
地区 市町村
公式HP
QRコード ホテル名

北部やんばる 国頭村 オクマ プライベートビーチ ＆ リゾート

北部やんばる 本部町 アラマハイナ コンドホテル

北部やんばる 本部町 ホテルマハイナ ウェルネスリゾートオキナワ

北部やんばる 本部町 ヒルトン沖縄瀬底リゾート

北部やんばる 本部町 ホテルオリオンモトブリゾート＆スパ

北部やんばる 本部町 マリンピアザオキナワ

北部やんばる 本部町 ゲストハウス光明屋　今帰仁アグー専門店長堂屋
　http://komeyado-okinawa.com/

北部やんばる 東村 東村村民の森 - つつじエコパーク

北部やんばる 今帰仁村 リゾートホテル・ベル・パライソ

北部やんばる 今帰仁村 リゾートヴィラホテル｜chillma

北部やんばる 今帰仁村 ホテルオーシャンズ今帰仁

北部やんばる 今帰仁村
沖縄の古民家ミーヤー

北部やんばる 今帰仁村
金城邸　　別館よんなぁ家

北部やんばる 今帰仁村
ゲストハウス吉　Ｋｉｃｈｉ

北部やんばる 名護市 ホテルゆがふいんおきなわ

北部やんばる 名護市 ザ･ブセナテラス

北部やんばる 名護市 沖縄サンコーストホテル

北部やんばる 名護市 かねひで喜瀬ビーチパレス

北部やんばる 名護市 オキナワ マリオット リゾート&スパ

北部やんばる 名護市 ザ･テラスクラブ アット ブセナ

北部やんばる 名護市 カヌチャリゾート

北部やんばる 名護市 グリーンリッチホテル沖縄名護

北部やんばる 名護市 ホテルルートイン名護

北部やんばる 名護市 ホテルピースアイランド名護

北部やんばる 名護市 ホテル デルフィーノ 名護

北部やんばる 名護市 沖縄古民家宿 まきや とくすけやー

沖縄に泊ろう　☆彡おすすめ　沖縄県内ホテル
（北部やんばる：国頭村・東村・今帰仁村・本部町）

但し、沖縄県内の宿泊施設で「シーサーステッカー(沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー)」の認証施設であること

https://okumaresort.com/
https://www.ala-mahaina.com/
https://www.mahaina.co.jp/
https://sesoko.hiltonjapan.co.jp/
https://www.okinawaresort-orion.com/
http://m-piazza.com/
http://komeyado-okinawa.com/
http://komeyado-okinawa.com/
https://www.tsutsuji-ecopark.com/
https://belparaiso.com/
https://chillma.jp/
https://www.hotel-oceans.jp/
https://www.nakijinson.jp/spot.php?id=164&ct=
https://www.yugaf.com/
https://www.terrace.co.jp/busena/
http://suncoast.okinawa/
https://www.kise-beachpalace.jp/
https://www.marriott.co.jp/hotels/travel/okamc-okinawa-marriott-resort-and-spa/
https://www.terrace.co.jp/clubatbusena/restaurants_bars/library_lounge_bar.php
https://www.kanucha.jp/
https://greenrichhotels.jp/nago/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/okinawa/index_hotel_id_86/
http://peace-k.jp/nago/
http://www.delfino-nago.com/


地区 市町村
公式HP
QRコード ホテル名

ビーチリゾート 恩納村 ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート

ビーチリゾート 恩納村 カフー リゾート フチャク コンド・ホテル

ビーチリゾート 恩納村  ルネッサンスリゾートオキナワ

ビーチリゾート 恩納村 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ

ビーチリゾート 恩納村 OKINAWA KARIYUSHI RESORT EXES ONNA

ビーチリゾート 恩納村 リザンシーパークホテル谷茶ベイ

ビーチリゾート 恩納村 ホテルムーンビーチ

ビーチリゾート 恩納村 かねひで恩納マリンビューパレス

ビーチリゾート 恩納村 シェラトン 沖縄 サンマリーナ リゾート

ビーチリゾート 恩納村 ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄

ビーチリゾート 恩納村  ハレクラニ沖縄

ビーチリゾート 恩納村 ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート

ビーチリゾート 恩納村 海の旅亭 おきなわ名嘉真荘

中部 北谷町 ココシャスモンパ

中部 北谷町 コンドミニアムホテル モンパ 

中部 北谷町 ベッセルホテルカンパーナ沖縄｜全室禁煙

中部 北谷町 北谷温泉｜レクー沖縄北谷スパ&リゾート

中部 北谷町 ザ・ビーチタワー沖縄

中部 北谷町 ヒルトン沖縄北谷リゾート

中部 読谷村 グランディスタイル 沖縄 読谷

中部 読谷村 ホテル日航アリビラ／ヨミタンリゾート沖縄

中部 読谷村 ロイヤルホテル 沖縄残波岬

中部 読谷村 ジ･ウザテラス ビーチクラブヴィラズ

中部 読谷村 沖縄初の体験型宿泊施設　ホテル むら咲むら

中部 うるま市 ココ ガーデンリゾート オキナワ

中部 うるま市 伊計島温泉 AJリゾートアイランド伊計島

中部 沖縄市  沖縄のホテル グランメールリゾート

中部 北中城村 コスタビスタ沖縄ホテル＆スパ　EMウェルネスリゾート

中部 宜野湾市 ムーンオーシャン宜野湾 ホテル&レジデンス

沖縄に泊ろう　☆彡おすすめ　沖縄県内ホテル
（恩納村ビーチリゾート北谷町・読谷村・うるま市・沖縄市・北中城村・宜野湾市）

但し、沖縄県内の宿泊施設で「シーサーステッカー(沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー)」の認証施設であること

https://www.anaintercontinental-manza.jp/
https://www.kafuu-okinawa.jp/
https://renaissance-okinawa.com/restaurant/tiptop/
https://kariyushi-oceanspa.jp/
https://exes-kariyushi.com/
https://www.rizzan.co.jp/
https://www.moonbeach.co.jp/
https://www.onna-marineviewpalace.jp/
https://www.marriott.com/en-us/hotels/okasi-sheraton-okinawa-sunmarina-resort/overview/
https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/okaro
https://www.okinawa.halekulani.com/
https://www.hotelmonterey.co.jp/okinawa/
https://www.okinawa-ryotei.jp/restraint/
https://www.cocomonpa.co.jp/
https://monpa.co.jp/
https://www.vessel-hotel.jp/campana/okinawa/
https://www.vessel-hotel.jp/lequ/okinawa/
https://www.hotespa.net/hotels/okinawa/
https://chatan.hiltonjapan.co.jp/
https://glamdaystyle.jp/
https://www.okura-nikko.com/ja/japan/yomitan/hotel-nikko-alivilayomitan-resort-okinawa/
https://www.daiwaresort.jp/okinawa/
https://www.terrace.co.jp/uza/
https://hotel.murasakimura.com/
https://cocogarden.com/
http://www.aj-hotels.com/
https://www.okinawa-grandmer.com/
https://www.costavista.jp/
https://www.moonoceanginowan.jp/


地区 市町村
公式HP
QRコード ホテル名

那覇・南部 那覇市 ノボテル沖縄那覇

那覇・南部 那覇市 ハイアット リージェンシー 那覇 沖縄

那覇・南部 那覇市 リーガロイヤルグラン沖縄

那覇・南部 那覇市 ヒューイットリゾート那覇

那覇・南部 那覇市 ホテルオーシャン那覇国際通り

那覇・南部 那覇市 ホテルロイヤルオリオン

那覇・南部 那覇市 東急ステイ沖縄那覇

那覇・南部 那覇市 アルモントホテル那覇おもろまち

那覇・南部 那覇市 ロワジールホテル 那覇

那覇・南部 那覇市 メルキュールホテル沖縄那覇

那覇・南部 那覇市 ホテルオロックス

那覇・南部 那覇市 ザ･テラスホテルズ

那覇・南部 那覇市 ホテル コレクティブ

那覇・南部 那覇市 コンフォートホテル那覇県庁前

那覇・南部 那覇市 アパホテル〈那覇〉

那覇・南部 那覇市 COMMUNITY＆SPA 那覇セントラルホテル

那覇・南部 那覇市 スマイルホテル沖縄那覇

那覇・南部 那覇市 ソルヴィータホテル那覇

那覇・南部 那覇市 サンパレス球陽館ホテル

那覇・南部 那覇市 ホテル山の内

那覇・南部 那覇市 ホテルルートイン那覇泊港

那覇・南部 豊見城市 琉球温泉 瀬長島ホテル

那覇・南部 豊見城市 ホテルグランビューガーデン沖縄

那覇・南部 糸満市 サザンビーチホテル＆リゾート沖縄

那覇・南部 南城市 ユインチホテル南城

沖縄に泊ろう　☆彡おすすめ　沖縄県内ホテル
（那覇・南部：　那覇市・豊見城市・糸満市・南城市）

但し、沖縄県内の宿泊施設で「シーサーステッカー(沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー)」の認証施設であること

https://novotelokinawanaha.com/ja/
https://hyattregencynaha.jp/
https://www.rihgaroyalgran-okinawa.co.jp/
https://hewitt-resort.com/naha/teaser/
https://hotelocean.jp/
https://www.royal-orion.co.jp/
https://www.tokyustay.co.jp/hotel/ON/
https://www.almont.jp/naha-omoromachi/index.html
https://www.loisir-naha.com/
https://www.mercureokinawanaha.jp/
http://orox-naha.com/
https://www.terrace.co.jp/
https://hotelcollective.jp/
https://www.choice-hotels.jp/hotel/naha/
https://www.apahotel.com/hotel/kyushu/naha/
https://www.nahacen.com/index.html
https://smile-hotels.com/hotels/show/okinawanaha
http://solvita.jp/
https://www.palace-okinawa.com/sunpalace/
https://hotel-yamanouchi.jp/
https://www.route-inn.co.jp/hotel_list/okinawa/index_hotel_id_238/
https://www.hotelwbf-okinawa.com/senaga/
http://www.granview.co.jp/garden-okinawa/
https://www.southernbeach-okinawa.com/
https://www.yuinchi.jp/


地区 市町村
公式HP
QRコード ホテル名

離島 宮古島 ホテルブリーズベイマリーナ

離島 宮古島 宮古島 東急ホテル＆リゾーツ

離島 宮古島 シーウッドホテル

離島 宮古島 ホテル・トリフィート宮古島リゾート

離島 宮古島 ホテルアトールエメラルド宮古島

離島 宮古島 ピースアイランド宮古島 

離島 宮古島 ホテルピースアイランド宮古島市役所通り

離島 宮古島 ホテルピースリーイン宮古島NEXUS

離島 宮古島 宮古第一ホテル

離島 宮古島 ホテルライジングサン宮古島

離島 石垣島 ベッセルホテル石垣島

離島 石垣島 フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ（石垣島）

離島 石垣島 石垣シーサイドホテル

離島 石垣島 ホテルグランビュー石垣新川

離島 石垣島 アパホテル〈石垣島〉

離島 石垣島 石垣島ビーチホテルサンシャイン

離島 石垣島 南の美ら花ホテルミヤヒラ

離島 石垣島 ルートイン グランティア石垣 

離島 西表島 星野リゾート 西表島ホテル

離島 西表島 西表アイランドホテル

離島 与那国 アイランドホテル与那国

離島 久米島 久米島イーフビーチホテル

離島 久米島 サイプレスリゾート久米島

離島 久米島 久米島 ホテルガーデンヒルズ

離島 久米島 リゾートホテル 久米アイランド

離島 南大東 ホテルよしざと

離島 慶良間 ケラマビーチホテル 

但し、沖縄県内の宿泊施設で「シーサーステッカー(沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー)」の認証施設であること

沖縄に泊ろう　☆彡おすすめ　沖縄県内ホテル
（離島・石垣島・宮古島・久米島・与那国・西表島・慶良間島）

https://shigira.com/hotel/breezebay
https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/
https://www.seawoodhotel.com/
https://torifito.jp/miyakojima/ja
https://www.atollemerald.jp/
http://peace-k.jp/miyako/
http://peace-k.jp/miyako2/
http://peace-k.jp/nexus/
https://www.miyakodai1.jp/
https://www.hotel-risingsun.com/
https://www.vessel-hotel.jp/hotel/ishigaki/
https://www.mystays.com/hotel-fusaki-beach-resort-hotel-and-villas-okinawa/
http://www.ishigaki-seasidehotel.com/
http://www.granview.co.jp/ishigakiarakawa/
https://www.apahotel.com/hotel/kyushu/ishigakijima/
https://www.ishigakijima-sunshine.net/
https://www.miyahira.co.jp/
https://www.hotel-grantia.co.jp/ishigaki/
https://iriomotehotel.com/
http://www.kameland.net/
http://www.ailand-resort.co.jp/
https://www.courthotels.co.jp/kumejima/
https://www.cypresshotels.jp/kumejima/
http://www.gardenhills.jp/
https://www.kumeisland.com/
https://hotel-yoshizato.com/
https://kerama-beach-hotel.com/room/


市町村 施設名 概要説明

東村・
糸満市 沖縄どきどきツアーズ

ヤンバルンチャー：ジップライン体験・バギー体験
がじゅまんるんチャー：バギー体験

今帰仁村
沖縄世界遺産ウェディングの
美ら産プランニング

琉装体験　文化体験
世界遺産ウエディング・フォトウエディング

恩納村 ブセナ海中公園 海中展望塔とグラス底ボートのブセナ海中公園

名護市 森のガラス館
琉球カラ゙スの体験かでぎる施設てず。
店内には約300種類以上のカラ゙ス製品か並゙んてお゙り、体験コーナーてばオ
リシナ゙ルクラ゙スを作ることかでぎます。

国頭村 やんばる国立公園　大石林山

貴重な地形、生息する動植物、神話や拝所。大石林山はたくさんのテーマ
がある場所です。フィールドで本物に触れて、感じて、体感して。
知的好奇心を満たしてみませんか？
※歩きやすいトレッキングコースです。バリアフリーコースもあり。
お子さまからご年配の方まで安心してお越し下さい。

今帰仁村 世界遺産 今帰仁城跡
今帰仁城跡とは、沖縄本島の北部、本部半島にある歴史的なグスクで
す。

本部町 沖縄美ら海水族館
沖縄の海 - 豊かな自然や歴史文化の体験をはじめ、イルカたちとのふれ
あいも楽しめる海洋博公園。「沖縄美ら海水族館」は、海洋博公園にある
人気スポットの一つです。

那覇市 世界遺産 首里城 琉球王国の栄華を物語る

うるま市 ビオスの丘
自然が今なお隣り合わせにある沖縄だからこそ、学びがいっぱい。
生き物との触れあいや自然・文化・歴史から生まれた遊びは、
子どもから大人まで、「こころ育む自然体験」を体感いただけます。

うるま市 東南植物楽園
他ではなかなか見る事ができない貴重な熱帯・亜熱帯の植物がご鑑賞い
ただけます。
音声ガイドで園内をご案内する周遊バス。

南城市 おきなわワールド
 今では5万4千坪（東京ドーム4個分）の広大な観光施設になりました。天
然記念物「玉泉洞」・勇壮で迫力ある演舞「スーパーエイサー」国・登録有
形文化財「琉球王国城下町」オリジナルを作ろう「琉球ガラス王国工房」

沖縄で遊ぼう
（観光施設・体験・アクティビティ・）

但し、沖縄県内の宿泊施設で「シーサーステッカー(沖縄県感染防止対策徹底宣言ステッカー)」の認証施設であること

http://yambarunture.okinawa/
https://churasan.co.jp/
https://churasan.co.jp/
https://www.busena-marinepark.com/
https://morinogarasukan.co.jp/
https://www.sekirinzan.com/
https://www.nakijinjoseki-osi.jp/
https://churaumi.okinawa/
https://oki-park.jp/shurijo/
https://www.bios-hill.co.jp/
https://www.southeast-botanical.jp/
https://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld/

