
修学旅行受入ホテル感染対策一覧表

ホテル名　 コロナ対策URL 住所 電話番号

【那覇市】

ホテルサンパレス球陽館 https://www.palace-okinawa.com/sunpalace/wp/wp-content/themes/sunpalace/img/sanpalace-covid.pdf沖縄県那覇市久茂地2-5-1 098-863-4181

https://oka-hvh.com/news_img/hotel-torikumi2009.pdf

https://oka-hvh.com/news/news-1017.html

ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 https://www.hilton.com/ja/corporate/cleanstay/ 沖縄県那覇市首里山川町1-132-1 098-886-5454

ホテルJALシティ那覇 https://www.naha.jalcity.co.jp/news/350 沖縄県那覇市牧志1丁目3番70号 098-866-2580

沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ https://kariyushi-urban.jp/news/2020/06/433.php 沖縄県那覇市前島3-25-1 098-860-2111

パシフィックホテル沖縄 https://pacifichotel.jp/notice/918/ 沖縄県那覇市西３丁目６−１ 098-868-5162

ノボテル沖縄那覇 https://www.novotelokinawanaha.jp/img/guideline_01.pdf 沖縄県那覇市松川40番地 098-887-1111

ダイワロイネットホテル那覇国際通り https://www.daiwaroynet.jp/covid_19/ 沖縄県那覇市安里2-1-1 098-868-9055

ダブルツリーbyヒルトン那覇 https://hiltonhotels.jp/details/corporate-coronavirus 沖縄県那覇市東町3-15 098-862-0123

沖縄ナハナ・ホテル＆スパ https://www.nahana-hotel.jp/725 沖縄県那覇市久米2-1-5 098-866-0787

ホテルサン沖縄 https://www.hotel-sunokinawa.co.jp/news/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E9%98%B2%E6%AD%A2%E3%81%AB%E4%BC%B4%E3%81%86%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%AB%E3%81%A4/沖縄県那覇市久茂地１丁目５−１５ 098-866-1111

メルキュールホテル沖縄那覇 https://d2e5ushqwiltxm.cloudfront.net/wp-content/uploads/sites/173/2020/06/13080105/Hotel-Safety-Measures.pdf沖縄県那覇市壷川3-3-19 098-855-7111

ネストホテル那覇 https://www.nesthotel.co.jp/okinawa/sp/news/ 沖縄県那覇市西1-6-1 098-868-1118

沖縄逸の彩 温泉リゾートホテル https://hinode-h.com/okinawa/prevention/ 沖縄県那覇市牧志3丁目18番33号 098-863-8877

那覇 東急REIホテル https://www.tokyuhotels.co.jp/information/covid19/index.html 沖縄県那覇市旭町116-37 098-869-0109

ホテル ロコアナハ http://rocore.jp/smp/topics/index.cgi?mode=preview&prevcode=0031 沖縄県那覇市松尾 1-1-2 098-868-6578

ホテルロイヤルオリオン https://www.royal-orion.co.jp/pickup/news/p_1262/ 沖縄県那覇市安里1丁目2番21号 098-866-5533

スマイルホテル那覇シティリゾート https://smile-hotels.com/news/safety/index.html 沖縄県那覇市久米2-32-1 098-869-2511

南西観光ホテル https://www.nansei-kanko.com/news/85/ 沖縄県那覇市牧志3丁目13番地23号 098-862-7144

ホテルグレイスリー那覇 https://gracery.com/naha/page/measures_against_coronavirus.html沖縄県那覇市松尾1-3-6 098-867-6111

琉球サンロイヤルホテル https://www.rsunroyal.co.jp/archives/2657 沖縄県那覇市東町 6-20 098-862-3811

スマイルホテル沖縄那覇 https://smile-hotels.com/news/safety/index.html 沖縄県那覇市前島3-24-1 098-866-8100

ホテルオーシャン那覇国際通り https://hotelocean.jp/corona/ 沖縄県那覇市安里2-4-8 098-863-2288

ホテル山の内 https://hotel-yamanouchi.jp/ 沖縄県那覇市牧志1-3-55 098-862-5301

ホテルアザット那覇 https://www.hotelazat.com/content/?jp_news=%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a4%e3%83%ab%e3%82%b9%e6%84%9f%e6%9f%93%e4%ba%88%e9%98%b2%e5%af%be%e7%ad%96%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6沖縄県那覇市安里2-8-8 098-863-0888

ホテルプレシア http://hotel-precia.jp/ 沖縄県那覇市辻２丁目６−１ 098-864-2111 

沖縄オリエンタルホテル ※感染症対策は直接お問い合わせ下さい 沖縄県那覇市前島3-13-16 098-868-0883

ロワジールホテル 那覇 https://www.loisir-naha.com/guideline/ 沖縄県那覇市西3-2-1 098-868-2222

COMMUNITY＆SPA那覇セントラルホテル https://www.nahacen.com/cms/news/covid-19/ 沖縄県那覇市牧志2-16-36 098-862-6070

ホテルグランビューガーデン沖縄 https://granview.co.jp/garden-okinawa/yoboutaisaku.pdf 沖縄県豊見城市豊崎3-83 098-851-2288

サザンビーチホテル＆リゾート沖縄 https://www.southernbeach-okinawa.com/news/139/ 沖縄県糸満市西崎町1-6-1 098-992-7500

ユインチホテル南城 https://www.yuinchi.jp/news/detail.php?id=67 沖縄県南城市佐敷字新里1688 098-947-0111

ラグナガーデンホテル https://www.laguna-garden.jp/blog/news/#post-9451 沖縄県宜野湾市真志喜4-1-1 098-897-2121

ムーンオーシャン宜野湾 ホテル＆レジデンス https://www.moonoceanginowan.jp/ 沖縄県宜野湾市宇地泊558-8 098-890-1110

ザ・ビーチタワー沖縄 https://www.hotespa.net/resort/pdf/resort_coronavirus_info.pdf沖縄県中頭郡北谷町美浜8-6 098-921-7711

ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷 https://lagent.jp/chatan/ 沖縄県中頭郡北谷町美浜25-3 098-926-0210

オキナワグランメールリゾート https://www.okinawa-grandmer.com/ 沖縄県沖縄市与儀2丁目8番1号 098-931-1500

春日観光ホテル http://www.kasugakankou.com/index.html 沖縄県うるま市赤道179-1 098-973-1121

ホテル浜比嘉島リゾート https://www.hamahiga-resort.jp/notice/coronavirus/ 沖縄県うるま市勝連比嘉202 098-977-8088

【北中城村】

EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート

（旧：EMウェルネスリゾート　コスタビスタ沖縄 ホテル＆

スパ）

https://kurashinohakko.jp/news/612/ 沖縄県中頭郡北中城村喜舎場1478番地 098-935-1500

【読谷】

ホテル日航アリビラ −ヨミタンリゾート沖縄− https://www.alivila.co.jp/topics/detail.php?id=429 沖縄県中頭郡読谷村字儀間600 098-982-9111

ホテルむら咲きむら https://hotel.murasakimura.com/?p=4263 沖縄県読谷村字高志保1020-1 098-958-7871

Royal Hotel 沖縄残波岬 https://www.daiwaresort.jp/okinawa/feature/1037813/index.html沖縄県中頭郡読谷村字宇座1575 098-958-5000

海のテラスよみたん都屋 ※感染症対策は直接お問い合わせ下さい 沖縄県読谷村字都屋20 098-979-8000

※掲載しているページは、一般観光客の皆様向けのご案内も含まれています。

　修学旅行生が宿泊する際の対応は異なる可能性がございます。詳細は各施設へお問い合わせくださいませ。

【糸満市】

【豊見城市】

【南城市】

【宜野湾市】

【北谷】

【うるま市】

沖縄ハーバービューホテル 沖縄県那覇市泉崎2-46 098-853-2111
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ホテル名　 コロナ対策URL 住所 電話番号

【恩納村】

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ https://kariyushi-oceanspa.jp/news/2020/08/458.php 沖縄県国頭郡恩納村名嘉真ヤーシ原2591-1 098-967-8731

ホテルムーンビーチ https://www.moonbeach.co.jp/2020/07/22/%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%b3%e3%83%ad%e3%83%8a%e3%82%a6%e3%82%a3%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%81%ab%e5%af%be%e3%81%99%e3%82%8b%e6%84%9f%e6%9f%93%e6%8b%a1%e5%a4%a7%e4%ba%88%e9%98%b2%e5%af%be%e5%bf%9c%e3%81%ab/沖縄県国頭郡恩納村字前兼久1203 098-965-1020

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート https://www.anaintercontinental-manza.jp/enhanced-measures/沖縄県国頭郡恩納村字瀬良垣2260番地 098-966-1211

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート https://www.hotelmonterey.co.jp/page/hotelinformation_202006.html沖縄県国頭郡恩納村字冨着 1550番地1 098-993-7111

ホテルみゆきビーチ https://hotel-miyuki.jp/miyuki/news/245/ 沖縄県国頭郡恩納村安富祖1583−2 098-967-8017 

シェラトン沖縄サンマリーナリゾート https://sheraton-okinawa.co.jp/events/images/our_commitments/our_commitments.pdf沖縄県国頭郡恩納村字冨着66-1 098-965-2222

コンドミニアムホテルしまんちゅクラブ https://prcs.jp/shimanchu-club/%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E6%84%9F%E6%9F%93%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%82%AC%E3%82%A4%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%81%97%E3%81%BE%E3%82%93%E3%81%A1%E3%82%85%E3%82%AF%E3%83%A9%E3%83%963.pdf沖縄県恩納村名嘉真 2288-162 098-967-8281

みゆきハマバルリゾート https://hotel-miyuki.jp/hamabaru/news/414/ 沖縄県国頭郡恩納村安富祖1314 098-967-7722

ホテルサンセットヒル https://hotel-sunsethill.com/archives/686 沖縄県国頭郡恩納村字仲泊 1327-3 098-965-6310

ベストウェスタン沖縄恩納ビーチ https://bwhotels.jp/we-care-clean 沖縄県国頭郡恩納村真栄田1888 098-964-1130

かねひで恩納マリンビューパレス https://www.onna-marineviewpalace.jp/datas/download/pdf/020200810143138_JZgmO.pdf沖縄県国頭郡恩納村字前兼久497-3 098-965-6111

【宜野座】

リブマックスアムス・カンナリゾートリゾートヴィラ https://www.livemax-resort.com/img/info_20200402.pdf 沖縄県国頭郡宜野座村漢那397-1 098-968-7011

【名護市】

KARIYUSHI LCH.RESORT on The Beach https://kariyushi-lchresort.jp/ 沖縄県名護市喜瀬1996 0980-54-9900

オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパ

（旧オキナワマリオットリゾート＆スパ）
https://www.oriental-hotels.com/cleansafepolicy/ 沖縄県名護市喜瀬1490-1 098-051-1000

コンドミニアム ホテル 名護リゾート リエッタ中山 https://www.lieta-nakayama.com/post/%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%83%89%E3%83%9F%E3%83%8B%E3%82%A2%E3%83%A0-%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB-%E5%90%8D%E8%AD%B7%E3%83%AA%E3%82%BE%E3%83%BC%E3%83%88-%E3%83%AA%E3%82%A8%E3%83%83%E3%82%BF%E4%B8%AD%E5%B1%B1%E3%80%8C%E6%96%B0%E5%9E%8B%E3%82%B3%E3%83%AD%E3%83%8A%E3%82%A6%E3%82%A4%E3%83%AB%E3%82%B9%E6%84%9F%E6%9F%93%E6%8B%A1%E5%A4%A7%E9%98%B2%E6%AD%A2%E5%AF%BE%E7%AD%96%E3%80%8D%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%8D%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%A6沖縄県名護市字為又1220-25-5 0980-51-1511

かねひで喜瀬ビーチパレス https://www.kise-beachpalace.jp/datas/download/pdf/020200810142655_Hyuvx.pdf沖縄県名護市字喜瀬115-2 0980-52-5151

ホテルゆがふいんおきなわ https://www.yugaf.com/topics/detail.php?id=152 沖縄県名護市宮里453-1 0980-53-0031

【本部町】

ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ https://www.mahaina.co.jp/topics/detail.php?id=258 沖縄県国頭郡もとぶ町山川1456 0980-51-7700

センチュリオンホテルアンドリゾートヴィンテージ沖縄美ら海 ※感染症対策は直接お問い合わせ下さい 沖縄県国頭郡本部町石川938 0980-48-3631
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