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会議施設・ホテル ロワジールホテル那覇 平田　実 098-869-4000 makoto.hirata@solarehotels.com

ロワジールホテル那覇はMICEに適したホテルです。5点の強みがあります。①那覇空港か

ら車で約7分と好立地。②那覇市最大の客室数640室。③宴会場を8会場保有し、1,000名ま

で対応が可能です。④沖縄で珍しい天然温泉があります。⑤宿泊と宴会を一つの窓口で対応

するので、スムーズな打ち合わせができます。

会議施設・ホテル パシフィックホテル沖縄 大濱一郎 098-868-5162 oohama.i@pacifichotel.jp

パシフィックホテル沖縄は那覇空港より車で約８分。大型バスが駐車可能な大型駐車場も完

備。宴会場は大宴会場「万座の間」をはじめ、合計１４の宴会場をご利用することが可能な

県内で唯一な宴会場となっています。また、会場は全てホテル２階となっており、会場間の

移動もスムーズに行えます。

会議施設・ホテル 株式会社カヌチャベイリゾート 辰島　裕之 03-3567-3991 h-tatsushima@kanucha,jp

約80万坪という圧倒的な広さと海と山に囲まれた抜群のロケーション、19種類もの異なる

スタイルの部屋から最高のロケーションと圧倒的な開放感をお楽しみ下さい、敷地内にはゴ

ルフ場も併設、プライベートビーチ、マリン、陶芸などの文化体験、様々なオプションの

他、敷地内にて自然に包まれ、ゲーム感覚で個々のスキルやチームワークを育むリゾートな

らではのチームビルディングもお薦めです。

会議施設・ホテル ザ・テラスホテルズ株式会社
谷口　恵利香

（東京担当）
03-5510-1808 e.taniguchi@terrace.co.jp

・世界の賓客やエグゼクティブの為の極上の空間とサービスを提供します。

・万国津梁館にてブセナテラスのシェフ自慢のお食事をお楽しみ頂けます。

・東シナ海を一望できるレストランを貸切る南国のパーティープランや、煌めくサンセット

を眺めながら豪快に味わうバーベキューのご用意もございます。

会議施設・ホテル ヒルトン沖縄北谷リゾート 高橋　伸太郎 03-6890-9875 OkinawaChatan.sales@hilton.com

お客様のご要望へ柔軟に対応し、イベントや会議、各種パーティーなど、規模もスタイルも

多彩なイベントをプロデュース。400名様まで収容可能な宴会場をはじめ、計5つの会場よ

り、各種会議、セミナー、展示会、ガラディナーなど様々なシーンにご利用いただける会場

をお選びいただけます。

会議施設・ホテル
オキナワマリオットリゾート＆スパ

沖縄ハーバービューホテル

小禄繁雄

野口量代
03-4616-1082 shigeo.oroku@okinawa-marriott.com

オキナワマリオットリゾート＆スパ：チームで力を合わせて作戦を練って団結力を磨いてい

くチームビルディング。沖縄のリゾート、マリオットホテルならではのイベントを開催。沖

縄ハーバービューホテル：個性あふれる大小11の宴会場はパーティや各種会議、展示場な

ど多彩なイベントでご要望にお応えできるスペースをご用意。

会議施設・ホテル フサキビーチリゾート　ホテル＆ヴィラズ 加藤　康夫 0980-88-7000 yasuo.kato@mystays.com

石垣島の西海岸に位置し、夕日を望む天然ビーチ沿いの立地を生かした屋外のご提案も可能

です。2018年にリブランドし、同年ロビー、レストラン棟をオープン、2019年客室棟の

オープン、2020年春に複合施設棟（宴会場、大浴場、屋内プール、レストラン、SPA、

SHOP）と客室棟をオープン予定しております。

会議施設・ホテル
沖縄かりゆしホテルズ

（株式会社かりゆしインターナショナル）
田中　力也(東京） 03-6555-5957 r-tanaka@exes-ky.co.jp

２０１９年９月１４日那覇泉崎に「Ｏｋｉｎａｗａ　ＥＸＥＳ　Ｎａｈａ」が誕生。広々と

した４０㎡の客室。朝食は全室インルームダイニングでお重にお詰めした和食を提供。こだ

わりの食材を使用した「鉄板焼　天」ではシェフが目の前でコース料理を仕上げます。極上

の空間とホスピタリティで皆様をお迎え致します。

2019度 沖縄MICEセミナー　東京出展者リスト
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会議施設・ホテル KPG HOTEL&RESORT 佐藤　翔 070-5360-3637 ssato@kpg.gr.jp

【Kafuu】「すべてがさりげなくやさしい」をコンセプトで、平均70㎡のゆとりある客室か

らは青い海が一望できます。【グランメール】沖縄市の中心に位置し、那覇も北部もアクセ

スできる好立地であり、広い客室と評判の料理で、コストパフォーマンスの高さを実感いた

だけます。【グランディスタイル】GLOMOROUS（魅力的な）DAY（1日）を過ごすラグ

ジュアリーリゾートが読谷村に誕生しました。

会議施設・ホテル 前田産業ホテルズ 伊波　尚樹 0980-43-7081 n-iha@maedasangyo.net

（本部エリア）ホテルマハイナ横にアラマハイナコンドホテル、オキナワハナサキマルシェ

（商業エリア）が新規オープン。その一帯がマハイナオキナワンヴィレッジとして、本部町

の新たな立ち寄りポイントとなっております。（名護エリア）ホテルゆがふいんおきな

わ・・・目の前にビーチがあり、大小宴会場があるシティホテル。

会議施設・ホテル ホテル　コレクティブ 佐藤　智彦 098-860-8632 t.sato@hotelcollective.jp

那覇市国際通りに新規開業。国際通りでは唯一のフルスペックシティーホテルです。宴会場

も480㎡と250㎡の会場を用意。大宴会場には300インチのLEDディスプレイを舞台に完備。

その他常設のプロジェクター、スクリーンも完備。客室もすべて30㎡以上のツイン仕様。

洗い場付きの浴室に、お部屋には60インチの４Kテレビをご用意。その他本格的中国料理の

レストランとオールデイダイニングもあります。

会議施設・ホテル ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 中尾　崇昭 03-6890-9833 takaaki.nakao@hilton.com

那覇空港からモノレールで約30分、東シナ海と市街地を一望する首里の丘の上に建つダブ

ルツリーByヒルトン那覇首里城は、世界遺産『首里城』まで徒歩で約15分、国際通りまで

約3Kmとゆう至便な立地にあります。会議やセミナー、展示会、各種パーティー等真心を

込めてお手伝いをいたします。

会議施設・ホテル アートホテル石垣島 松原　秀和 0980-83-3202
hidekazu.matsubara@mysta

ys.com

沖縄本島から約400ｋｍ離れた石垣島は、亜熱帯気候で12月でも平均21.9℃と過ごしやすい

環境です。収容人数400名の大宴会場には照明・音響付のステージもご用意しております。

245室の客室以外にも、超軟水を使用した大浴場やプールサイドバー等、ご滞在中のリフ

レッシュメント施設も充実しております。

会議施設・ホテル ハレクラニ沖縄 木村友哉 03-4540-4318 tomoya.kimura@halekulaniokinawa.com

2019年夏、ハレクラニ沖縄は国定公園として守られてきた沖縄・恩納村の美しい海岸線

で、ラグジュアリーの新時代を切り拓きます。目前に広がるのはコーラルブルーに輝く海と

白砂のビーチ。ご到着の瞬間からすべてのお客さまを、ハワイで100年以上の歴史を重ねて

きたハレクラニならではのホスピタリティで穏やかに包み込み、優美に祝福します。

会議施設・ホテル グランヴィリオリゾート石垣島 石地　由貴代 0980-88-0030 y.ishiji@route-inn.co.jp

グランヴィリオガーデン、ヴィラガーデンの隣り合う2つのホテル。グランヴィリオガーデ

ンのお部屋はオーシャンビューを中心とした200室、ヴィラガーデンはコテージを中心とし

た100室のお部屋。お客様のニーズに合わせてそれぞれのプランをご提案致します。

会議施設・ホテル シェラトン沖縄サンマリーナリゾート 大塚　雅俊 080-4315-0787 masatoshi.otsuka@sheratonokinawasunmarina.com

那覇空港より60分の恩納村にあるリゾートホテルです。最大200名まで収容可能のThe Grill

レストランでは、サンセットを見ながらのお食事をお楽しみいただけます。80名様以上

で、貸し切りも可能です。ビーチサイドのガーデンエリアでは、ガーデンパーティーのご利

用も可能です。また、ビーチアクティビティーも多数ご用意しておりMICEでご利用のお客

様のチームビルティングにもご利用いただけます。

出展キャンセルとなりました。
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会議施設・ホテル
大和リゾート株式会社

（Royal Hotel沖縄残波岬）
阿波根　勝哉 03-5214-2171 ahagon@daiwaresort.co.jp

600名収容可能な「プレシャスホール」を中心に、大、中、小洋宴会場など多彩な会場をご

用意しております。会議や学会、趣向を凝らしたイベントなど幅広いニーズにお答えいたし

ます。沖縄ではめずらしい和風大宴会場（300名収容）、和風小宴会場もご用意しておりま

す。

会議施設・ホテル ホテル日航アリビラ 後藤清仁 098-982-9117 goto3280@alivila.co.jp

異国情緒漂うスパニッシュコロニアル風の建物が特徴的なオンザビーチのリゾートホテル。

厳選食材を駆使したこだわりの料理、多彩なマリンメニューやリラクゼーションなど、上質

な安らぎが満ちる極上のステイをご堪能ください。

会議施設・ホテル 株式会社ＪＣＣ(百名伽藍) 伊佐竜太 098-852-3305 isa@jcc-okinawa.co.jp

【ホテル百名伽藍】沖縄神秘の地に佇む、和琉様式のホテル百名伽藍。

眼下に海が広がる自然融合の館を貸し切った、少人数・高品質プランで、心身共に癒される

琉球ホスピタリティーMICEを。

【レストラン】1000名収容のレストランや国際通りレストランのご紹介

国際通りで便利なミールクーポンもございます。

観光協会 一般社団法人沖縄市観光物産振興協会 渡久山　環
070-3351-

8856
info@koza.in

沖縄の伝統芸能エイサー。エイサーのまち宣言をしている沖縄市では、伝統エイサーを楽し

む為の様々な体験は、地域に根付く青年会エイサーの演舞披露でおもてなし。

また、音楽文化が盛んなコザのまちではライブハウスを組み込んだナイトカルチャー「コザ

ナイトツアー」等も実施しており、アフターMICE等で夜の沖縄遊びもお楽しみいただける

プログラムを提案しております。

観光協会 一般社団法人浦添市観光協会 大城　結子 098-874-0145 urakan@urasoenavi.jp

沖縄らしいおもてなしをご提案！

参加者をお迎えする受付には、彩りを加える紅型の歓迎サイン。終了後にも主催者や代表者

のお部屋を飾り、記憶に残る記念品です。また、浦添の絹織物「うらそえ織」をポイントに

使用したオーダーのかりゆしウェアの制作から、作り手による三線教室やランプシェード作

りなど出張可能な商品も。

観光協会 一般社団法人うるま市観光物産協会 酒井惠美子 098-978-0077 e-sakai@uruma-ru.jp

沖縄の方言「さんごの島」という意味を持つ「うるま」から名付けられたうるま市。コバル

トブルーの海に囲まれた海中道路、世界遺産の勝連城跡、エイサーや闘牛、島々に残る古民

家、沖縄のすべてを満喫できる場所です。

観光協会 一般社団法人宮古島観光協会 武井　陽子 0980-73-1881 yokotakei.miyako@gmail.com

東洋一美しいビーチをはじめ、代表する景勝地や観光地はもちろん、宮古島にはＭＩＣＥプ

ログラムやアフターに最適な宿泊、ミーティング、パーティー会場、体験プログラムが多く

点在しています。また、空港の目の前に5000名収容できるドーム型スポーツ多目的施設

で、教育旅行民泊の入村離村式会場としても活躍しています。

観光協会 一般社団法人久米島町観光協会 古堅留美 098-896-7010 ritou@kank-kumejima.com

沖縄本島・那覇市より西へ100Km離れた久米島

飛行機で沖縄本島から30分、船でのんびり3時間。

ゆったり時間の流れる中で久米島ならではの様々な要望へのアレンジが可能なのです。例え

ば、島の近海・水深612ｍの深海からの恵み”海洋深層水”は、化粧品や水産業の養殖業、農

業、リラクゼーション、水や塩等の多角的な産業に活用されている点もツアーとして体験で

きます。
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観光協会 一般社団法人 石垣市観光交流協会 西仲野　正巳 0980-82-2809 nishinakano@yaeyama.or.jp

アジア・太平洋地域に開かれた位置にある国境都市です。県内最高峰の於茂登岳を中央に、

八重に重なる雄大な山々とエメラルドグリーンに輝く景勝地・川平湾は国指定名勝に指定さ

れるなど、温暖な気候の中 美しいサンゴ礁とエメラルドグリーンの海に囲まれた美しい島

です。

観光施設・体験
一般社団法人トータルウエルネス

プロジェクトオキナワ
菊池　和登 090-4584-2549 kazu@twpo.jp

沖縄の食とウエルネスをテーマにMICE企画をご提案。健康経営・働き方改革と企業もウエ

ルネス活動が必要不可欠に！

非日常の沖縄を活用した企業向け健康プロデュース企画を立案。Well-Beingカード活用の

セミナー&ワークショップ研修もリリース。国内ビジネス系大手メディア注目の新コンテン

ツをご紹介。

観光施設・体験 東村村民の森つつじエコパーク 儀間・黒澤 0980-43-3300 eco-park@tutuji.jp

つつじエコパークでは、米国で考案されたプロジェクトアドベンチャーを活用し、チームビ

ルディングを目的とした社員旅行向けプログラムを提案いたします。　プログラムではチー

ムビルディングと、「福地川海浜公園の貸切プログラム」をセットとして、研修とリフレッ

シュが体験できるメニューを用意してます。

観光施設・体験 公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団 玉城真吾 098-871-3311 tamaks@nt-okinawa.ro.jp

歌舞伎や能と同じく国の重要無形文化財であるとともにユネスコの無形文化遺産にも登録さ

れた、我が国が世界に誇る「組踊（くみおどり）」をはじめ、本格的な沖縄の伝統芸能を体

感してみませんか。当劇場主催公演の鑑賞のほか、ご希望の日に貸切公演でも鑑賞できま

す。また、劇場をMICEの会場としてもご利用可能です。

観光施設・体験

ユニークベニュー

株式会社南都

ガンガラーの谷　ケイブパーティ
金澤　倫行 098-948-4192 kanazawa@gangala.com

数十万年前の鍾乳洞が崩壊して出来た谷間。人々が生命の誕生を願う洞窟や、現在も発掘調

査が行われている古代人の居住跡も点在し、世界最古2万３千年前の釣り針も見つかってい

ます。エントランスホールとなっているガンガラーの谷入口の天然の鍾乳洞「ケイブカ

フェ」では、団体で貸し切り利用ができるパーティーやライブが可能です。

企画・運営 株式会社DMC沖縄 徳田　玲子 098-943-6642 plan@dmc-okinawa.co.jp

表彰式、周年事業、社員研修など、大切な催事の効果を最大化します。主催者と目的を共有

し、MICEプログラム企画/運営のプロとして、また開催地“沖縄”の強力なパートナーとし

て、全力でサポートします。沖縄のユニークな文化、自然を取り入れたWow！の演出と、

沖縄の人の優しさで参加者に感動を伝えます。

その他 ワールドキッズ 山田達也 080-6504-9053 tatsuya-yamada@trpjapan.com

特に沖縄ではMICEにおいてお子様を伴う家族の参加が増しています。当サービスを適宜開

設することで会議・パーティ・表彰式がスムースに進行しつつ、親御様も安心してプログラ

ムに集中して頂けます。「子供を預けられないから今回は不参加」の対策にも役立つサービ

スです。レアかつ新しいコミッション商品です。

その他 株式会社リウボウインダストリー 玉城　英一 098-869-4807 eiichi_tamaki@ryubo.co.jp

デパートリウボウ（楽園百貨店）は、那覇市国際通り入口に位置するモノレール県庁前駅直

結。ファッション、雑貨、フード、カルチャーと、さまざまなジャンルの選りすぐりの商品

を取り揃えています。楽園百貨店では、（沖縄のいいモノ、日本のいいモノ）ここでしか出

会えないフード、クラフト、コスメ、旅を特別なものに演出するアイテム。ここには、とっ

ておきが揃っています。

mailto:nishinakano@yaeyama.or.jp
mailto:kazu@twpo.jp
mailto:eco-park@tutuji.jp
mailto:tamaks@nt-okinawa.ro.jp
mailto:kanazawa@gangala.com
mailto:plan@dmc-okinawa.co.jp
mailto:tatsuya-yamada@trpjapan.com
mailto:eiichi_tamaki@ryubo.co.jp


その他
エコガイドカフェ（エコツーラボ合同会

社）
猪澤也寸志 090-3410-3039 sango@webman.jp

企業研修プログラムとして「SDGsアクティブラーニング」「サンゴラーニング」などを多

言語でご提供いたします。また、環境大臣賞を受賞した生物多様性アクション「ノータッチ

サンゴ」マナーとスキルの習得プログラムも社員旅行等にご活用ください。

その他 アーユルウェルネス株式会社 新倉亜季 03-5701-1217 info@ayurveda-beauty-college.com

アーユルヴェーダはインド5000年の予防医学。「沖縄のおじいおばあの知恵」を体系化し

た健幸長寿の知恵(先人の知恵)でもあります。

アーユルウェルネス㈱では、沖縄の豊かなウェルネス資産を活かし【本来の自分を取り戻

す】独自のコンテンツ(ヘルスケア×エンタテインメント)で、一味違ったウェルネス体験・

学びを提供します。

mailto:sango@webman.jp
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