沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

沖縄第一ホテル

ホテル

那覇市

098-867-3116

https://okinawadaiichihotel.ti-da.net/

HOTEL オーシャンズ今帰仁

ホテル

今帰仁村 今帰仁村仲宗根985

0980-56-1633

https://www.hotel-oceans.jp/

ホテルサンセットヒル

ホテル

恩納村

恩納村字仲泊1327番地3

098-965-6310

https://hotel-sunsethill.com/

ホテル日航アリビラ

ホテル

読谷村

読谷村儀間600

098-982-9111

https://www.alivila.co.jp/

ホテルゆがふいんおきなわ

ホテル

名護市

名護市宮里453-1

0980-53-0031

https://www.yugaf.com/

YANBARU・STAY ちゅら宿

ホテル

名護市

名護市宇茂佐268

0980-43-7855 https://churayado.jp

リゾートホテル・ベル・パライソ

ホテル

今帰仁村 今帰仁村字運天1069

0980-56-2767

https://belparaiso.com/

Trip Shot Villa Hamahiga

ホテル

うるま市 うるま市勝連浜247-5

070-5489-3969

https://hamahiga.tripshot-hotels.com

ベストウェスタン沖縄幸喜ビーチ

ホテル

名護市

名護市幸喜117

0980-54-8155

https://bwhotels.jp/kouki

ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄 ホテル

恩納村

恩納村瀬良垣1108

098-960-4321

美ら海オンザビーチMOTOBU

本部町

本部町字崎本部2573番1

0980-47-2277

http://churaumi-motobu.jp

グランディスタイル沖縄読谷ホテル＆リゾート ホテル

読谷村

読谷村字瀬名波571-1

098-987-8300

https://glamdaystyle.jp

ビーチリゾーツホテル

ホテル

恩納村

恩納村名嘉真2399-1他18筆

098-967-7233

https://www.kalakaua.okinawa/

ビセテラス

ホテル

本部町

本部町字備瀬332番地

0980-48-2911

https://fukugi-terrace.jp/

ハイアットリージェンシー那覇沖縄

ホテル

那覇市

那覇市牧志3-6-20

098-866-8888

https://hyattregencynaha.jp/

フォールームス

その他の宿泊所

本部町

本部町瀬底4588番地1

0980-47-3404 http://four-rooms.jp/

ムーンオーシャン宜野湾

カラカウア

その他の宿泊所

ホテル＆レジデンス ホテル

那覇市牧志1丁目1番12号

https://www.hyatt.com/ja-JP/hotel/japan/hyatt-regency-seragaki-island-okinawa/okaro

宜野湾市 宜野湾市字宇治泊558-8

098-890-1110

http://www.moonoceanginowan.jp

ジ・アッタテラス

クラブタワーズ

ホテル

恩納村

恩納村安冨祖1079

098-983-3333

https://www.terrace.co.jp/clubtowers/#

ザ・テラスクラブ

アット

ホテル

名護市

名護市喜瀬1750

0980-51-1113

https://www.terrace.co.jp/clubatbusena/

欅の家

その他の宿泊所

恩納村

恩納村字名嘉真2436-15

民宿

民宿

沖縄市

沖縄市城前町18-18

ホテル

うるま市 うるま市与那城811番地1、812番地1

さざんか

FUNBSEうるま

ブセナ
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www.airbnb.jp/rooms/2261823

080-6494-1679 https://www.sazanka.jp/

098-988-5328 https://funbase.jp

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

タンチャワールド ホテル

恩納村

恩納村字谷茶1092-1

098-927-1100

https://theperidothotels.com

ホテルロコアナハ

ホテル

那覇市

那覇市松尾1-1-2

098-868-6578

https://www.rocore.jp/

ノボテル沖縄那覇

ホテル

那覇市

那覇市松川40

098-887-1111

https://www.novotelokinawanaha.jp/

ザ・ナハテラス

ホテル

那覇市

那覇市おもろまち2-14-1

098-864-1111

https://www.terrace.co.jp/naha/

東急ステイ沖縄那覇

ホテル

那覇市

那覇市壷川3-2-1 5～11階

098-833-1090

https://www.tokyustay.co.jp/hotel/ON

Enagic HOTEL YAMAICHI

ホテル

那覇市

那覇市牧志2丁目16-13

098-866-5421

https://www.hotel-yamaichi.net/

ホテルグランビュー

ホテル

那覇市

那覇市赤嶺2-3-2

098-859-4890

ザ・ブセナテラス

ホテル

名護市

名護市喜瀬1808

0980-51-1333

https://www.terrace.co.jp/busena/

コンフォートイン那覇泊港

ホテル

那覇市

那覇市前島3丁目1番4号

098-866-4711

https://www.choice-hotels.jp/inn/nahatomariko/

東横イン那覇新都心おもろまち

ホテル

那覇市

那覇市おもろまち1-2-27

098-863-1045

https://toyoko-inn.com/index.php/search/detail/00099.htm

ジ・ウザテラス ビーチクラブヴィラズ

ホテル

読谷村

読谷村宇座630番地1

098-921-6111

https://www.terrace.co.jp/uza/

ホテルリゾネックス名護 東館

ホテル

名護市

名護市山入端249番地1

0980-53-8021

http://www.resonex.jp/nago/hb/hb.html

那覇東急REIホテル

ホテル

那覇市

那覇市旭橋116-37

098-869-0109

https://www.tokyuhotels.co.jp/naha-r/

ハレクラニ沖縄

ホテル

恩納村

恩納村名嘉真1967-1

098-953-8600

https://www.okinawa.halekulani.com/

ホテル沖縄withサンリオキャラクターズ

ホテル

那覇市

那覇市安里1丁目2番25号

098-866-0011

https://hotel-okinawa.com/

ホテルムーンビーチ

ホテル

恩納村

恩納村字前兼久1203

098-965-1020

https://www.moonbeach.co.jp

かねひで恩納マリンビューパレス

ホテル

恩納村

恩納村字前兼久497-3番地

098-965-6111

https://www.onna-marineviewpalace.jp

かねひで喜瀬ビーチパレス

ホテル

名護市

名護市喜瀬115番地2

0980-52-5151

https://www.kise-beachpalace.jp

ザ・ビーチタワー沖縄

ホテル

北谷町

北谷町字美浜8-6

098-921-7711

https://www.hotespa.net/resort/hotellist/okinawa/

ロコイン沖縄

ホテル

那覇市

那覇市松山1-27-11

098-869-6511

https://rocoinn-okinawa.jp

星のや沖縄

ホテル

読谷村

読谷村儀間474

098-921-6801

星野リゾートOMO沖縄那覇

ホテル

那覇市

那覇市松山1-3-16

098-867-4301

ザ・ペリドットスマートホテル

業態
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https://hoshinoya.com/okinawa?utm_source=yahoo&utm_medium=cpc&utm_campaign=yahoo_camp&yclid=YSS.1001132011.EAIaIQobChMI1byMuvij8wIVCMWWCh07xgz7EAAYASAAEgJ0bfD_BwE

https://hoshinoresorts.com/ja/hotels/omo5okinawanaha/

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

国際タウンズイン

ホテル

那覇市

那覇市松尾2-12-7

098-860-1236

https://www.townsinn.jp/

やんばる学びの森 ホテル

国頭村

国頭村安波1301-7

0980-41-7979 http://www.atabii.jp

国頭村環境教育センター

サザンビーチホテル＆リゾート沖縄

ホテル

糸満市

糸満市西崎1-6-1

098-992-7500

www.southernbeach-okinawa.com

ロコイン松山

ホテル

那覇市

那覇市松山1-14-5

098-869-6565

https://rocoinn-matsuyama.jp/

THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座 ホテル

宜野座村 宜野座村字松田1425番地

098-968-5600

https://hiramatsuhotels.com/ginoza/

喜如嘉庵

ホテル

大宜味村 大宜見村字喜如嘉50

0980-44-3586

https://kijokahermitage.com

ホテル

那覇市

那覇市松尾2-5-7

098-860-8366

https://hotelcollective.jp/

その他の宿泊所

恩納村

恩納村字真栄田3357

https://www.hacobune.okinawa

ハコブネ

その他の宿泊所

恩納村

恩納村字真栄田3359

https://www.hacobune.okinawa

Half Glamping 星音

その他の宿泊所

今帰仁村 今帰仁村湧川1273-5

https://sites.google.co/site/hghoshioto/home

Villa 星畑

旅館

今帰仁村 今帰仁村呉我山588-6

https://abnb.me/Bk6YCOYPrkb

Dome Planet Ocean's Seven

ホテル

うるま市 うるま市与那城饒辺1007-1

https://www.oceansseven-uruma.net

ペンション

旅館

恩納村

恩納村前兼久1006-2

098-965-7761

LE CANA MOTOBU ルカナモトブ

その他の宿泊所

本部町

本部町山里1426-29・30

0980-47-2002 https://lecana.jp/

Villa・Charme(ヴィラ・シャルム)

その他の宿泊所

本部町

本部町字崎本部4655番地

090-6865-3534

https://home.tsuku2.jp/storeDetail.php?scd=0000122103

フクギテラス

ホテル

本部町

本部町字備瀬458番地

0980-48-2911

https://fukugi-terrace.jp/

HOKO HOUSE

旅館

金武町

金武町屋嘉2880

https://www.aco.co.jp/id/65772.html

泡瀬ハウス

旅館

沖縄市

沖縄市泡瀬1-15-28

https://www.aco.co.jp/id/65768.html

コンフォートホテル那覇県庁前

ホテル

那覇市

那覇市久茂地1-3-11

098-941-7311 www.choice-hotels.jp

オリエンタルホテル

ホテル

名護市

名護市喜瀬1490-1

0980-51-1000

セブンレジデンスヤブ

旅館

名護市

名護市屋部569

0980-43-9570

ホテル

旅館

名護市

名護市屋部前之浜兼久538-2

0980-43-9570

ホテル

コレクティブ

ハコブネ

ファミリータイプ

ムーンヴィラ

沖縄リゾート＆スパ

ヤンバルニア
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https://moon-villa.com/

https://okinawa.oriental-hotels.com

https://yanbarunia.com

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

照間

旅館

うるま市 うるま市与那城照間940-3

098-955-4775

かりゆしコンドミニアムリゾート那覇グランステイ旭橋駅前

旅館

那覇市

那覇市泉崎1丁目17番2号

098-868-0011

https://grandstay.okinawa/

ホテル

ホテル

那覇市

那覇市牧志1-19-8

098-860-7400

https://okinawa-uds.co.jp/hotels/strata-naha/

ホテルパームロイヤルNAHA国際通り

ホテル

那覇市

那覇市牧志3-9-10

098-865-5551

https://www.palmroyal.co.jp/

STAR CAPSULE OKINAWA

ホテル

那覇市

那覇市西2-3-15

098-943-1029

ホテルまるき

ホテル

那覇市

那覇市久茂地3-20-5

098-862-6135

https://hotelmaruki.jp/

ホテル

名護市

名護市大南1-1-3-1

0980-43-6118

http://www.likkahotels.net/

ホテルオーシャン那覇国際通り

ホテル

那覇市

那覇市安里2丁目4番8号

098-863-2288 https://hotelocean.jp/

Royal Hotel 沖縄残波岬

ホテル

読谷村

読谷村字宇座1575

098-958-5000

https://www.daiwaresort.jp/okinawa/

ホテルグランビュー石垣新川

ホテル

石垣市

石垣市新川作原2376-30

0980-82-7070

https://granview.co.jp/ishigakiarakawa/source/activity_04.html

石垣シーサイドホテル

ホテル

石垣市

石垣市川平154-12

0980-88-2421

http://www.ishigaki-seasidehotel.com

チョコレートハウス

その他の宿泊所

今帰仁村 今帰仁村兼次803-399

070-4343-4324

ヒューイットリゾート那覇

ホテル

那覇市

那覇市安里2-5-16

098-943-8325

アフロリゾート

民宿

本部町

本部町字新里618

0980-43-0466 http://afroresort.com/

Kakazu Cottage

その他宿泊施設

本部町

本部町字石川174

https://select-type.com/p/kakazu-cottage/

その他宿泊施設

今帰仁村 今帰仁村渡喜仁385-1

0980-56-5998 https://tintotinto.com/

ホテル

那覇市

那覇市おもろまち1-6-6

098-862-1045

https://www.toyoko-inn.com/

海のなかまダイビングサービス＆ペンション その他の宿泊所

石垣市

石垣市字新川2462-8

0980-88-6044

https://uminonakama.net/

スマートコンド泊

その他の宿泊所

那覇市

那覇市泊2丁目1番9号

098-988-3771

https://smacon-tomari.jp

ベストウェスタン沖縄恩納ビーチ

ホテル

恩納村

恩納村真栄田1888

098-964-1130

https://bwhotels.jp/onna

春日観光ホテル

ホテル

うるま市 うるま市赤道179-1

098-973-1121

http://kasugakankou.com/index.html

リーガロイヤルグラン沖縄

ホテル

那覇市

098-867-3331

https://www.rihgaroyalgran-okinawa.co.jp/

ストレータ

那覇

コンドミニアムホテル

沖縄のひとつ宿

リッカ

tinto＊tinto

東横イン那覇おもろまち駅前

in Nago

那覇市旭町1-9
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施設HP

https://hewitt-resort.com/naha/

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

たびのホテルlit宮古島

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字西里596

0980-75-3100 https://paradiseinn.jp

ホテルサザンコースト宮古島

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字下里335-1

0980-75-3335

http://h-scm.jp/index.html

ホテルチューリップ石垣島

ホテル

石垣市

石垣市八島町1-3-5

0980-83-8060

https://www.hotel-tulip.jp

スーパーホテル石垣島

ホテル

石垣市

石垣市石垣36

0980-83-9000

はいむるぶし

ホテル

竹富町

竹富町小浜町2930

0980-85-3111

https://www.haimurubushi.co.jp

Seven Colors石垣島

ホテル

石垣市

石垣市平久保226-523

0980-84-5107

https://www.hotel-sevencolors.com/

ホテル浜比嘉島リゾート

ホテル

うるま市 うるま市勝連比嘉202

098-977-8088

https://www.hamahiga-resort.jp/

ホテルアベスト那覇国際通り

ホテル

那覇市

那覇市久茂地3-1-10

098-943-5800

https://www.hotelabest-naha.com/

那覇ウエスト・イン

ホテル

那覇市

那覇市西1-16-7

098-862-0048 http://78west-inn.jp

ホテルブライオン那覇

ホテル

那覇市

那覇市松山2-15-13

098-868-1600

https://www.hotelblion.com/

ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ ホテル

本部町

本部町山川1456

0980-51-7700

https://www.mahaina.co.jp/

D-and Stay.5 Resort Okinawa

ホテル

浦添市

浦添市前田2-14-8

098-917-5628

https://dlabo.co.jp/stories/stay/5-resort-okinawa/

沖縄逸の彩

ホテル

那覇市

那覇市牧志3-18-33

098-863-8877

ホテルルートイン名護

ホテル

名護市

名護市東江5-11-3

0980-54-8511

https;//www.route-inn.co.jp/hotel list/okinawa/index hotel id 64/

ホテルピースランド久米

ホテル

那覇市

那覇市久米2-3-19

098-860-6070

http://peace-k.jp/kume/

エンズマリーナ

その他の宿泊所

宜野湾市 宜野湾市大山6-8-6

098-943-3535

http://www.mercyhotel.jp/

ホテル

那覇市

070-5489-1650

http://condominio-makishi.com/
https://hpdsp.jp/yenns-mashiki/

温泉リゾートホテル

インマーシー

Condominio Makishi

那覇市牧志3-9-22

施設HP

エンズマリーナインマシキ コンド・ホテルズ ホテル

宜野湾市 宜野湾市真志喜3-7-21

098-975-7771

ESTINATE HOTEL

ホテル

那覇市

那覇市松山2-3-11

098-943-4900 https://estinate.com/

フェリスヴィラスイート古宇利島ビュー

ホテル

名護市

名護市済井出1315-1

0980-52-8800

https://nikken-hotelmgt.co.jp/kouri/

ホテル山の内

ホテル

那覇市

那覇市牧志1-3-55

098-862-5301

http://www.hotel-yamanouchi.jp

ザ・リッツ・カールトン沖縄

ホテル

名護市

名護市喜瀬1343-1

0980-43-5555

https://www.ritzcarlton.com/jp/hotels/japan/okinawa
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沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

ホテル・トリフィート那覇旭橋

ホテル

那覇市

那覇市西1-11-19

098-860-6430

https://torifito.jp/nahaab

カフーリゾートフチャク

ホテル

恩納村

恩納村字冨着志利福地原246-1

098-964-7000

https://www.kafuu-okinawa.jp/

かりゆしコンドミニアムリゾート北谷ROUTE58 ホテル

北谷町

北谷町北谷1-5-12

098-989-8589

https://kariyushi-condo.jp/facility/route58/

ホテルWBFアートステイ那覇

ホテル

那覇市

那覇市牧志1-3-43

098-861-7070

https://www.hotelwbf-okinawa.com/artstaynaha/

ホテルアクアチッタナハ by WBF

ホテル

那覇市

那覇市前島3-2-20

098-866-5000

https://www.hotelwbf-okinawa.com/aquacitta-naha/

ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城

ホテル

那覇市

那覇市首里山川町1-132-1

098-886-5454

https://doubletree-shuri.hiltonjapan.co.jp/

ホテルグレイスリー那覇

ホテル

那覇市

那覇市松尾1-3-6

098-867-6111

https://gracery.com/naha/

GRGホテル那覇

ホテル

那覇市

那覇市松山2-16-10

098-868-6100

https://www.grghotelnaha.com/

GRGホテル那覇東町

ホテル

那覇市

那覇市東町6-16

098-862-7200

https://www.grghotelnaha-h.com/

ペンション

旅館

今帰仁村 今帰仁村字今泊37

0980-56-5534

https://primenet2010.biz/sunsetbeach/

コミュニティーアンドスパ那覇セントラルホテル ホテル

那覇市

那覇市牧志2-16-36

098-862-6070

https://www.nahacen.com/

サンプラザホテル

ホテル

那覇市

那覇市安里138

098-866-0920

https://okinawa-sunplaza.com

北谷ビーチサイドコンドミニアムホテル・MONPA ホテル

北谷町

北谷町字美浜8-12

098-936-0088 https://monpa.co.jp/

ココシャス モンパ

ホテル

北谷町

北谷町字美浜25-1

098-923-3388

https://cocomonpa.co.jp/

HOTEL StoRK

ホテル

那覇市

那覇市おもろまち2-6-40

098-941-2920

http://www.hotel-stork.com/naha/

那覇ビーチサイドホテル

ホテル

那覇市

那覇市辻3-2-36

098-862-2300

https://www.nahabeachsidehotel.com/

オキナワグランメールリゾート

ホテル

沖縄市

沖縄市与儀2-8-1

098-931-1500

https://www.okinawa-grandmer.com/

リブレガーデンホテル

ホテル

那覇市

那覇市おもろまち4-17-28

098-869-3333

http://www.libregardenhotel.com/

南西観光ホテル

ホテル

那覇市

那覇市牧志3-13-23

098-862-7144

https://www.nansei-kanko.com/

リッチモンドホテル那覇久茂地

ホテル

那覇市

那覇市久茂地2-23-12

098-869-0077

https://richmondhotel.jp/naha/

ホテル

ホテル

那覇市

那覇市松山1-29-7 2F－12F

098-860-7201

https://www.hotelwbf-okinawa.com/cocktailstay/

ホテル

豊見城市 豊見城市豊崎3-82

098-851-2288

https://granview.co.jp/garden-okinawa/

コンド・ホテル

サンセットビーチ

カクテルステイ ナハ

ホテルグランビューガーデン沖縄
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沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

グランドキャビンホテル那覇小禄

その他の宿泊所

那覇市

那覇市宇栄原1-27-1

098-851-4990

https://www.grandcabinhotel.com/

クラウンホテル

ホテル

沖縄市

沖縄市上地4-1-51

098-933-2551 http://crownhotel.jp

クラウンホテルアネックス

ホテル

沖縄市

沖縄市胡屋7-5-12

098-933-2777 http://crownhotel.jp

沖縄ハーバービューホテル

ホテル

那覇市

那覇市泉崎2-46

098-853-2111 https://oka-hvh,com

サンライズ観光ホテル

ホテル

沖縄市

沖縄市胡屋2-1-46

098-933-0171 https://sunrise-h.com

Hotel Sha La La

ホテル

沖縄市

沖縄市字池原2041

098-939-7328

https://www.hotel-shalala.com

ホテルノア

ホテル

宜野湾市 宜野湾市宇地泊764

098-897-6633

https://www.hotel-noah.com

ホテルモトブリゾート

ホテル

本部町

本部町字渡久地861-1

0980-47-2321

http://www.motoburesort.jp

デザイナーズホテルなかどまinn

ホテル

恩納村

恩納村前兼久258

098-982-5337

http://www.nakainn.com

CABIN&HOTEL ReTIME

ホテル

那覇市

那覇市東町14-10

098-861-1810

https://retime.okinawa/

沖縄サンコーストホテル

ホテル

名護市

名護市字幸喜108

0980-53-0330

https://www.suncoast.okinawa

アイネスヴィラノッツェ沖縄

ホテル

名護市

名護市山入端潮平川原361

0980-51-8877

https://www.couture-naoco.com/eines-okinawa/

エンズマリーナイン・ライカム

ホテル

北中城村 北中城村字ライカム547

098-989-7981

https://hpdsp.jp/yennsrycom/

トリップショットホテルズ

ホテル

沖縄市

沖縄市中央2-6-47 ２F

070-5489-3969

https://koza.tripshot-hotels.com

キッチンホステルAO

その他の宿泊所

那覇市

那覇市久茂地1-4-1 くもいちビル1階・2階 098-863-8156

https://www.kitchenhostel.com/

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート

ホテル

恩納村

恩納村字冨着1550-1

098-993-7111

https://www.hotelmonterey.co.jp/okinawa/

シーサー・イン那覇

ホテル

那覇市

那覇市牧志1-3-59

098-861-4311 https://shiisar.com

コンドミニアムGOLFGOLF壺屋

ホテル

那覇市

那覇市寄宮1-11-14

098-987-1789

http://www.whiteterrace.okinawa/

東横イン那覇国際通り美栄橋駅

ホテル

那覇市

那覇市牧志1-20-1

098-867-1045

http://www.toyoko-inn.com/search/detail/00055

ホテル

エアウェイ

ホテル

那覇市

那覇市久茂地2-14-5

098-864-0511

http://www.airway.co.jp

今帰仁スカイヴィラ

ホテル

今帰仁村 今帰仁村諸志2031-181

ビクトリアホテル

ホテル

那覇市

コザ

那覇市若狭2-2-12
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https://www.jalan.net/yad362687

098-868-0701

https://www.victoriahotel.jp/

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

ネルビーチ

ホテル

名護市

名護市呉我1335-1
恩納村山田3425-2

ルネッサンス

リゾート

オキナワ

ホテル

恩納村

ココガーデン

リゾート

オキナワ

ホテル

Hotel Viviana

施設電話番号

施設HP
https://www.jalan.net/yad335095/

098-965-0707

https://renaissance-okinawa.com/

うるま市 うるま市石川伊波501

098-965-1000

https://cocogarden.com

ホテル

那覇市

那覇市牧志2-19-16

090-1367-9075

http://condominio-makishi.com/

シェラトン沖縄サンマリーナリゾート

ホテル

恩納村

恩納村冨着66-1

098-965-2222

https://sheraton-okinawa.co.jp

名蔵ヴィレッジ

ホテル

石垣市

石垣市名蔵1356-105、108

0980-87-8287

http://www.nagura-village.com/

宮古島東急ホテル＆リゾーツ

ホテル

宮古島市 宮古島市下地字与那覇914

0980-76-2109

https://www.tokyuhotels.co.jp/miyakojima-h/

コンフォートホテル石垣島

ホテル

石垣市

0980-82-7611

https://www.choice-hotels.jp/ishigaki-island/

Venus

その他の宿泊所

今帰仁村 今帰仁村兼次810-239

070-4343-4324

ホテルヤカシーサイド

旅館

金武町

金武町字屋嘉2420

098-965-5439

http://yaka-seaside.com/

星野リゾート

ホテル

竹富町

竹富町小浜2954

0980-84-6320

https://risonare.com/kohamajima/

シーウッドホテル

ホテル

宮古島市 宮古島市下地字来間484-7

0980-74-7888

ラナイホステル

その他宿泊施設

那覇市

098-894-8960 http://lanai-hostel.jp/

ホワイトビーチイン石川

ホテル

うるま市 うるま市石川白浜2-3-26

098-989-6644

http://beachinn.seven.okinawa/

ホテルむら咲むら

ホテル

読谷村

098-958-7871

https://hotel.murasakimura.com

コテージ伊計海の唄

旅館

うるま市 うるま市与那城伊計461

098-977-7565 http://uminouta.com

コテージ伊計海の唄

その他宿泊施設

うるま市 うるま市与那城伊計471

098-977-7565 http://uminouta.com

上や

旅館

石垣市

石垣市川平920-1

0980-88-2717 http://www.jo-ya.jp/

南の美ら花ホテルミヤヒラ

ホテル

石垣市

石垣市美崎町4-9

0980-82-6111

htps://www.miyahira.co.jp/

ホテルピースリーイン宮古島NEXUS

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字西里281-1

0980-72-1101

https://peace-k.jp/nexus

ホテルアトールエメラルド宮古島

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字下里108-7

0980-73-9800

https://www.atollemerald.jp

ちいさな島宿cago

民宿

竹富町

0980-85-2855

https://taketomi-cago.com/

リゾナーレ小浜島

石垣市真栄里340

那覇市安里1-2-6 2階
読谷村字高志保987外3筆

竹富町竹富362
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沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

ホテルアンテルーム那覇

ホテル

那覇市

那覇市前島3-27-11

098-860-5151

https://okinawa-uds.co.jp/anteroom-naha/

星のや竹富島

ホテル

竹富町

竹富町竹富1955

0570-073-066

https://hoshinoya.com/taketomijima/

ホテル

本部町

本部町備瀬148-1

0980-51-7300

https://www.okinawaresort-orion.com

スーパーホテル那覇・新都心

ホテル

那覇市

那覇市おもろまち4-16-27

098-861-9000 http://superhotel.co.jp

パラダイスイン

ホテル

那覇市

那覇市牧志１-３-17

https://paradiseinn.jp

ホテル

那覇市

那覇市安里１-５-3 ２・３F

https://paradiseinn.jp

アラマハイナ コンドホテル

ホテル

本部町

本部町字山川1421-1

0980-51-7800

https://www.ala-mahaina.com/

アートホテル石垣島

ホテル

石垣市

石垣市大川559

0980-83-3311

https://www.art-ishigakijima.com/

SEASIDE YAKA 10号室

その他の宿泊所

金武町

金武町字屋嘉1655番地

098-965-5439

http://yaka-seaside.com

グランヴィリオリゾート石垣島

ホテル

石垣市

石垣市新川舟蔵2481-1

0980-88-0030

https://www.grandvrio-hotelresort.com/ishigaki/

JR九州ホテル

ホテル

那覇市

那覇市牧志２-16-１

098-861-8700

https://www.jrk-hotels.co.jp/Naha/

津嘉山荘

民宿

宮古島市 宮古島市下地字与那覇149

0980-76-2435

HOTEL PRECIA NAHATUJIMACHI(ホテルプレシア那覇辻町)

ホテル

那覇市

那覇市辻2-6-1

098-864-2111 http://hotel-precia.jp/

カヌチャベイホテル＆ヴィラズ

ホテル

名護市

名護市安部156-2

0980-55-8880

ワイズイン那覇

小禄駅前

ホテル

那覇市

那覇市金城5-9-1

098-859-7029 https://ys-inn.jp/

アダ・ガーデンホテル沖縄

ホテル

国頭村

国頭村字安田1285-95

0980-41-7070 https://ada-hotel.net

テンポイントホテル:コンドミニアム凰公

ホテル

那覇市

那覇市牧志2-17-22

098-861-0358

ラ・ティーダ西表リゾート

ホテル

竹富町

竹富町南風見508-205

0980-85-5555 https://lateada.co.jp

フェリスヴィラスイート名護

その他の宿泊所

名護市

名護市安部425-11

0980-55-8800

貸別荘とみぃ

その他の宿泊所

今帰仁村 今帰仁村兼次803-235

ゲストハウスいーさー

その他の宿泊所

本部町

本部町備瀬2045-1

0980-43-6760

https://isa-okinawa.com/

Condominium NOOSA

旅館

名護市

名護市東江5-13-12

098-917-2119

https://wｗw.jalan.net/yad378949

ホテルオリオンモトブ

パラダイスイン

リゾート＆スパ

安里

ブラッサム那覇
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https://www.kanucha.jp/

https://hotel.travel.rakuten.co.jp/hinfo/179231/

https://nikken-hotelmgt.co.jp/nago/

https://stayjapan.com/area/okinawa/okinawa-northern-region/kunigami/pr/1919

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

アダンホテル

ホテル

名護市

名護市港1-14-1

080-3541-8712

https://travel.rakuten.co.jp/hotel/177015/177015.html

クリスタルイン恩納

ホテル

恩納村

恩納村恩納1653-4

098-966-2101

http://www.crystalinnonna.com

喜代美荘

民宿

竹富町

竹富町上原571-6 他4筆

0980-85-6251

おにおん倶楽部

民宿

宮古島市 宮古島市上野字野原75-32

0980-76-3155

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/75191/75191.html

民宿

民宿

与那国町

与那国町字与那国14

0980-87-2419

https://omoro-yonaguni.com/

百名伽藍

ホテル

南城市

南城市玉城字百名山下原1299-1

098-949-1011

https://www.hyakunagaran.com/

ペンションひろ

その他の宿泊所

今帰仁村

今帰仁村兼次803-409 今帰仁サンシティー希望ヶ丘C-32

ホテルＪＡＬシティ那覇

ホテル

那覇市

那覇市牧志1-3-70

098-866-2580

https://www.naha.jalcity.co.jp

オクマプライべートビーチ＆リゾート

ホテル

国頭村

国頭村字奥間913

0980-41-2222

https://okumaresort.com./

KOURI BASE NOA

旅館

今帰仁村 今帰仁村字古宇利1484-1

アルモントホテル那覇おもろまち

ホテル

那覇市

那覇市おもろまち4-3-8

098-860-6611

https://www.almont.jp/naha-omoromachi/

民宿

民宿

沖縄市

沖縄市城前町18-18

080-6494-1679 https://www.sazanka.jp/

FUNBSEうるま

ホテル

うるま市 うるま市与那城811-1、812-1

098-988-5328 https://funbase.jp

ホテルロコアナハ

ホテル

那覇市

那覇市松尾1-1-2

098-868-6578

https://www.rocore.jp/

ホテルサンパレス球陽館

ホテル

那覇市

那覇市久茂地2-5-1

098-863-4181

https://www.palace-okinawa.com/sunpalace

パシフィックホテル沖縄

ホテル

那覇市

那覇市西3-6-1

098-868-5162

https://www.pacifichotel.jp

ホテルピースアイランド石垣イン八島

ホテル

石垣市

石垣市八島町1-1-2

0980-82-0600

http://peace-k.jp/yashima/

ニライナ

民宿

竹富町

竹富町字上原10-425

0980-85-6400 https://nilaina.com/

ホテル

宮古島市 宮古島市城辺字友利542番地

0980-77-8200

旅館

石垣市

石垣市川平963番地1

098-087-7744

https://www.ishigaki-lotus.com

ホテル

竹富町

竹富町上原2-2

0980-85-7111

https://iriomotehotel.com/

ホテル

宜野湾市 宜野湾市真志喜4-1-1

098-897-2121

https://www.laguna-garden.jp

おもろ

さざんか

リゾート

アラマンダ

インギャｰコーラルヴィレッジ

宿屋lotus
星野リゾート

西表島ホテル

ラグナガーデンホテル
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沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

アウェイ沖縄古宇利島リゾート

ホテル

今帰仁村 今帰仁村古宇利480番2

0980-51-5550

https://www.awayokinawakouri.com/

コンドミニアムホテル ナゴリゾート

リエッタ中山 ホテル

名護市

名護市為又1220番地の25-5

0980-51-1511

https://www.lieta-nakayama.com/

KARIYUSHI LCH. RESORT on The Beach ホテル

恩納村

名護市喜瀬1996

0980-54-9900

https://kariyushi-lchresort.jp/

ホテル

那覇市

那覇市松尾２丁目５番36号

098-967-7112

http://ryujin-hotel.okinawa/

民宿

那覇市

那覇市久茂地３丁目５番10号

ワイズキャビン＆ホテル那覇国際通り

ホテル

那覇市

那覇市久茂地3丁目9-18

098-869-5137

https://yscabin-naha.com

ペンション星の砂

ホテル

竹富町

竹富町上原289-50

0980-85-6448

http://www.hoshinosuna.ne.jp

ホテル星立西表島

ホテル

竹富町

竹富町字西表949

琉球温泉

ホテル

豊見城市 豊見城市豊崎174番地5

098-851-7077

https://www.hotelwbf-okinawa.com/senaga/

ルートイングランティア那覇

ホテル

那覇市

那覇市西2-25-15

098-860-0771

https://www.route-inn.co.jp/hotel list/okinawa/index hotel id 64/

瀬底島Dコテージ

その他の宿泊所

本部町

国頭郡本部町瀬底234

098-936-0858

https://www.d-cottage.com

マリンピアザオキナワ

ホテル

本部町

本部町浜元410

0980-48-3000 https://m-piazza.com

翡翠巣

旅館

名護市

名護市運天原527

0980-52-8020

https://www.mukaka.co.jp

ホテル

石垣市

石垣市美崎町11-1

0980-82-0248

http://peace-k.jp/ishigaki/

ホテル

宮古島市 宮古島市上野字新里東素原926-25

0980-74-7100

ホテル

宮古島市 宮古島市上野字新里926-28

0980-74-7100

ホテル

宮古島市 宮古島市上野字新里926-28

0980-74-7100

ティンヌカーラ

その他の宿泊所

竹富町

竹富町上原10-647

0980-85-6017

仲田邸

民宿

本部町

本部町字大嘉陽99

0980-43-7821

石垣島ホテルオリーブ

ホテル

石垣市

石垣市美崎町1-5

080-3183-7043

西表島ゲストハウス島時間

その他宿泊施設

竹富町

竹富町字南風見201-146

0980-85-5678

https://www.iriomote-shimajikan.com/

グリーンリッチホテル那覇

ホテル

那覇市

那覇市松山2-15-1

098-863-2400

https://greenrichhotels.jp/naha/

かりゆしコンドミニアムリゾート那覇

小さなお宿

龍神ホテル浮島

なぁふぁぬ家

瀬長島ホテル

KAWASEMINOSU

ホテルピースランド石垣島
シギラベイサイドスイート
シギラベイサイドスイート
シギラベイサイドスイート

アラマンダ

アラマンダ

アラマンダ

A棟（1～4F）

東館A棟（5F）・B棟
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新城アパート2F

https://bit.ly/3DfZB3l

https://www.hea-hoshitate.com

http://www.tinnukarla.com/

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

ホテルベルハーモニー石垣島

ホテル

石垣市

石垣市字大川13-4

0980-82-0800

http://peace-k.jp/bell/

スーパーホテル沖縄・名護

ホテル

名護市

名護市宮里1018

0980-50-9000

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/nago

フェリスヴィラスイート伊良部島・佐和田

ホテル

宮古島市 宮古島市伊良部佐和田1725-9、1725-39 0980-74-5100

https://nikken-hotelmgt.co.jp/sawada/

ケラマ

ホテル

渡嘉敷村 渡嘉敷村阿波連103

098-987-3477

https://www.keramaterrace.jp

アクアガーデン

その他の宿泊所

石垣市

石垣市字桴海337-23

0980-89-2152

よみたんコンドホテルND

ホテル

読谷村

読谷村字渡慶次1184-1

098-923-1825 https://hotel-nd.com/

B&B タンデム

ホテル

宜野座村 宜野座村字松田2629-269

098-968-5336 http://bbtamdem.jp

BLUE STEAK WONDER CHATAN

ホテル

北谷町

北谷町字浜川117-26

098-988-5505

https://bluesteakwonder.com/

BLUE STEAK WONDER NAGAHAMA

ホテル

読谷村

読谷村字長浜109

098-988-5505

https://bluesteakwonder.com/

BLUE STEAK WONDER SENAHA

ホテル

読谷村

読谷村瀬名波816-1

098-988-5505

https://bluesteakwonder.com/

PROSTYLE TERRACE NAHA

ホテル

那覇市

那覇市久米2-3-2

098-988-4860

https://www.prostyleryokan.com/okinawa/terracenaha/

プロスタイル旅館那覇県庁前

ホテル

那覇市

那覇市久米2-2-1

098-917-1629

https://www.prostyleryokan.com/okinawa/kenchomae/

星のテラスもとぶ山里

ホテル

本部町

本部町山里1172-1

0980-47-7777

https://hoshino-terrace.com

ロイヤルビューホテル美ら海

ホテル

本部町

本部町字石川938

0980-48-3631

https://royalview-churaumi.com/centurion/

チャビラホテル那覇

ホテル

那覇市

那覇市金城５-11-1

098-840-1000

http://www.chabirahotel-naha.co.jp

HYGGE Biimata

ホテル

名護市

名護市為又1219-244

0980-43-5221

シーフレンド

その他宿泊施設

渡嘉敷村 渡嘉敷村阿波連155、156

098-987-2836

Little Island Okinawa 名護

その他宿泊施設

名護市

名護市為又1219-376 アプリシエイション名桜1F～2F

0980-54-6505

その他宿泊施設

名護市

名護市為又1219-17

0980-54-6505

民宿あみもと

民宿

久米島町 久米島町字奥武115

098-985-8856

http://www.amimotonyanko.com

ラ・ティーダ久米島テラス

ホテル

久米島町 久米島町字謝名堂南583-4

098-896-8100

https://lateada.co.jp/kumejima/

ホテルリゾネックス名護

ホテル

名護市

0980-53-8021

http://www.resonex.jp/nago/mb/mb.html

テラス

Little Island Okinawa 名護

Annex館

名護市山入端247-1
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https://www.seafriend.jp

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

とかしくマリンビレッジ

ホテル

渡嘉敷村 渡嘉敷村字渡嘉敷1919-1

098-987-2426

http://www.tokashiku.com

KARIYUSHI LCH. Izumizaki 県庁前

ホテル

那覇市

098-866-1200

https://kariyushi-lch.jp/izumizaki/

民宿

民宿

久米島町 久米島町字大田532

098-985-2102

ウェルネスリゾート沖縄休暇センター（ユインチホテル南城）

ホテル

南城市

南城市佐敷字新里1688

098-947-0111

https://www.yuinchi.jp/

クリアスホテル壷川マルシェ

ホテル

那覇市

那覇市壷川1-17-26

098-851-3944

https://marche-hotel.com/

けらまマリン

民宿

渡嘉敷村 渡嘉敷村阿波連1338-1

098-987-2257

http://keramamarine.jp/

民宿ゆうなぎ荘

民宿

渡嘉敷村 渡嘉敷村字阿波連31

098-987-2931

https://yuunagisou.web.fc2.com

EXCELLENCE

その他の宿泊所

宜野湾市 宜野湾市宇治泊900-1（3F～5F）

098-988-1188

https://okinawalife.info

備瀬の宿

その他の宿泊所

本部町

090-7983-8165

http://www.bise-yui.com/smt/

ホテル

宮古島市 宮古島市上野字宮国872-4

0980-76-1001

ホテルブリーズベイマリーナ

ホテル

宮古島市 宮古島市上野字宮国784-1

0980-76-3000

ALOALO BEACH 川平

その他の宿泊所

石垣市

石垣市川平1215-228

0980-87-0610

https://xn--aloalobeach-7e8ud3d.com/

石垣島ビーチホテルサンシャイン

ホテル

石垣市

石垣市新川2484

0980-82-8611

https://www.ishigakijima-sunshine.net/

ホテル

あさと荘

結
ロベルトソンハーバー

那覇市泉崎1-11-8

本部町字備瀬311

シサレリ家（Tom and RiMi's guesthouse） その他宿泊施設

久米島町 久米島町字西銘800

080-6597-3994

https://www.kume-homestay.com/

天空okinawa

その他宿泊施設

名護市

名護市仲尾133

0980-58-2258

http://www7b.biglobe.ne.jp/~amakara/

FUKUGI STAYS

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字西里377-1

090-5478-9474

https://kariyushi-condo.jp/facility/hukugi_stays/

Gate inn

名護

ホテル

名護市

名護市東江5-23-23

090-9782-6327

https://gateinn-nago.com

グリーンリッチホテル沖縄名護

ホテル

名護市

名護市城2-646

0980-51-0111

https://greenrichhotels.jp/nago

ザ・シギラ

旅館

宮古島市 宮古島市上野字新里1405-3

0980-74-7240

ホテル

宮古島市 宮古島市上野字宮国974-1

0980-74-7300

AJリゾートアイランド伊計島

ホテル

うるま市 うるま市与那城伊計1286

098-983-1230

MB GALLERY CHATAN by THE TERRACE HOTELS

ホテル

北谷町

098-921-7111 mb-gallery.jp

サンタモニカ

サンセット

北谷町美浜38-1
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http://www.aj-hotels.com

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

ANAインターコンチネンタル石垣リゾート

ホテル

石垣市

石垣市真栄里354-1

0980-88-7111

屋我地島でんハウス

ホテル

名護市

名護市済井出227-1

ヴィラさちばる

その他宿泊施設

南城市

南城市玉城字玉城18-1

070-2322-8023

https://sachibaru.jp/villa/

ロワジールホテル＆スパタワー那覇

ホテル

那覇市

那覇市西3-2-1

098-868-2222

https://www.loisir-naha.com/

ロワジールホテル那覇イースト

ホテル

那覇市

那覇市西3-1-1

098-868-2222

https://www.loisir-naha.com/

あちみぃん

旅館

石垣市

石垣市野底329-4

https://yagajijimadenhouse.wixsite.com/denhouse

ウィークリーハーバービューマンション宜野湾館 ホテル

宜野湾市 宜野湾市大謝名245-4

098-897-0707

https://ginowan.okinawa-weekly.com

ホテルウィークリーハーバービュー

ホテル

那覇市

098-855-8111

https://okinawa-weekly.com

またたびや

民宿

宮古島市 宮古島市下地川満800-37

0980-76-4161

https://matatabi-ya.com

海と星空の小さな宿WASSA WASSA

民宿

大宜味村 大宜味村根路銘97

0980-50-2500

https://wassa-okinawa.com

ホテル国際プラザ

ホテル

那覇市

那覇市松尾１-４-10

098-862-4243

https://www.kokusai-plaza.jp

アイアンコテージ

ホテル

名護市

名護市運天原514-10

0980-52-8822

https://twitter.com/the_ironcottage

ビーチリゾートモリマー

ホテル

読谷村

読谷村字波平2350

098-921-5050

https://www.morimar.com/

モリマーリゾートホテル

ホテル

読谷村

読谷村字都屋45-1

098-921-5050

https://www.morimar.com/morimar_resort/

海人の宿

民宿

名護市

名護市済井出276-2

090-7385-7989

ホテルトーマス名護

ホテル

名護市

名護市宇屋部611

0980-54-5252

https://hotel-tomas.com/nago

ホテルルートイン那覇旭橋駅東

ホテル

那覇市

那覇市泉崎1-19-12

098-860-8311

https://www.route-inn.co.jp/hotel list/okinawa/index hotel id 64/

ホテルルートイン那覇泊港

ホテル

那覇市

那覇市前島2-12-5

098-866-0700

https://www.route-inn.co.jp/hotel list/okinawa/index hotel id 238/

Ma-Blue Garden House

その他の宿泊所

本部町

本部町字新里247-1

0980-48-2222 http://ma-blue.com

ホテルニュー丸勝

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字西里303-3

0980-72-9936

島宿うぷらうさぎ

民宿

宮古島市 宮古島市平良字荷川取696-5

0980-73-0427

スターダストヴィラミルキーウェイ

その他宿泊施設

石垣市

0980-89-2445

那覇市泉崎2-101-3

石垣市桴海273-111
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https://newmarukatsu.co.jp

http://milkyway.okinawa/

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

ホテルイーストチャイナシー

ホテル

石垣市

石垣市美崎町2-8

0980-88-1155

https://www.courthotels.co.jp/eastchinasea/

青い山脈

3F

ホテル

沖縄市

沖縄市泡瀬4-11-6砂川ビル

http://booking.com/

青い山脈

1F

ホテル

沖縄市

沖縄市泡瀬4-11-6砂川ビル1F

http://booking.com/

リザンシーパークホテル谷茶ベイ

ホテル

恩納村

恩納村谷茶1496

098-964-6611

https://www.rizzan.co.jp

パレスインムーンビーチ

ホテル

恩納村

恩納村字前兼久1203

098-964-3512

https://www.palace-okinawa.com/moon

イーフビーチホテル

ホテル

久米島町 久米島町謝名堂548

098-985-7111

https://courthotels.co.jp/kumejima/

ホテル コザ

ホテル

沖縄市

098-932-0053 https://hotel-koza.jp/

413はまひが Hotel&Café

ホテル

うるま市 うるま市勝連浜548-2

098-983-1413 http://413h.com/

Motobu IN

ホテル

本部町

098-917-1187

Villa Ocean Bridge KOURIJIMA

ホテル

今帰仁村 今帰仁村古宇利1011-1

098-917-1187

おじいの家

その他の宿泊所

本部町

本部町備瀬429

098-917-1187

大浜ヴィラ

その他の宿泊所

本部町

本部町字大浜854-8

098-917-1187

宿・八重山すてい楽楽楽

その他の宿泊所

石垣市

石垣市字新川奈良佐1641-64

0980-87-0692

http://www.yado-rarara.com/

Ao～碧～ホテル

ホテル

名護市

名護市宇茂佐1672

0980-43-9886

https://airhost52112.airhost.co/

Villettina

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字久貝248-11

080-6482-7709 https;//villettina.jp/

HOTEL PINK HIBISCUS

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字久貝248-10

0980-76-7242 https/pink-hi.jp/

ホテル

宮古島市 宮古島市上野字新里1379

0980-74-7400

遊出来家

その他宿泊施設

恩納村

恩納村名嘉真2288-30

098-967-7112

https://kariyushi-condo.jp/facility/yuudekiya/

マリンロッジ・マレア石垣島

ホテル

石垣市

石垣市新川803-6

0980-87-0830

https://marea-ishigaki.jp/hotel-information/marine_lodge_marea/

恩納 Oceanview suites（オンナオーシャンビュースイート）

ホテル

恩納村

恩納村仲泊1393-3

098-967-7112

沖縄県立玉城青少年の家

その他の宿泊所

南城市

南城市玉城字玉城420

098-948-1513

https://www.tamagusuku-youthhome.com

ペンション スナドゥン

その他の宿泊所

宜野座村 宜野座村惣慶1830-1

080-2725-9815

https://www.pension-sunadun.com/

ホテルシギラミラージュ

ヒルサイド

沖縄市上地2-1-29
本部町大浜85410
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沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

ハイビス ヤブ

旅館

名護市

名護市字屋部565

080-8375-8203

HOTEL AZAT

ホテル

那覇市

那覇市安里2-8-8

098-863-0888 http://hotelazat.com/

ホテル

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字久貝1063

0980-79-0077

OKINAWA KARIYUSHI RESORT EXES NAHA ホテル

那覇市

那覇市泉崎1-11-5

098-860-3300 https://exes-naha.jp/

ヒルトン沖縄北谷リゾート

ホテル

北谷町

北谷町美浜40-1

098-901-1111

https://chatan.hiltonjapan.co.jp/

ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート

ホテル

北谷町

北谷町美浜43

098-901-4600

https://doubletree-chatan.hiltonjapan.co.jp/

HOTEL LOCUS

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字下里338-40

0980-79-0240

https://okinawa-uds.co.jp/hotels/hotellocus/

ヒルトン沖縄瀬底リゾート

ホテル

本部町

本部町瀬底5750

0980-47-6300

https://hiltonhotels.jp/hotel/okinawa/hilton-okinawa-sesoko-resort

シーサイドハウス

その他宿泊施設

名護市

名護市東江5-19-15

098-967-7112

https://kariyushi-condo.jp/facility/fac_sea_side_house/

その他宿泊施設

名護市

名護市済井出704-1

098-967-7112

https://kariyushi-condo.jp/facility/rb-villa/

ホテル

本部町

本部町字備瀬317-1(A)317-2(B)316-3(C)316-2(D)316-1(E)

098-967-7112

https://kariyushi-condo.jp/facility/bise-fukugi-village/

ムイのヤド

民宿

石垣市

石垣市新川2252-6

0980-83-6978

シーフォレスト

ホテル

石垣市

石垣市伊原間2-736

0980-86-7301

https://www.seaforest-ishigaki.com/

Haruhoo Resort ISHIGAKI

ホテル

石垣市

石垣市宮良シモ原92-3,92-4,97-145,97-114 0980-84-4491

https://haruhoo-resort.com

ホテルロイヤルオリオン

ホテル

那覇市

那覇市安里1-2-21

https://www.royal-orion.co.jp/

テラスリゾート

ホテル

宜野湾市 宜野湾市大山3-20-6

0120-330-885

テラスリゾート北谷WEST

ホテル

北谷町

0120-330-885

ウェルネスヴィラブリッサ（1階～6階）

旅館

宮古島市 宮古島市上野字宮国746-20，21

0980-76-3870

ウェルネスヴィラブリッサ（7階～10階）

旅館

宮古島市 宮古島市上野字宮国746-20・21

0980-76-3870

ホテルシギラミラージュ

ホテル

宮古島市 宮古島市上野字新里1405-201

0980-74-7400

レクー沖縄北谷スパ＆リゾート

ホテル

北谷町

北谷町字美浜34-2

098-936-2288

https://www.vessel-hotel.jp/lequ/okinawa/

ベッセルホテルカンパーナ沖縄

ホテル

北谷町

北谷町字美浜9-22

098-926-1188

https://www.vessel-hotel.jp/campana/okinawa/

ライジングサン宮古島

ホテル ローカス
名護

RB villa
かりゆしコンドミニアムリゾート本部

Bise Fukugi Village

ベイサイド

北谷町浜川117-5
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施設HP

https://www.hotel-risingsun.com/

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

TERRACE RESORT MIHAMA

ホテル

北谷町

北谷町北谷1-7-7

0120-330-885

ホテルサン沖縄

ホテル

那覇市

那覇市久茂地1-5-15

098-866-1111

https://www.hotel-sunokinawa.co.jp

KARIYUSHI RESORT EXES ONNA ホテル

恩納村

恩納村中名嘉真ヤーシ原2592-40

098-967-7500

https://exes-kariyushi.com/

沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ ホテル

恩納村

恩納村中名嘉真ヤーシ原2591-1

098-967-8731

https://kariyushi-oceanspa.jp/

OKINAWA KARIYUSHI RESORT EXES ISHIGAKI ホテル

石垣市

石垣市宮良923-1

0980-86-8001

https://kariyushi-ishigaki.jp/

Y'S 沖縄リゾートベース

その他宿泊施設

恩納村

恩納村字名嘉真2288-288

https://ys-potential.jimdofree.com

Y'S 沖縄リゾートベース

その他宿泊施設

恩納村

恩納村字名嘉真2288-726

https://ys-potential.jimdofree.com

Y'S 沖縄リゾートベース

その他宿泊施設

恩納村

恩納村字名嘉真2288-727

https://ys-potential.jimdofree.com

素泊まり おり姫の宿

その他の宿泊所

石垣市

石垣市新栄町10-13

080-7892-2574 https://www.orihime.tv/

沖縄ナハナ ホテル＆スパ

ホテル

那覇市

那覇市久米2-1-5

098-866-0787

https://www.nahana-hotel.jp/

ホテルピースアイランド竹富島

ホテル

竹富町

竹富町字竹富112-1

0980-84-5955

http://peace-k.jp/taketomi/

クラブメッドカビラ

ホテル

石垣市

石垣市川平石崎1

0980-84-4600

https://www.clubmed.co.jp/r/%E7%9F%B3%E5%9E%A3%E5%B3%B6/y

Chula Vista SENAGA

ホテル

那覇市

那覇市具志3-24-1

098-989-7617

Panorama

その他宿泊施設

読谷村

読谷村字波平2192-5

一日一組の宿すかぶら

民宿

竹富町

竹富町竹富1489-1

0980-85-2225

http://www.sukabura-taketomi.com/

ホテル サン・クイーン

ホテル

那覇市

那覇市安里2-4-2-1

098-869-6600

https://www.sun-queen.com/

ホテルピースアイランド宮古島市役所通り

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字西里328

0980-79-5071

http://www.peace-k.jp/miyako2/

島宿 願寿屋

その他の宿泊所

竹富町

竹富町字竹富2279-1

0980-85-2211

HIYORIオーシャンリゾート沖縄

ホテル

恩納村

恩納村仲泊1055-1

098-965-1600

https://okinawa-hiyoriocean.jp/

ブルースイーツ・ハナムロ

ホテル

座間味村 座間味村字阿嘉91

090-6857-5430

https://www.hanamuro.com/

ハナムロ・イン

民宿

座間味村 座間味村字阿嘉52

090-6857-5430

https://www.hanamuro.com/

民宿

座間味村 座間味村阿嘉58

098-987-2339

https://housei-aka.com/

OKINAWA

宝生

阿嘉島
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沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
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リゾートホテルブエナビスタ今帰仁

ホテル

今帰仁村 今帰仁村平敷306

0980-56-2779

マチャン・マチャン

その他宿泊施設

今帰仁村 今帰仁村字渡喜仁386，387

0980-56-5207

http://www.machan.jp/

ラ・カシータ古宇利

その他宿泊施設

今帰仁村 今帰仁村古宇利2593-4

090-7325-8176

https://lacasita-kouri.com/

Good Day Hotel

ホテル

北谷町

098-917-1187

KOURI Ocean Moon Cottage

ホテル

今帰仁村 今帰仁村古宇利1011-2

098-917-1187

OHAYO HOUSE（オハヨーハウス）

旅館

南城市

南城市知念字久手堅641-5

098-917-1187

Terrace Garden okinawa

ホテル

恩納村

恩納村字山田594-3 B棟

098-917-1187

SEASIDE HOUSE 大宜味

ホテル

大宜味村 大宜味村津波927

098-917-1187

民宿なかはら

民宿

那覇市

098-887-7073

民宿

民宿

与那国町 与那国町字与那国3028

0980-87-2859

かりゆしコンドミニアムリゾート恩納真栄田ベース その他宿泊施設

恩納村

098-967-7112

https://kariyushi-condo.jp/facility/maeda_base

EMウェルネス暮らしの発酵ライフスタイルリゾート ホテル

北中城村 北中城村字喜舎場1478

098-935-1500

https://kurashinohakko.jp

その他宿泊施設

沖縄市

沖縄市比屋根6-36-1 3F・4F

098-967-7112

https://kariyushi-condo.jp/facility/mezon-max/

その他宿泊施設

南城市

南城市玉城百名1222-10

098-967-7112

https://kariyushi-condo.jp/facility/atelier-hyakuna/

月の浜

かりゆしコンドミニアムリゾート沖縄

ATELIER HYAKUNA

MEZON MAX

北谷町字北前278 2F

那覇市首里山川町1-69-3
恩納村真栄田3378-6 1F

施設HP

http://www.nakahara-inn.com/

ウッドペッカー今帰仁（Wood Pecker Nakijin） ホテル

今帰仁村 今帰仁村今泊681

0980-56-1010

https://woodpecker-nakijin.com/

the rescape

ホテル

宮古島市 宮古島市城辺長間1901-1

0980-74-4120

https://okinawa-uds.co.jp/hotels/the-rescape/

沖縄民家宿はんじゃくやー

旅館

名護市

名護市仲尾107

080-6483-6100

https://www.okinawa-haneji.jp

沖縄古民家宿とくすけやー

その他の宿泊所

名護市

名護市真喜屋407

080-6483-6100

https://www.okinawa-haneji.jp

Little Island Okinawa 松山

ホテル

那覇市

那覇市松山1-31-3

098-880-2570

https://little-island-okinawa.com/matsuyama/

ゲストハウスおり姫

その他宿泊施設

石垣市

石垣市八島町1-8-7

0980-87-8877

https://www.orihime.tv/

沖縄ホテル

ホテル

那覇市

那覇市大道35

098-884-3191

https://www.okinawahotel.co.jp/

KARIN Design Cottage

旅館

恩納村

恩納村字名嘉真1765-35

080-3903-4210 http://okinawa-karin.jp/
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HOTEL Mr.KINJO in こども病院前

ホテル

南風原町 南風原町新川63-2

098-851-4135 https://mrkinjo.jp

Rinzu SHIOZAKI

ホテル

糸満市

糸満市潮崎3-2-7

098-894-6800 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in NISHIZAKI

ホテル

糸満市

糸満市西崎6-7-8

098-894-6832 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in TOMIGUSUKU

ホテル

豊見城市 豊見城市字座安271-1

098-851-8772 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in Airport

ホテル

那覇市

那覇市宮城1-15-15

098-851-3951 https://mrkinjo.jp

沖縄オリエンタルホテル

ホテル

那覇市

那覇市前島3-13-16

098-868-0883

https://www.orientalhotel.co.jp/

ダブルツリーbyヒルトン那覇

ホテル

那覇市

那覇市東町3-15

098-862-0123

https://doubletree-naha.hiltonjapan.co.jp/

ホテル

ホテル

宮古島市 宮古島市上野字宮国974-3

0980-74-7070

オリエンタルヒルズ沖縄

ホテル

恩納村

098-966-1611

https://or-okinawa.com

K's villa Miyakojima

その他の宿泊所

宮古島市 宮古島市平良字狩俣1895-1

0980-79-0822

https://www.kvm2020.com

HOTEL Mr.KINJO Color’ｚ Kuninda

ホテル

那覇市

那覇市久米1-24-3

098-917-6272 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO LINK in Kume NAHA

ホテル

那覇市

那覇市久米2-26-17

098-963-9285 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in HAIBISU 西町

ホテル

那覇市

那覇市辻1-4-21

098-917-1652 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in NAHA

ホテル

那覇市

那覇市辻1-6-26

098-917-1725 https://mrkinjo.jp

T-STYLE

ホテル

那覇市

那覇市辻2-7-1

098-917-1780 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO inn D-buil

ホテル

那覇市

那覇市辻2-8-16

098-943-8512 https://mrkinjo.jp

villa あお

ホテル

今帰仁村 今帰仁村諸志914-7

080-6490-4407 https://villa-okinawa.jp

宿

民宿

座間味村 座間味村字座間味434-21

098-987-3755

http://www.zamami-natura.com/

民宿

座間味村 座間味村字座間味146

098-987-2331

http://www.bm-zamami.com/

ロワジール テラス＆ヴィラズ 古宇利

ホテル

今帰仁村 今帰仁村字古宇利126

0980-51-5500

https://www.loisirterrace.com/kouri

野空海～NOZOMI～

その他の宿泊所

石垣市

0980-89-2280

https://nozomi-ishigaki.com/

民宿みすまるの家

民宿

座間味村 座間味村字座間味87

シーブリーズコーラル

民宿

ナトゥーラ
ぶるーまりん

恩納村字瀬良垣79-1

石垣市伊原間1-191
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沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
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業態
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施設電話番号

施設HP

ホテル

宮古島市 宮古島市伊良部字伊良部818-5

0980-74-5700

https://www.suihotels.com/iraphsui-miyako_okinawa/

ザ・サンセットビレッジ沖縄北谷

ホテル

北谷町

北谷町吉原392-8

098-921-7012

https://www.the-sunset-village.okinawa/

HOTEL Mr.KINJO in 旭橋駅前

ホテル

那覇市

那覇市泉崎1-13-29

098-917-6367 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in Shanti Van 壷川駅

ホテル

那覇市

那覇市泉崎2-103-21

098-851-3803 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in Nica’s 牧志駅Ⅰ

ホテル

那覇市

那覇市牧志2-21-16

098-894-8553 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in Nica’s 牧志駅Ⅱ

ホテル

那覇市

那覇市牧志2-21-15

098-894-8553 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in Arcade ange miona

ホテル

那覇市

那覇市牧志3-5-8

098-917-1580 https://mrkinjo.jp

Eminence inn 牧志

ホテル

那覇市

那覇市牧志3-22-39

098-917-6262 https://mrkinjo.jp

Mr.KINJO Eminence MakishiⅡ

ホテル

那覇市

那覇市牧志3-22-38-2

098-917-6262 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO Miki24 in 牧志駅前

ホテル

那覇市

那覇市牧志3-23-33

098-988-1762 https://mrkinjo.jp

民宿だいく家～

民宿

竹富町

竹富町小浜73

0980-85-3352

フェニックスパークホテル

ホテル

名護市

名護市宮里３-29-12

0980-43-6607

https://www.phoenixparkhotel.jp/

かねひで喜瀬カントリークラブ

ホテル

名護市

名護市字喜瀬1107-1

0980-53-7575

https://www.kise-cc.jp/

古宇利島

民宿

今帰仁村 今帰仁村字古宇利2516

0980-56-3544 https://fukurubi.com/

ペンション高月

民宿

座間味村 座間味村字座間味878

098-987-2247

アイランド

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字前里317-1

0980-74-4678

にらい恩納

旅館

恩納村

恩納村字名嘉真1952-10

098-967-8437

http://www.niraionna.com/

Seaside Condominium Rana Chatan

旅館

北谷町

北谷町字伊平36

098-926-3636

https://www.rana-chatan.jp

Vacation Rental Motobu Grande

旅館

本部町

本部町浦崎286-1

090-4987-6669

N's Portside 泊

ホテル

那覇市

那覇市前島3-2-11

098-894-8571 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO EMINENCE inn MAEJIMA ホテル

那覇市

那覇市前島3-21-5

098-943-9627 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in Nahakita

那覇市

那覇市曙2-9-8

098-894-8645 https://mrkinjo.jp

イラフSUIラグジュアリーコレクションホテル

沖縄宮古

CASA FUKURUBI
テラスニーラ

ホテル
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HOTEL Mr.KINJO in SAKAEMACHI

ホテル

那覇市

那覇市字安里382

098-987-6671 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in MIHARA

ホテル

那覇市

那覇市三原1-1-19

098-894-6086 https://mrkinjo.jp

もりもりランド Play in 牧港

ホテル

浦添市

浦添市牧港2-43-17

098-917-5076 https://mrkinjo.jp

Little Island Okinawa 久茂地

ホテル

那覇市

那覇市久茂地2-20-3

098-894-3597

https://little-island-okinawa.com/kumoji/

幸せになる古宇利島の宿

旅館

今帰仁村 今帰仁村字古宇利2513-1

080-6686-0432

https://kourijimanoyado.com

島宿くくる

旅館

本部町

090-3012-0996

https://travel.rakuten.co.jp/HOTEL/158641/158641.html

HOTEL Mr.KINJO in UCHIDOMARI

ホテル

宜野湾市 宜野湾市大謝名110

098-917-2151 https://mrkinjo.jp

HOTEL・ベースビュー真栄原

ホテル

宜野湾市 宜野湾市真栄原3-13-18

0980-79-5685 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in MINAMIUEBARU

ホテル

中城村

中城村字南上原967-2

098-917-2338 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in 沖縄北インター

ホテル

沖縄市

沖縄市登川2505-4

098-923-1836 https://mrkinjo.jp

フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ

ホテル

石垣市

石垣市新川1625

0980-88-7000

ウミノヤド海風

ホテル

うるま市 うるま市与那城平安座8179-2 2F

098-988-5190

Macci Guwatti

旅館

那覇市

那覇市松尾2-8-35 2F

098-866-0291

https://www.airbnb.jp/rooms/16181946

米原ビーチステイLUANA

その他の宿泊所

石垣市

石垣市桴海644-22

080-8579-2320

https://www.yoneharabeachstayruana.com/

フェリスヴィラスイート宮古島・上野

ホテル

宮古島市 宮古島市上野宮国935-8

0980-74-7500

https://nikken-hotelmgt.co.jp/ueno/

Mr.KINJO アラハ

ホテル

北谷町

北谷町北谷1-14-2

098-923-1911 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in GRAND BLUE CHATAN ホテル

北谷町

北谷町字伊平88

098-923-2332 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in HAIBISU 喜名

ホテル

読谷村

読谷村字喜名204-2

098-923-1298 https://mrkinjo.jp

Mr.KINJO happiness resortⅠ

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字久貝626-1

0980-79-5907 https://mrkinjo.jp

Mr.KINJO happiness resortⅡ

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字久貝626-3

0980-79-5907 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO LINK in kugai 宮古島

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字久貝1058

0980-79-5685 https://mrkinjo.jp

Mr.KINJO Mighty One 宮古島

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字久貝1080-23

0980-79-5700 https://mrkinjo.jp

本部町瀬底45
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施設HP

https://www.fusaki.com

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

STAYSUP AFRO_02

その他の宿泊所

恩納村

090-1076-1030

https://www.sawarnasup.com/

ホテルガーデンヒルズ

ホテル

久米島町 久米島町字兼城10-1

098-985-2117

https://www.gardenhills.jp/

民宿 黒潮

民宿

久米島町 久米島町字謝名堂548-24

098-985-7355

民宿たつや旅館

旅館

那覇市

那覇市辻1-9-21

098-860-7422 http://tatsuya.client.jp

海のテラスよみたん都屋

ホテル

読谷村

読谷村字都屋20

098-979-8000

YYY CLUB iE RESORT

ホテル

伊江村

伊江村字東江前1965

0980-49-5011 https://ie-resort.com

恩納村字山田559-1

https://umino-terrace.com/

HOTEL Mr.KINJO 宮古島 パイナガマリゾート ホテル

宮古島市 宮古島市平良字下里356-77

0980-79-0523 https://mrkinjo.jp

Mr.KINJO MIYAKO ISLAND

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字下里535-6

0980-79-0871 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO inn MIYAKOJIMA

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字下里618-3

0980-79-7085 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO inn 下里南

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字下里1557-2

0980-79-7731 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in NISHIZATO 宮古島

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字西里407

0980-79-9775 https://mrkinjo.jp

ホテル・トリフィート宮古島リゾート

ホテル

宮古島市 宮古島市平良下里2422-1

0980-75-7700

Sunset Resort 美浜

ホテル

北谷町

北谷町字伊平29-3

098-989-7617

民泊 素泊り ペンション なか道家

民宿

宜野座村 宜野座村字漢那22

090-3794-2266

美ら海ビレッジ

その他の宿泊所

本部町

本部町字豊原253-7

0980-48-3999

https://churaumi-village.com

美ら海ビレッジ2号店

その他の宿泊所

本部町

本部町字豊原野喜屋原241

0980-48-3999

https://churaumi-village.com

その他の宿泊所

本部町

本部町字豊原野喜屋原241

0980-48-3999

https://churaumi-village.com

美ら海ビレッジ3号店

ホテル

本部町

本部町字豊原820-3

0980-48-3999

https://churaumi-village.com

美ら海ビレッジ

ホテル

本部町

本部町字豊原154-3

0980-48-3999

https://churaumi-village.com

イーフコンドミニアム久米島

ホテル

久米島町 久米島町謝名堂548-18、19

098-878-3020

シーサイドハウス ジュゴン

旅館

久米島町 久米島町字謝名堂548-16

098-985-7631

民宿はまさき荘

民宿

本部町

0980-47-2842

美ら海ビレッジ2号店

グランピング

プール＆テラス

本部町字健堅1104

22 / 27 ページ

https://torifito.jp/miyakojima/ja

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

ゆくるん家

その他の宿泊所

東村

東村字慶佐次718-159

0980-43-2555

https://slc-loghomes.com

やがじ家

その他の宿泊所

名護市

名護市済井出191

0980-43-2555

https://slc-loghomes.com

HOTEL Mr.KINJO in Rinzu SERAGAKI

ホテル

恩納村

恩納村字瀬良垣706-15

098-966-2922 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in 万座ビーチ前

ホテル

恩納村

恩納村字瀬良垣2505-1

098-966-8431 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in GUSUKU

ホテル

名護市

名護市城1-2-10

0980-43-0880 https://mrkinjo.jp

Mr.KINJO in MATABee

ホテル

名護市

名護市為又492-144

0980-43-0611 https://mrkinjo.jp

Mr.KINJO in MOTOBU

ホテル

本部町

本部町字大浜872-5

0980-43-0063 https://mrkinjo.jp

民泊 癒しの里

民宿

南城市

南城市大里字古堅150-2

ホテルデルフィーノ名護

ホテル

名護市

名護市大南1-5-14

別荘KoURi

その他の宿泊所

今帰仁村 今帰仁村字古宇利37，38-1

癒しの里

その他の宿泊所

南城市

南城市大里字古堅118

ホテル

石垣市

石垣市新川2461

0980-87-7797

Mr.KINJO beach side Kafu-shi

ホテル

石垣市

石垣市真栄里375-5

0980-87-5866 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO Suns in ISHIGAKI

ホテル

石垣市

石垣市真栄里204-13

0980-87-0658 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO GOLDEN CATS

ホテル

石垣市

石垣市浜崎町2-5-15

0980-87-5781 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO PRETTY CATS

ホテル

石垣市

石垣市浜崎町2-5-10

0980-87-5781 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO STRAY CATS

ホテル

石垣市

石垣市浜崎町2-3-20

0980-87-7187 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO GRAND CATS

ホテル

石垣市

石垣市浜崎町2-3-27・3-28

0980-87-7187 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO En石垣

ホテル

石垣市

石垣市石垣146-1他4筆

0980-87-7016 https://mrkinjo.jp

別邸 山猫

旅館

本部町

本部町字古島822

080-2554-7685

https://necoholicokinawa.wixsite.com/mysite-1

マリンロッジマレア

ホテル

宮古島市 宮古島市下地与那覇847-3

0980-76-3850

https://marea-miyako.jp/hotel-information/marine_lodge_marea/

ちちぬぅーじ

ホテル

国頭村

050-8881-8138

https://chichinuji.studio.site/

ロングステイ

ザ・ビーチテラス

ホテルアオ

石垣

国頭村字鏡地183-1
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http://resort.life.coocan.jp/
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沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

yakasoba house

民宿

宜野座村 宜野座村字松田2851-1 店舗B

098-968-7315

マリンロッジマレア クリスタルビレッジ

ホテル

宮古島市 宮古島市下地与那覇847-2

0980-76-3850

ホテル

ホテル

今帰仁村 今帰仁村古宇利2593-1、2593-7

0980-56-5670 http://palmstay.net

Villa Crystal Beach

ホテル

石垣市

石垣市川平1216-648

0980-87-0252

https://www.islandvillage-ishigakijima.com/cont10/main.html

アルモントホテル那覇県庁前

ホテル

那覇市

那覇市久茂地1-3-5

098-866-3811

https://www.almont.jp/naha/

ピースリーイン宮古島

その他の宿泊所

宮古島市 宮古島市平良字西里311（5階）

080-9240-5723

http://peace-k.jp/peace/miyako

Guesthouse OPUNTIA

旅館

石垣市

石垣市新栄町14 ANRI ビル2F・3F

はこな旅館

その他の宿泊所

竹富町

竹富町波照間1168-2

～Villa Rikyu～ 離宮

ホテル

宮古島市 宮古島市平良荷川取676-7

旅宿 里家

民宿

与那国町 与那国町字与那国3093

AMAWARI HOTEL

ホテル

うるま市 うるま市栄野比794-8

hana-Re-sort 名護

旅館

名護市

名護市稲嶺72番地

瀬底テラス

旅館

本部町

本部町字瀬底2508-3

ホテルニューセンチュリー

ホテル

沖縄市

沖縄市胡屋2-1-43

098-933-5599

https://www.hotelnewcentury.co.jp

Daily＆Weekly Condominium BLUE OCEAN ISHIGAKI

ホテル

石垣市

石垣市真栄里186ｰ13

0980-88-8010

https://www.blueocean-ishigaki.com/

KEN KEN Reto Private Villa

その他の宿泊所

本部町

本部町健堅582

050-8881-0983

https://kenken-reto.com/

SMILE ONE GUEST HOUSE OKINAWA

旅館

読谷村

読谷村字比謝矼73-3 2F

民宿

民宿

与那国町 与那国町字与那国4022-235

0980-87-2651

ヴィラかぎピカズ

ホテル

宮古島市 宮古島市平良字池間1058

0980-79-9920

ザ・ビーチリゾート瀬底byヒルトンクラブ

その他の宿泊所

本部町

本部町瀬底1081-4

0980-43-7901

ビーチサイドペンションみーばる

旅館

南城市

南城市玉城百名1346

098-948-1968

マリンハウス阿波連

民宿

渡嘉敷村 渡嘉敷村字阿波連106

パームステイ古宇利

はいどなん
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施設HP

https://marea-miyako.jp/hotel-information/marine_lodge_marea/

https://opuntia.house

0980-85-8668

http://www.hacona.net/

0980-79-7474

https://www.villa-rikyu.jp/

098-989-7617

098-987-2335

http://rest-ohama.com/
https://club.hiltongrandvacations.com/ja/resort/japan/the-beach-resort-sesoko-by-hilton-club/

https://www.aharen.com

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

chillma resort

ホテル

今帰仁村 今帰仁村運天506-1

0980-56-1516

西鉄リゾートイン那覇

ホテル

那覇市

那覇市久米2-3-13

098-869-5454

HOTEL Mr.KINJO in Miegusuku

ホテル

那覇市

那覇市西3-15-11

098-894-8966 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in Rycom 北中城

ホテル

北中城村 北中城村字島袋400

098-923-1172 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in PREMIUM TERRACE CHATAN

ホテル

北谷町

北谷町字桑江102-2

098-989-9852 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in Rinzu Rycom

ホテル

沖縄市

沖縄市与儀2-11-2

098-923-0921 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in KADENA

ホテル

嘉手納町 嘉手納町水釜6-24-1

098-923-1604 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in URUMA

ホテル

うるま市 うるま市字田場1100-1

098-923-1032 https://mrkinjo.jp

HOTEL Mr.KINJO in 石川インター

ホテル

うるま市 うるま市石川東山本町1-3-1

098-923-1355 https://mrkinjo.jp

ペンション チャービラ

民宿

座間味村 座間味村字座間味90

098-987-3737

民宿船着場

民宿

石垣市

石垣市白保2106-1

0980-86-7161

すみか

その他の宿泊所

名護市

名護市為又324-3

0980-43-9770

https://sumica-okinawa.studio.site/

宇望庵

その他の宿泊所

今帰仁村 今帰仁村字古宇利31-1

090-3075-6773

https://www.j-bee.ne.jp/~ubou/

ペンション CHIYODA

旅館

宮古島市 宮古島市上野字野原89-30

0980-76-2588

aruflat

その他の宿泊所

宮古島市 宮古島市下地字川満558-15

0980-76-3177

https://www.aruflat.com

HIDEOUT OKINAWA URUMA

ホテル

うるま市 うるま市石川東恩納1710-1

098-963-0600

https://hideoutokinawa.com/

GREEN

その他の宿泊所

今帰仁村 今帰仁村字今泊2022-1

050-1464-5003

民宿よしまる荘

民宿

与那国町 与那国町字与那国3984-3

0980-87-2658

http://www.yonaguniyds.com

シークレットハウス牧志

その他の宿泊所

那覇市

098-911-5282

http://secrethouse.jp/makishi/

アクアハウス

その他の宿泊所

大宜味村 大宜味村字宮城5-3

RuGu Glamping Resort

ホテル

宮古島市 宮古島市下地来間宮古田原156-71

0980-79-0070

https://www.rugu.co.jp

ペンション星砂

旅館

座間味村 座間味村字座間味88

098-987-2253

http://hoshizuna.sakura.ne.jp/

HOUSE

那覇市牧志1-3-11 2階、3階
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施設HP

htttps://nnr-h.com/n-inn.co.jp

https://aquahouse.jimdofree.com/

沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

ホテル

名護市

民宿あかさ

民宿

座間味村 座間味村字阿嘉138

098-987-2961

ホテル グラン アリーナ

ホテル

沖縄市

沖縄市上地２-17-1

098-983-8002 http://okigran.jp/

竹盛旅館

旅館

竹富町

竹富町字南風見仲36-5

0980-85-5357

https://www.takemori-inn.net/

ホテル

読谷村

読谷村字楚辺1315

098-956-2743

http://www.royalmhr.jp

HOTEL Mr.KINJO NISHIZAKI Ⅱ

ホテル

糸満市

糸満市西崎6ｰ3ｰ1

098-894-6832 https://mrkinjo.jp

OYAKAWA

民宿

南城市

南城市知念山里766

090-3072-0614

THIRD ISHIGAKI

ホテル

石垣市

石垣市美崎町4-7 THIRD石垣島

0980-83-6366

VILLA シーサイドスイート その他の宿泊所

本部町

本部町字瀬底3301-1-1

0980-43-0343

https://leceb.com/sesoko-villa/seaside-suite/

その他の宿泊所

本部町

本部町字瀬底3301-1-2

0980-43-0343

https://leceb.com/sesoko-villa/seaside-deluxe-suite/

LECEB SESOKO VILLA ヒルズ

その他の宿泊所

本部町

本部町字瀬底4747

0980-43-0343

https://leceb.com/sesoko-villa/hills-suite/

オキナワン

その他の宿泊所

北谷町

北谷町砂辺525

090-9782-6300 https://t-8.okinawa/

旅館

宮古島市 宮古島市平良字荷川取352-35

0980-74-2324

民宿

那覇市

098-866-5757

泉原ハウス

その他の宿泊所

今帰仁村 今帰仁村諸志1733

Residential Hotel Naha Miebashi

ホテル

那覇市

那覇市久茂地2-24-15 ビルマキシム2～5階 050-3177-2942

ベッセルホテル石垣島

ホテル

石垣市

石垣市浜崎町1-2-7

ふくぎ荘1

民宿

渡名喜村 渡名喜村2003-3

098-989-2990

ふくぎ荘2

民宿

渡名喜村 渡名喜村1845

098-989-2990

ふくぎ荘3

民宿

渡名喜村 渡名喜村1876-1

098-989-2990

うるま市 うるま市具志川3231-1

080-3410-9147

htps://beachclub.wixsite.com/smilaxkurichi

ツリーフル

ローヤル

ツリーハウス

ホテル

LECEB SESOKO
LECEB

SESOKO VILLA

シーサイドデラックススイート

スイート

ゲストハウス
観光旅館

ホーム

T-8

あったかや

柏青荘

Smilax Kurichi（スマイラックス

クリチ） その他の宿泊所

施設電話番号

名護市字源河2578

那覇市松尾2-12-7

施設HP
https://treeful.net/

https://karakara-diving.co.jp/hotel/

0980-56-1066 http://izumibaru.com/
0980-88-0101

https://www.vessel-hotel.jp/hotel/ishigaki/

エルネスト残波

旅館

読谷村

読谷村瀬名波1007-8

070-8582-6594

https://www.ernesto-zanpa.com/

アベストCUBE那覇国際通り

旅館

那覇市

那覇市牧志3-13-17 丸十ビル2、3、4階 098-861-9900

https://www.abestcube-naha.com/
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沖縄県感染防止対策認証制度 認証店一覧（宿泊業）
施設名

業態

市町村名 施設所在地

施設電話番号

施設HP

レンブラントスタイル那覇

ホテル

那覇市

那覇市西2-24-3

098-975-9110

https://rembrandt-style.com/naha-open/

Vacation House Jo

その他の宿泊所

名護市

名護市城2-15-6

090-6714-9854

https://m.facebook.com/people/Jo-vacation-House/100018913877905

CASA DUMAI OceanVilla NAKIJIN

ホテル

今帰仁村 今帰仁村今泊3009

0980-43-0710

http://casadumai.com/

Comfort plus

ホテル

北谷町

北谷町桑江95-1

098-988-5667

https://comfortplus.okinawa/

ラ・ジェント・ホテル沖縄北谷

ホテル

北谷町

北谷町美浜25-3

098-926-0210

https://lagent.jp/chatan/

海ぬ風

民宿

八重瀬町 八重瀬町字新城1019

090-9835-7269

http://uminukaji.yu-nagi.com/

民宿

久米島町 久米島町字仲泊862-53

098-985-2586

https://www.neptune-d.com/clubhouse/index.htm

宿＆喫茶アガリメージョー

その他の宿泊所

うるま市 うるま市勝連平敷屋3661

090-1710-4106

Villa Conte

ホテル

宮古島市 宮古島市下地字上地2-1

エナジック沖縄国際ユースホステル

その他の宿泊所

那覇市

那覇市奥武山町51-3

Simple Stay Makishi

旅館

那覇市

那覇市樋川2-2-2 2F、3F

シーサーの隠れ家

旅館

那覇市

那覇市壺屋1-6-23 3F、4F

Villa Ukishima

旅館

那覇市

那覇市松尾2-19-15

カフーイン勝連シートピア

旅館

クラブハウス

ネプチューン

うるま市 うるま市勝連南風原3143-96
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https://villa-conte.com/

098-857-0073

090-9691-6313

https://www.okinawa-seatopia.com/https://www.booking.com/hotel/jp/gesutohausu-katsuren-seatopia.ja.html

