令和 2 年 6 月

お客様各位

沖縄サンコーストホテル
総支配人

新型コロナウイルスによるホテルの安全対策について
いつも沖縄サンコーストホテルをご利用いただき、誠にありがとうございます。
新型コロナウイルスの感染防止の対応といたしまして、当館では下記の取り組みをさせていただきます。
ご利用のお客様には、ご不便をお掛けいたしますが、ご理解、ご協力の程、宜しくお願い申し上げます。

記
【感染拡大防止のためのお客様へのお願い】

・ホテルへのご入館、レストランのご利用時において、非接触型体温計による検温と、アルコールによる手・指の
消毒をお願いいたします。

検温の結果、37.5℃以上の発熱が確認された場合、客室でのお食事をお願いするなど、施設の利用を制限させて
いただきます。また、保健所の指示等により宿泊をお断りする場合がございます。
検温を拒否される方には、ご入館及びご利用をお断りする場合がございます。

・共用エリアにおけるマスクの着用をお願いいたします。

≪フロント・ロビー≫

【感染拡大防止のための措置】

・1 階ロビー、レストランにてアルコール消毒液を設置しております。

・フロントカウンター、売店キャッシャーにて飛沫防止用アクリル板を設置しております。

・お部屋の鍵、記入用ボールペン、エレベーターのボタンなど、お客様が触れる箇所の消毒を適宜行っております。
≪客室清掃≫

・清掃の際は窓を開け換気を行っております。

・ドアノブ、リモコン、スイッチ、電話、冷蔵庫のドア、ドライヤー、スリッパなどお客様が触れる箇所の消毒を
行っております。

≪レストラン≫

・入店時お客様への手指のアルコール消毒をお願いいたします。
・ブッフェトング利用時用の手袋をお渡ししております。

・ソーシャルディスタンスを確保するため、座席数を制限しております。
・ブッフェトング類は定期的に交換、消毒を行っております。
・スタッフはマスク、手袋を着用し接客をさせて頂きます。
≪館内施設≫

・3 密を回避するためにプールの営業を休止します
≪従業員感染の予防≫

・就業時のマスクの着用を徹底します。

・始業前の検温、手指の消毒を徹底します。
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Restaurant Orchid Dinner Buffet

レストラン オーキッド ディナービュッフェ

10 種類の沖縄県産食材と特製だしで満喫するお鍋と和洋琉の料理が織りなす絶品ビュッフェ

開 催 期 間 2023年1月3日
（火）- 3月31日
（金） 営 業 時 間 18：00-21：30（L.0. 21：00）
ご夕食料金（税込）

フリーフロー（税込）

大人（12 歳以上）

2,310 円

子供（6 歳 -11 歳）

1,760 円

幼児（4・5 歳）

1,100 円

90 分制

1,650 円

オリオンサザンスター・泡盛・日本酒・梅酒

ウイスキー ・ ワイン（ 赤・白 ）・ 各種サワー

赤魚のアラビアータ

県産もずくと島野菜のかき揚げ

チキンフリカッセ

具材が魅力の鍋ビュッフェ

沖縄サンコーストホテル
沖縄サンコーストホテル

開催期間

Dinner MENU

���� 年 � 月 � 日（火）～ � 月 �� 日（金）

営業時間

��:�� ～ ��:��（LO.��:��）

メイン
具材
出汁

あぐー豚・やんばるハーブ鶏・メカジキ

いなむるち味噌出汁・白湯出汁・和風寄せ出汁

ライブキッチン

もずくと島野菜のかき揚げ

温製料理

季節の根菜セイロ蒸し
やわらか軟骨ソーキ

冷製料理
春雨サラダ

/

/

屋我地の塩

赤魚のアラビアータ

ボンゴレビアンコ

/

油淋鶏

ミミガーのシークヮーサー風味和え

ハイケイのロースト

常備料理

彩り生野菜サラダ

デザート

パイナップル

/

/

シュークリーム

/

ゴマ＆スイートチリソース

/

/

味噌汁

オレンジ

/

わらび餅

/

白飯

シークヮーサーゼリー

/

/

/

島豆腐のグリークサラダ

紅芋ポテトサラダ

ぜんざい

/

カットケーキ

※当日の仕入れ状況により、お料理内容を変更する場合がございます。
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࢘ἭἘἽầܭỜỦဎᡂửẆ࢘ἭἘἽầਦܭẴỦଐộỂỆẆấૅẟẟẺẻẨộẴẇ
ᾂώ ဎᡂỊẆộẵẆܿජܲầஇኳႎỆૅạỔẨܿජ૰ỆΪ࢘ẲộẴẇ
ᾃώ ᇹᾁỉဎᡂửӷỉᙹܭỆợụ࢘ἭἘἽầਦܭẲẺଐộỂỆấૅẟ
ẟẺẻẬễẟئӳỊẆܿජڎኖỊẸỉјщửڂạờỉểẲộẴẇ

ဎᡂỉૅẟửᙲẲễẟẮểểẴỦཎኖ
ᇹᾃவ

ᵏώ ЭவᇹᾁỉᙹܭỆ᧙ỪỤẵẆ࢘ἭἘἽỊẆڎኖỉᇌࢸӷỉૅẟử
ᙲẲễẟẮểểẴỦཎኖỆࣖẳỦẮểầẝụộẴẇ
ᾁώ ܿජڎኖỉဎẲᡂỚử১ᜄẴỦỆẝẺụẆ࢘ἭἘἽầẆЭவᇹᾁỉဎᡂỉ
ૅẟử൭ỜễẦẾẺئӳấợỎ࢘ᛆဎᡂỉૅଐửਦܭẲễẦẾẺئӳỊẆ
ЭỉཎኖỆࣖẳẺờỉểẲềӕụৢẟộẴẇ

ˎʖኖ
ᇹᾄவ

ᵏώ ࢘ἭἘἽỊẆˎʖኖỆࣖẳộẴẇˎʖኖỊڎኖỆᐱỦộỂỉ྅ʖ᧓Ểẝụ
ˎʖኖợụᾆᾁ᧓ểẲộẴẇ
ᾁώ ˎʖኖợụᾆᾁ᧓ˌϋỆ࢘ἭἘἽỆẆˎʖኖᎍỉẟẵủẦợụ૨Ểỉ
ᚐኖầẟᨂụڎኖầᇌẲộẴẇ

ܿජڎኖዸኽỉԁ
ᇹᾅவ

ᵏώ ࢘ἭἘἽỊẆഏỆਫ਼ậỦئӳỆấẟềẆܿජڎኖỉዸኽỆࣖẳễẟʙầẝụộẴẇ
ίᾀὸẅܿජỉဎẲᡂỚầẆẮỉኖഘỆợỤễẟểẨ
ίᾁὸẅܴỆợụܴܲỉ˷ᘽầễẟểẨ
ίᾂὸẅܿජẲợạểẴỦᎍầẆܿජỆ᧙ẲẆඥˋỉᙹܭẆπỉᆃࡀờẲẪỊծᑣỉ
ẅẅẅᴾ̨ỆӒẴỦᘍໝửẴỦấẸủầẝỦểᛐỜỤủỦểẨ
ίᾃὸẅܿජẲợạểẴỦᎍầẆˡ௨၏ᎍỂẝỦểଢỤẦỆᛐỜỤủỦểẨ
ίᾄὸẅܿජỆ᧙ẲӳྸႎễርửឬảỦਃử൭ỜỤủẺểẨ
ίᾅὸẅټẆᚨỉᨦẆẸỉ˂ởớửࢽễẟʙဌỆợụܿජẰẶỦʙầỂẨễẟểẨ
ίᾆὸẅܿජẲợạểẴỦᎍầẆථᣓẲẆộẺỊᚕѣầᓸẲẪီࠝỂẆ˂ỉܿජܲỆᡕषử
ẅẅẅᴾấợỗẴऀủầẝỦểᛐỜỤủẺểẨ

ܿජܲỉڎኖᚐᨊೌ
ᇹᾆவ

ᵏώ ܿජܲỊẆ࢘ἭἘἽỆဎẲЈềẆܿජڎኖửᚐᨊẴỦʙầỂẨộẴẇ
ᾁώ ࢘ἭἘἽỊẆܿජܲầẸỉૌỜỆ࠙ẴỦỔẨʙဌỆợụܿජڎኖỉμᢿộẺỊɟᢿử
ᚐᨊẲẺئӳỊẆКኡᇹᾁỆਫ਼ậỦểẮỨỆợụẆᢌኖửဎẲӖẬộẴẇ
ᾂώ ࢘ἭἘἽỊẆܿජܲầᡲዂẲễẟỂܿජଐ࢘ଐỉҜࢸᾄίẝỤẦẳỜПბʖܭЦầ
ᅆẰủềẟỦئӳỊẆẸỉЦửᾀ᧓ኺᢅẲẺЦὸỆễẾềờПბẲễẟểẨỊẆ
ẸỉܿජڎኖỊܿජܲỆợụᚐᨊẰủẺờỉểỚễẲϼྸẴỦʙầẝụộẴẇ

࢘ἭἘἽỉڎኖᚐᨊೌ
ᇹᾇவ

ᵏώ ࢘ἭἘἽỊഏỆਫ਼ậỦئӳỆấẟềỊẆܿජڎኖửᚐᨊẴỦʙầẝụộẴẇ
ίᾀὸẅܿජܲầܿජỆ᧙ẲẆඥˋỉᙹܭẆπỉᆃࡀờẲẪỊծᑣį̉ỆӒẴỦᘍໝ
ẅẅẅᴾửẴỦऀủầẝỦểᛐỜỤủỦểẨẆộẺỊӷᘍໝửẲẺểᛐỜỤủỦểẨ
ίᾁὸẅܿජᎍầˡ௨၏ᎍỂẝỦểଢỤẦỆᛐỜỤủỦểẨ
ίᾂὸẅܿජỆ᧙ẲӳྸႎễርửឬảỦਃử൭ỜỤủẺểẨ
ίᾃὸẅټሁɧӧ৴щỆឪ׆ẴỦʙဌỆợụܿජẰẶỦʙầỂẨễẟểẨ
ίᾄὸẅܿජẲợạểẴỦᎍầẆථᣓẲẆộẺỊᚕѣầᓸẲẪီࠝỂẆ˂ỉܿජᎍỆ
ẅẅẅᴾᡕषửấợỗẴऀủầẝỦểᛐỜỤủẺểẨ
ίᾅὸẅܴݏỂỉݏẺịẮẆෞ᧸ဇᚨͳሁỆݣẴỦẟẺẵỤẆẸỉ˂࢘ἭἘἽầ
ẅẅẅᴾܭỜỦМဇᙹЩỉᅠഥʙỆࢼỪễẟểẨ

ኣʗ
ᇹᾈவ

ஜڎኖỆ᧙ẴỦኣʗỆếẟềỊẆඌጃἇὅἅὊἋἚἭἘἽỉענỉᘶЙử
ᇹɟݙỉሥᠤᘶЙểẲộẴẇ

ܿජỉႇ
ᇹᾀவ

ᵏώ ܿජܲỊẆܿජଐ࢘ଐẆ࢘ἭἘἽỉἧἿὅἚỆấẟềẆഏỉʙửႇẲề᪬ẨộẴẇ
ίᾀὸẅܿජܲỉ൞ӸẆ࠰ᱫẆ˰ấợỎᎰಅ
ίᾁὸẅٳʴỆẝẾềỊẆቔẆУဪӭλעấợỎλ࠰உଐ
ίᾂὸẅẸỉ˂࢘ἭἘἽầ࣏ᙲểᛐỜỦʙ
ᾁώ ܿජܲầᇹᾀᾁவỉ૰ỉૅẟửܿජУẆἁἾἊἕἚỽὊἛሁᡫᝣỆˊỪụạỦ૾ඥ
ỆợụᘍấạểẴỦỊẆẝỤẦẳỜẆЭỉႇỆẸủỤử੩ᅆẲề᪬ẨộẴẇ

ܴܲỉ̅ဇ᧓
ᇹᾀᾀவ

ܿජܲầ࢘ἭἘἽỉܴܲử̅ဇỂẨỦ᧓ỊẆҜࢸᾂẦỤҜЭᾀᾀộỂểẲộẴẇ
ẺẻẲẆᡲዓẲềܿජẴỦئӳỆấẟềỊẆПბଐấợỎЈႆଐửᨊẨẆ
ኳଐ̅ဇẴỦẮểầЈஹộẴẇ
ẅẅᾀᾂᵘộỂ ܴ૰ ίπᅆ̖ὸỉᾂή
ẅẅᾀᾄᵘộỂ ܴ૰ ίπᅆ̖ὸỉᾄή
ẅẅᾀᾄᵘˌᨀ ܴ૰ ίπᅆ̖ὸỉᾀή

փಅ᧓
ᇹᾀᾁவ

ᵏώ ࢘ἭἘἽỉɼễᚨễỄỉփಅ᧓ỊഏỉểấụểẲộẴẇ
ίỶὸ ἧἿὅἚ ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉᾁᾃ᧓ࣖݣ
ίἿὸ ٥ࡃ
ὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉᵕᾉᵎᵎ῍ᵏᵏᾉᵎᵎẅᾀᵕᾉ῍ᾁᾁᾉ
ίἡὸ Ẹỉ˂ἇὊἥἋᚨẅὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉὉἧἿὅἚỆềắకϋᐲẲộẴẇ
ᾁώ Эỉ᧓ỊẆ࣏ᙲởớửࢽễẟئӳỆỊᐮỆ٭ẴỦʙầẝụộẴẇ
ẸỉئӳẆᢘЏễ૾ඥửờẾềấჷỤẶᐲẲộẴẇ

МဇᙹЩỉᢝܣ
ᇹᾀᾂவ

ܿජܲỊẆ࢘ἭἘἽϋỆấẟềỊẆ࢘ἭἘἽầܭỜềἭἘἽϋỆ੩ᅆẲẺ
МဇᙹЩỆࢼẾềẟẺẻẨộẴẇ

૰ỉૅẟ
ᇹᾀᾃவ

ᵏώ ܿජܲầૅạỔẨܿජ૰ሁỉϋᚪấợỎẸỉም૾ܭඥỊẆКᘙᇹᾀỆਫ਼ậỦ
ểẮỨỆợộẴẇ
ᾁώ Эỉܿජ૰ሁỉૅẟỊẆᡫᝣộẺỊሁἭἘἽầᛐỜẺܿජУẆ
ἁἾἊἕἚỽὊἛሁẆẮủỆˊỪụạỦ૾ඥỆợụẆܿජܲỉЈႆỉᨥộẺỊ
࢘ἭἘἽầᛪ൭ẲẺểẨỆẆἧἿὅἚỆấẟềᘍẾềẟẺẻẨộẴẇ
ᾂώ ࢘ἭἘἽầܿජܲỆܴܲử੩̓ẲẆ̅ဇầӧᏡỆễẾẺỉẼẆܿජܲầ˓ॖỆ
ܿජẲễẦẾẺئӳỆấẟềờẆܿජ૰ỊဎẲӖẬộẴẇ

࢘ἭἘἽỉᝧ˓
ᇹᾀᾄவ

ᵏώ ࢘ἭἘἽỊẆܿජڎኖấợỎẮủỆ᧙ᡲẴỦڎኖỉޗᘍỆ࢘ẺụẆộẺỊẸủỤỉ
ɧޗᘍỆợụܿජܲỆܹửɨảẺểẨỊẆẸỉܹửឆΝẲộẴẇẺẻẲẆẸủầ
࢘ἭἘἽỉૌỜỆ࠙ẴỔẨʙဌỆợỦờỉỂễẟểẨỊẆẮỉᨂụỂỊẝụộẶỮẇ
ᾁώ ࢘ἭἘἽỊẆෞ᧸ೞ᧙ẦỤᢘἰὊἁửӖ᪸ẲềấụộẴầẆɢɟỉ້ễỄỆ
ݣϼẴỦẺỜឆΝᝧ˓̬ᨖỆьλẲềấụộẴẇ

ڎኖẲẺܴܲỉ੩̓ầЈஹễẟểẨỉӕৢẟ
ᇹᾀᾅவ

࢘ἭἘἽỊẆܿජܲỆڎኖẲẺܴܲử੩̓ỂẨễẟểẨỊẆỂẨỦᨂụӷɟỉ
வˑỆợỦ˂ỉܿජᚨửଆẴỦờỉểẲộẴẇ

݃ᚠཋሁỉӕৢẟ
ᇹᾀᾆவ

ᵏώ ܿජܲầἧἿὅἚỆấ᪳ẬỆễẾẺཋԼộẺỊྵɳỎỆᝮԼỆếẟềẆ
ถڂẆᄊሁỉܹầဃẳẺểẨỊẆẸủầɧӧ৴щỂẝỦئӳửᨊẨẆ
࢘ἭἘἽỊẸỉܹửឆΝẲộẴẇ
ᾁώ ܿජܲầẆ࢘ἭἘἽϋỆấਤẼᡂỚỆễẾẺྵɳỎỆᝮԼỂẝẾề
ἧἿὅἚỆấ᪳ẬỆễỤễẦẾẺờỉỆếẟềẆถڂẆᄊሁỉܹầဃẳẺ
ểẨỊẆ࢘ἭἘἽỊẸỉܹửឆΝᐲẲộẶỮẇ

ܿජܲỉᒵཋộẺỊઃ࠘Լỉ̬ሥ
ᇹᾀᾇவ

ᵏώ ܿජܲỉᒵཋầẆܿජỆέᇌẾề࢘ἭἘἽỆПბẲẺئӳỊẆẸỉПბЭỆ
࢘ἭἘἽầʕᚐẲẺểẨỆᨂẾềᝧ˓ửờẾề̬ሥẲẆܿජܲầἧἿὅἚỆấẟề
ἓỹἕἁỶὅẴỦᨥỆấบẲẲộẴẇ
ᾁώ ܿජܲầἓỹἕἁỴỸἚẲẺࢸẆܿජܲỉᒵཋộẺỊઃ࠘Լầ࢘ἭἘἽỆ
ፗẨࣔủỤủềẟẺئӳỆấẟềẆẸỉஊᎍầЙଢẲẺểẨỊẆ࢘ἭἘἽỊẆ
࢘ᛆஊᎍỆᡲዂửẴỦểểờỆẸỉਦᅆử൭ỜỦờỉểẲộẴẇ

ᬟỉᝧ˓
ᇹᾀᾈவ

ܿජܲầ࢘ἭἘἽỉᬟئửắМဇỆễỦئӳẆɲỉỿὊử݃ᚠỉ˴ڦỆ
ẦẦỪỤẵẆ࢘ἭἘἽỊẆئửấẲẴỦờỉỂẝẾềẆɲỉሥྸᝧ˓ộỂ
ạờỉỂỊẝụộẶỮẇ

ܿජܲỉᝧ˓
ᇹᾁவ

Кᘙᇹᾀ

ܿජܲỉॖộẺỊᢅڂỆợụ࢘ἭἘἽầܹửᘮẾẺểẨỊẆ࢘ᛆܿජܲỊ
࢘ἭἘἽỆݣẲềẸỉܹửឆΝẲề᪬ẨộẴẇ

ܿජ૰ễỄỉም૾ܭඥ

ẘᾀẙؕஜܿජ૰
ẘᾁẙᆋ
ẅẅẅỶώෞᝲᆋ

ܿජ૰ίᾀὸ

Ỷώᾀή

ܿජܲầૅạỔẨዮ᫇

ẘᾂẙ૰ấợỎ
ẅẅᴾẸỉ˂ỉМဇ૰
ᡙь૰ίᾁὸ
ẅẅẅẅỶώἇὊἥἋ૰
ẘᾃẙᆋ
ẅẅẅỶώෞᝲᆋ
ᾋͳᎋᾍᆋඥầોദẰủẺئӳỊẆẸỉોദẰủẺᙹܭỆợỦờỉểẲộẴẇ

Кᘙᇹᾁ
ڎኖဎᡂʴૠ

Ỷώᾀή
Ỷώᾀή

ܿජ૰ễỄỉም૾ܭඥ
ڎኖᚐᨊỉᡫჷ
ửӖẬẺଐ
ᾀӸᡅ
ᾀӸˌɥ

ɟᑍ
˳ׇ
ཎК૰ỆợỦܿජ
ӏỎӳܿὉ᧓ܖఄሁ

ᾀӸˌɥ

ɧජ

࢘ଐ

Эଐ ᾁ῍ᾆଐ ᾇ῍ᾀᾃଐ ᾀᾄଐ῍

ᵏᵎᵎᵃ
ᵏᵎᵎᵃ

ᵏᵎᵎᵃ
ᵏᵎᵎᵃ

ᵖᵎᵃ
ᵖᵎᵃ

ᵓᵎᵃ
ᵔᵎᵃ

ᵑᵎᵃ
ᵒᵎᵃ

ᵐᵎᵃ
ᵑᵎᵃ

ᵏᵎᵎᵃ

ᵏᵎᵎᵃ

ᵖᵎᵃ

ᵔᵎᵃ

ᵓᵎᵃ

ᵒᵎᵃ

ίදὸḤήỊẆؕஜܿජ૰ỆݣẴỦᙹኖỉൔྙỂẴẇ
ḤဎᡂỊẆμ᫇ᡉᐲẲộẶỮẇ
ḤڎኖỆˤẟẆɦᙸܱỉئӳẆᡫࠝ૰ểỉࠀ᫇ửấૅẟ᪬ẨộẴẇ
ḤڎኖỆˤẟẆἭἘἽầᇌஆૅẟửẲẺẆἭἘἽˌٳỉᚨẆʩᡫೞ᧙ễỄỉ૰Ịμ᫇ấૅẟ᪬ẨộẴẇ

