体感いただける、オプショナルトリートメント
メニューも追加でご利用いただけます。



NEWSザ・ブセナテラス夏季限定
氷で楽しむ夏のシャンパン

この夏、ザ・ブセナテラスだけで味わ
えるシーズナルクラフトビール「ブセ
ナゴールド」が登場。沖縄県産ウコン
を使った黄金色に輝くビールは、どん
な料理にも合うよう飲みやすく仕上
げました。

彩り美しい島野菜を皮に練り込んだ点心、甘いマンゴーソースで味わう伊勢エビの
温サラダをはじめ、夏のスタミナを補う県産黒毛和牛のしゃぶしゃぶと紅あぐー豚の
湯引きを同時に楽しめる、贅沢なコースをご用意しました。

◆期間／2018年7月1日(日)～9月30日(日)
◆時間／17：30～22：00（ラストオーダー21：30）
◆料金／１名様　￥8,000

琉球盛夏美食晩餐
チャイニーズダイニング「琉華菜苑」／バニァンビレッジ 盛夏を美味で迎える会席コースをご用意しました。冷たい喉越しのトウモロコシすり

流し、風味豊かな鱧の吸物、県産黒毛和牛の陶板焼き、イサキや鮎など旬の焼き
魚を存分にお楽しみください。

和食レストラン「真南風」／ セントラルタワー 2F

◆期間／2018年7月1日(日)～9月30日(日)
◆時間／17：30～22：00（ラストオーダー21：30）
◆料金／粋 １名様　￥11,000、　雅 １名様　￥7,500

バターの香ばしい香りが食欲をかき立てるミディアムレアの鮑は、濃厚な肝のソース
が味わいを深めて。シェフが鮮やかに焼き上げる旨みたっぷりの特選黒毛和牛に
合わせて厳選した日本酒もご用意しています。

龍　夏
鉄板焼レストラン「龍潭」／ノースタワー 3F

◆期間／2018年7月1日(日)～9月30日(日)
※8月11日（土）～15日（水）の期間は除かせていただきます。
◆時間／17：30～22：00（ラストオーダー21：30）
◆料金／１名様　￥25,000

眩しく光る南国の太陽にそよぐ潮風、目の覚めるような海と空の青、

そして亜熱帯の深い緑の木 と々あでやかに咲き誇る花々…。

そんな夢の中のワンシーンのようなロケーションに包まれて過ごす、ブセナの夏。

リゾートヴァカンスを彩るマリンアクティビティや厳選されたオキナワン・クラフト、

極上の癒しを提供するエステに、夏限定メニューを取り揃えた多彩なレストランが

あなただけの “憧れの夏” を演出します。

Summer of Dream̶憧れの夏

※表記の料金は特に記載のない限り、サービス料込み・税別となっております。　※記載の　メニューは、時期により食材や内容が変更になる場合がございます。予めご了承ください。

チャタンビールの麦芽粕を食べて育つ「キンアグー豚」は泡盛のもろみ酢を
使った酢豚で、ゴーヤーと卵が中に隠れているミートローフ、海藻のアオサを
衣にしたアバサー（ハリセンボン）の唐揚げなど、趣向を凝らしたスタイルで
沖縄の食をご堪能ください。

マーケットスタイルの店内にディスプレーされた沖縄近海の
新鮮な魚介類から、ゲストご自身が選んだ食材を、素材の
味を生かしシンプルに調理するグリルレストラン。この夏も
南海ならではの色鮮やかな旬の魚料理をはじめ、ワンポンド
グリルステーキやシェフ自慢のマルセイユ風ブイヤベースを、
夕日を望む最高のロケーションでお楽しみください。

◆期間／2018年7月1日（日）～9月30日（日）
◆時間／17：30～22：00（ラストオーダー21：30）
◆料金／マルセイユ風ブイヤベース（2名様用）　 ￥7,800
　　　　ワンポンドグリルステーキ  温野菜添え　   ￥4,500

Pacific Rim Fair
パシフィックリムフェア

シーフードマーケット「ランブルフィッシュ」／ブセナ岬先端

◆期間／2018年7月1日(日)～9月30日(日)
◆時間　17：30～21：00
◆料金　1名様　大人￥4,500　小学生￥2,250
※ランチブッフェ（12：00～15：00）も開催しております。
　平　　日　大人￥2,800　小学生￥1,400
　土・日・祝　大人￥3,000　小学生￥1,500

涼風会席

カフェテラス「ラ・ティーダ」／ノースタワー 2F

Shima-Foods Fair
島フードフェア

花にあふれた夏の南仏ニースを思わせる優雅なディナー。前菜はシャコ貝や
スーチカー（豚の塩漬け）をソデイカで包んだラビオリ仕立てをジュレソースで。

「県産本部牛ロースのロティ」には島野菜を使ったピペラードを添えて。「ファヌ
アン」ならではの夏のヴァカンスディナーをご堪能いただけます。

◆期間／2018年7月1日(日)～9月30日(日)
◆時間／17：30～22：00（ラストオーダー21：30）
◆料金／１名様　￥18,000

メインダイニング「ファヌアン」／サウスタワー 2F

Menu de Vacances
メニュー・ド・ヴァカンス

フランス王妃マリー・アントワネットにも愛
されたシャンパンメゾン「パイパー・エドシッ
ク」から、今夏、グラスに氷を入れて楽しめ
る「パイパー・リヴィエラ」がお目見え。沖縄
ではここザ・ブセナテラスでしか味わえない
特別なプレゼンテーションです。やや甘口
のドュミセックに氷を入れることで、生き生
きとしたフレッシュさや南国のフルーツを思
わせる味わいに。ビーチに映える涼しげな
ブルーのボトルも、真夏のリゾートステイを
華やかに彩ります。

◆期間／2018年7月1日（日）～9月30日（日）
※但し、数量限定のため在庫がなくなり次第終了する場合がございます。
◆場所／ザ・ブセナテラス全レストランおよび
　　　　リフレッシングスクエア （サウスタワー1F）
◆料金／グラス￥2,300　ボトル￥15,000
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