
新型コロナに負けない！！

沖縄同友会会員企業情報
買って！利用して！

会員企業応援ゆいま～る！

～宿泊施設編～
新型コロナに負けず、頑張る
会員企業の情報をシェアしています。

右記facebookグループで情報を
集めています。登録・情報提供
よろしくお願いします。

お店の詳細は店名のリンクをクリックするかＱＲコードを読み込んでご確認ください

※宿泊のみの受付（レストランや大浴場、その他施設は休業延長）のホテルや
体調の確認が必要なホテル等、通常とは異なる体制での営業再開もございます。
ご利用の際は、事前にご自身でお確かめのうえご予約お願いいたします。

那覇支部西地区
住所：那覇市松尾1-9-49
TEL：098-861-3099

那覇支部 西地区
住所：那覇市金城1-12-17
TEL：098-857-2222

沖縄ツーリスト㈱
会員名：東恩納盛部長

㈱リウボウ旅行サービス
会員名：大城新社長

※６月５日より、沖縄県が県民向けに県内旅行商品の代金を補助する
「おきなわ彩発見」キャンペーンを実施しています。
新型コロナウィルス感染症の流行により落ち込んだ旅行需要の早期回復を目
的としたキャンペーンとなっており、同友会会員企業も多数参加しておりま
すので、この機会にぜひご利用ください。
（対象事業者を通したご予約が対象となります。同友会会員では現在左記の２社が
対象事業所となっております。）

※また、独自に県民限定プランを用意しているホテルもございますので、
そちらも併せてご確認ください。

6/7現在
受付停止中

2020.6.9作成

→
→
→

おきなわ彩発見キャンペーン特設ページ→→→

https://www.otsinternational.jp/hotel/okinawa/search/event/okinawasaihakken/
https://rts21.co.jp/goto-okinawa
https://www.ocvb.or.jp/kenmin-cp/


1日2室限定のリゾート
ヴィラ「& Hana Stay」、
2019年4月に開業したOne 
Suite THE TERRACE（ワ
ンスイート ザ・テラス）

リゾートホテル
6月19日より営業再
開予定

アラマハイナコンドホテ
ル・ホテルゆがふいんお
きなわの２ホテル
6月1日より営業再開
その他のグループホテル
は6月30日まで臨時休業

新型コロナに負けない！！ 沖縄同友会会員企業情報 買って！利用して！会員企業応援ゆいま～る！～宿泊施設編～

--------------------------------------------------------------------------北部支部-------------------------------------------------------------------------

------------北部支部------------ ---------------------------------------------------宮古支部--------------------------------------------------

お店の詳細は店名のリンクをクリックするか
ＱＲコードを読み込んでご確認ください

50台収容の車両保険
付大型駐車場完備

住所：名護市
字大東1-9-6

TEL：0980-52-2272

住所：名護市
宮里453-1

TEL：0980-53-0875

(One Suite THE TERRACE)
住所：今帰仁村

字古宇利281
TEL：0980-51-5020

小さいお子様連れでも
安心して泊まれるコン
ドミニアムホテル
5月24日より営業を再開

住所：名護市
字宇茂佐の森
1-17-2 301

TEL：0980-43-9570

3.HOTEL YANBARUNIA
（㈱ハートボイルド）
会員名：屋部憲史朗社長

住所：北中城村字喜舎場1478
TEL：098-935-1500

住所：名護市
字幸喜108

TEL：0980-53-0330

1.沖縄サンコーストホテル
会員名：蔵根尚美社長

2.ホテル山田荘
会員名：大城昭一社長

4.ホテルゆがふいんおきなわ
(㈱前田産業)
会員名：前田裕子社長

住所：沖縄市
字与儀2-8-1

TEL：098-931-1500

6.オキナワ グランメールリゾート
会員名：川中由仁総支配人

住所：うるま市
勝連浜548-2

TEL：098-983-1413

7.４１hamahigaHOTEL&CAFÉ
(ＬＤ＆Ｃ(同))
会員名：棚原真由美代表社員

8.コスタビスタ沖縄ホテル＆スパ
(㈱ＥＭウェルネスリゾート)
会員名：西渕泰社長

5. One Suite THE 
TERRACE((同)One Suite)
会員名：又吉ひさね取締役

沖縄市にあるリゾートホテル
「オキナワの隠れ家」
ラウンジ→6/6より営業再開
ドレスダイナーは6/19より
リニューアルオープン

浜比嘉島にある2棟
6部屋のホテル
宿泊・カフェともに
通常営業再開

ココロとカラダを整えることを
テーマにした
Re:Sort【リ：ソート】が
コンセプトのホテル
7月1日より営業再開予定

https://yanbarunia.com/
https://suncoast.okinawa/
http://www.yamadasou.com/
http://www.maedasangyo.net/hotel/
http://www.okinawa-grandmer.com/
http://413h.com/
http://www.costavista.jp/
https://www.onesuitehotelgroup.com/


昭和16年に沖縄の観光
ホテル第１号として創業
宴会プランもあり
6月4日より営業再開

キッチン、ジャグジー
付きのコンドミニアム
スタイルホテル
6月21日以降の宿泊
予約を開始

ぎのわん海浜公園隣接の
リゾートホテル
全天候型屋内プールなど
館内施設が充実
6月19日より営業再開予定

新型コロナに負けない！！ 沖縄同友会会員企業情報 買って！利用して！会員企業応援ゆいま～る！～宿泊施設編～

--------------------------------------------------------------------------中部支部-------------------------------------------------------------------------

--------那覇支部東地区-------- -------------------------------------------------那覇支部西地区------------------------------------------------

お店の詳細は店名のリンクをクリックするか
ＱＲコードを読み込んでご確認ください

休まず営業中
宜野湾市観光振興協
会会員が発行する
クーポン券の取り扱
い店舗に登録済

住所：宜野湾市
字真志喜4-1-1

TEL： 098-897-8788

住所：那覇市
字大道35

TEL： 098-884-3191

住所：那覇市
西3-6-1

TEL： 098-868-5162

(ロワジールスパタワー那覇)
住所：那覇市西3-2-1
TEL： 098-868-2222

住所：北谷町宮城1-250
TEL： 098-926-1768

住所：那覇市
前島3-25-1

TEL： 098-860-2111

住所：宜野湾市
大山7-5-20

TEL： 098-890-1123

住所：沖縄市
字中央3-4-2

TEL： 098-937-1212

9.沖縄オーシャンフロントﾎﾃﾙ＆ﾚｼﾞﾃﾞﾝｽ
(㈲サニーズプロジェクト)
会員名：玉田るみ子取締役営業部長

10.でいごホテル
会員名：宮城勝社長

11. WATER HOTEL Ry(㈲みなもと)
会員名：松岡克典社長

12.㈱ラグナガーデンホテル
会員名：斎藤達也取締役総支配人

13.㈲沖縄ホテル
会員名：宮里公宜社長

14.沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ
会員名：椎本泰隆総支配人

15.パシフィックホテル沖縄
会員名：国吉真和総支配人

16.ロワジールホテル＆スパタワー那覇
会員名：前川恭男宴会特販部部長

営業中
朝食は6月30日までの
期間、営業時間・内容
の変更あり

那覇市最大級のシティ
＆リゾートホテル
6月15日より営業再開
予定

ロワジールスパタワー那覇
／ロワジールホテル那覇
（イースト館）は営業中
ロワジールホテル那覇（本
館）は7月1日より営業再開
予定

1966年創業のホテル
レストランも6月1日
よりランチ営業再開

https://okinawa-oceanfront-hotel.jp/news/covid_19.html
http://www.deigo.jp/
http://www.wh-ry.net/
http://www.laguna.co.jp/
http://www.okinawahotel.co.jp/
http://www.kariyushi-urban.jp/
http://www.pacifichotel.jp/
https://www.spatower.com/


著名なインテリアデザ
イナーによる沖縄とフ
ランスの融合をテーマ
としたホテル
7月1日より
営業再開予定

「人と自然のやさ
しいおもてなし」
がコンセプトのホ
テル

プライバシーを重視
した独立型プライ
ベートコテージ
6月1日より営業再開

新型コロナに負けない！！ 沖縄同友会会員企業情報 買って！利用して！会員企業応援ゆいま～る！～宿泊施設編～

---------------------------------------------------------------------那覇支部南地区--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------那覇支部北地区--------------------------------------------- -----------南部支部----------

20.ヴィラモトブヒルズ(㈱巽ｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ)

会員名：洲鎌誠取締役

お店の詳細は店名のリンクをクリックするか
ＱＲコードを読み込んでご確認ください

6月1日より宿泊・
宴会・婚礼等の
営業を再開
レストラン等は
6月30日まで休業

那覇市新都心に位置する隠れ
家的シティーリゾートホテル
6月1日より営業再開
その他グループホテルも
順次営業再開予定

ベビーベッドや赤ちゃん
用ソープ等のレンタル
サービスあり
ウイルス対策を強化して
営業中

全室オーシャンビューが
楽しめるホテル
北部観光に便利な立地

住所：那覇市
壷川3-3-19

TEL： 098-855-7111

(ザ・ナハテラス)
住所：那覇市

おもろまち2-14-1
TEL： 098-864-1111

住所：本部町
字伊野波150-25

TEL： 0980-47-3805

住所：那覇市辻2-6-1
TEL： 098-864-2111

住所：那覇市
泉崎2-46

TEL： 098-853-2111

住所：国頭郡もとぶ町
字崎本部2626-1

TEL： 0980-47-3535

住所：本部町渡久地861-1
TEL： 0980-47-2321

18.ホテルMOANA（㈱木立）
会員名：三木一成社長

住所：北谷町
字宮城1-139

TEL:098-979-9803

2020年3月に
OPENした新築
コンドミニアム
ホテル

17.オン・ザ・ビーチルー
(㈱エスエスケイ)
会員名：金城郁生社長

19.沖縄ハーバービューホテル
(ｻﾞ･ﾎﾃﾘｴ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ那覇㈱)
会員名：前原信司 ｾｰﾙｽﾏﾈｰｼﾞｬｰ

23.ザ・テラスホテルズ㈱
会員名：比嘉建己支配人

21.メルキュールホテル沖縄那覇

24.ホテルプレシア
（㈲ニューロンシステム）
会員名：東長濱秀作支配人

25.ホテルモトブリゾート
（アイアイエターナル）
会員名：真栄城京子代表

コンドミニアムホテル
国際通りにも近く、
便利なロケーション

住所：那覇市
松尾2-12-7

TEL： 098-860-1236

22.国際タウンズイン(㈱国際企画)

会員名：上原嵩社長

https://www.motobu-hills.jp/motobu-hills/546/
https://moana-okinawa.com/
http://www.luenet.com/
http://www.anacpokinawa.com/
http://www.terrace.co.jp/
https://www.mercureokinawanaha.jp/
http://hotel-precia.jp/
http://motoburesort.jp/
https://www.townsinn.jp/


西里大通りに面す
る好立地で、ス
タッフ全員が宮古
島生まれ宮古島育
ちのホテル

南部エリア屈指のウェル
ネスケアリングリゾート
7月1日より営業再開予定

平良港に隣接するホテル
6月26日より営業再開予定

新型コロナに負けない！！ 沖縄同友会会員企業情報 買って！利用して！会員企業応援ゆいま～る！～宿泊施設編～

-----------------------------------------------------宮古支部-----------------------------------------------------------------南部支部-------------

----------------------------------八重山支部---------------------------------

お店の詳細は店名のリンクをクリックするか
ＱＲコードを読み込んでご確認ください

ホテルの目の前がビーチ
という利便性に優れたロ
ケーション
6月11日より営業再開予定

2階建てタイプとワン
フロアタイプの2タイ
プから選べるヴィラ
宮古島内にグループホ
テルあり

石垣港離島ターミナル、
バスターミナルまで徒歩
１分のホテル 2020年1月にOPENした

宿泊施設
空港から車で８分の位置
にある貸し切りの宿

住所：宮古島市
平良西里7

TEL： 0980-73-2288

住所：宮古島市
平良西里303-3

TEL： 0980-72-9936

住所：宮古島市伊良部
長浜1647-3

TEL： 0980-78-5252

住所：宮古島市平良
字下里335-1

TEL：0980-75-3335

住所：石垣市美崎町4-9
TEL：0980-82-6111

(ｸﾘｽﾀﾙｳﾞｨﾗｲﾝｷﾞｬｰ）
住所：宮古島市

城辺字友利417
TEL： 0980-79-8800

住所：南城市
佐敷新里1688

TEL： 098-947-0111

26.ユインチホテル南城(ﾀﾋﾟｯｸ沖縄㈱)

会員名：宮里好一社長
27.ホテルてぃだの郷(がじゅまる観光㈱)

会員名：猪子立子社長
29.㈱ホテル共和
会員名：砂川靖夫社長

30.ホテルニュー丸勝
会員名：平良勝久取締役支配人

31.ｸﾘｽﾀﾙｳﾞｨﾗｲﾝｷﾞｬｰ(㈱ﾘｿﾞｰﾄﾗｲﾌ)

会員名：柿本節子相談役
33.Miyarahouse(㈱KARAHAI)
会員名：新里順子社長

28.サザンコースト宮古島(先嶋産業㈱)
会員名：友利博明社長

32.ホテルミヤヒラ(宮平観光㈱)
会員名：宮平輝料飲部課長

住所：石垣市
字宮良358-12

TEL：090-2393-6758
（宿泊の予約はAirbnbより）

-----------------------------宮古支部----------------------------

伊良部島・下地島にま
たがる全室オーシャン
ビューのホテル

https://www.yuinchi.jp/
https://tidanosato.com/
http://hotelkyowa.co.jp/
http://www.newmarukatsu.co.jp/
https://crystalvilla.jp/imgya/
http://u0u0.net/0A74
http://www.h-scm.jp/
http://www.miyahira.co.jp/

