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外国クルーズ船の受入数日本トップクラスを誇る那覇港
Naha Port is one of Japan’s most visited ports-of-call for foreign cruise ships

国内線に加え、国際線が15都市を結んでますます便利になった那覇空港（2018年1月31日現在）
With domestic routes and international flights to 15 cities, Naha Airport is more convenient than ever（Current as of January 31, 2018）
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温暖な気候、豊かな自然、独自の歴史と文化、
ホスピタリティあふれる人々。
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かつて東アジアの中心で輝いた小さな王国

沖縄はかつて、琉球と呼ばれていました。1429年に尚巴志
が国を統一し、琉球王国が成立します。以後450年間、琉球
は国王が統治する独立国として存立しました。東アジアの中
心に位置するという地の利を生かし、琉球民族はまわりを囲
む大海を越えて諸外国との貿易に乗り出します。そして、日
本や中国、東南アジアなどと盛んに交易を行い、貿易立国と
して栄えました。

A warm climate, beautiful nature, and unique history and culture.
People brimming with hospitality.

温暖な気候、豊かな自然、独自の歴史と文化、
ホスピタリティあふれる人々。

A small kingdom that once played a central role 
in East Asia
Okinawa was once known as the Kingdom of Ryukyu. In 1429, Sho 
Hashi unified the country and established the Ryukyu Kingdom. For 
450 years after, Ryukyu existed as an independent nation 
administered by its king. Using its favorable location in the heart of 
East Asia, the Ryukyuan people crossed the vast ocean surrounding 
them to trade with numerous foreign countries. They pursued a lively 
commerce with China, Japan and other southeast Asian countries, 
flourishing as a trading nation.

大海を駆けめぐり、
おもてなしの心を育んだ民族

琉球は外国の先進文化もしなやかに取り入れ、芸能、工芸、
食など異国情緒あふれる独自文化を開花させていきまし
た。その過程で、来訪者を丁寧にもてなすホスピタリティも
身につけました。21世紀の今も、沖縄はかつての大交易時
代から続くおもてなしの心と笑顔で、国内外から多くのお客
様をお迎えしています。

Ocean-going people imbued with the spirit of 
hospitality
 
Ryukyu flexibly incorporated the advanced culture of foreign 
countr ies,  developing a unique and cosmopol i tan cul ture 
encompassing performing arts, crafts, food and so on. In the 
process, the Ryukyuan people became gracious hosts to strangers, 
acquiring a spirit of generous hospitality. Today in the 21st century, 
the people of Okinawa have inherited the warm heart and smile of 
the Ryukuan age of commerce, welcoming increasing numbers of 
visitors from domestic and overseas.

沖縄県東京事務所ＭＩＣＥリゾート班 / OCVB 東京事務所
〒100-0006 東京都 千代田区有楽町2-10-1東京交通会館3階 
【県・東京MICEリゾート班】TEL：03-3218-3775  FAX：03-5220-9720
【OCVB東京事務所】TEL：03-5220-5311  FAX：03-5220-9720

Ok inawa  Prefec tura l  Government  M ICE  Promot ion  Team /  OCVB Tokyo  Office
3F, Tokyo Kotsu Kaikan, 2-10-1 Yuraku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0006
【Okinawa Prefectural Government MICE Promotion Team】
TEL: +81-3-3218-3775  FAX: +81-3-5220-9720
【OCVB】TEL: +81-3-5220-5311  FAX: +81-3-5220-9720

沖縄県 北京事務所
中国北京市朝阳区东三环北路3号北京幸福大厦B座619室
TEL：86-10-6466-8679  FAX：86-10-6466-6693

Okinawa Prefectural Government Beijing Office
Room 619, Tower B, Lucky Tower, No3 Dongsanhuan Beilu, Chaoyang District, Beijing 100004, 
P.R.China

沖縄県 上海事務所
上海市黄浦区漢口路398号　華盛大厦1603B室
TEL：86-21-6351-0231/2962  FAX：86-21-6350-7369

Okinawa Prefectural Government Shanghai Office
No.1603B-Hausheng Mansion, 398 Hankou Rd., Shanghai 
TEL: +86-21-6351-0231 / 2962  FAX: +86-21-6350-7369

沖縄県 香港事務所
香港北角英皇道663号 泓富產業千禧廣場12樓1211室
TEL：852-2968-1006  FAX：852-2986-1003

Okinawa Prefectural Government Hong Kong Office
Unit 1211, 12 / F, Prosperity Millennia Plaza, 663 King's Road, North Point, Hong Kong
TEL: +852-2968-1006  FAX: +852-2986-1003

沖縄県 シンガポール事務所
1 North Bridge Road, #22-09, High Street Centre, Singapore
TEL：65-10-6694-6408

Okinawa Prefectural Government Singapore Office
1 North Bridge Road, #22-09, High Street Centre, Singapore
TEL: +65-10-6694-6408

沖縄県 台北事務所 / OCVB 台北事務所
台北市（104）  中山區松江路148号4樓E室　
【沖縄県台北事務所】TEL：886-2-2521-0376  FAX：886-2-2542-7075
【OCVB台北事務所】TEL：886-2-2541-1011  FAX：886-2-2542-7075

Okinawa Prefectural Government Taipei Office / OCVB Taipei Office
Room E, 4F, No.148, Songjiang Rd, Zhongshan District, Taipei City 104, Taiwan
【Okinawa Prefectural Government Taipei Office】TEL: +886-2-2521-0376  FAX: +886-2-2542-7075
【OCVB】TEL: +886-2-2541-1011  FAX: +886-2-2542-7075

OCVB 韓国事務所
서울특별시 중구 무교로 21, 6층 (무교동, 더익스체인지서울) 
서울특별시 중구 무교동 45 더익스체인지서울　6층
TEL：82-2-318-6330(한국어・일본어)FAX：82-2-753-8751

OCVB Korea Office
The Exchange Seoul 6F, 45 Mugyo-Dong, Jung-gu, Seoul, South Korea 100-170
TEL: +82-2-318-6330  FAX: +82-2-753-8751

■　■　■　沖縄県、 一般財団法人 沖縄観光コンベンションビューロー（OCVB）  関連事業所 連絡先　■　■　■

Okinawa Prefectural Government, Okinawa Convention & Visitors Bureau  Related Offices Contact Information 

沖縄MICEサポートメニュー（開催歓迎支援） Welcome Project for Incentive Tours & Conventions沖縄MICEサポートメニュー（開催歓迎支援） Welcome Project for Incentive Tours & Conventions
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支援条件
県外：50名様以上
海外：30名様以上

※2018年度の支援条件です。※2018年度の支援条件です。

コングレスバッグの提供
Congress bags for
participants

Conditions for support
Outside the prefecture：
50 or more attendees
Overseas：30 or more attendees

支援条件
県外：50名様以上
海外：30名様以上

Conditions for support
Outside the prefecture：
50 or more attendees
Overseas：30 or more attendees

インセンティブツアー
INCENTIVE TOUR

コンベンション
CONVENTION

空港歓迎式
企業名や学会名が入った横断幕とともに空港でお出迎えいたします。

Groups are welcomed at the airport with a banner displaying the name 
of their company or academic conference name.

Airport welcoming ceremony

泡盛試飲ブースの設置、芸能派遣・アトラクション派遣
懇親会やレセプションパーティーの際に泡盛のテイスティングコーナーやプロの芸能団を派遣し、
沖縄の文化に触れるひとときを提供いたします。

※参加者100名様以上

Offering great Okinawa experience by providing Awamori (Okinawa Liquor) tasting booth, 
and/or Okinawa traditional performing arts.

Awamori Tasting booth / Artistic and cultural Attractions. *100 or more participants.

 Kingdom of Ryukyu

Shurijo Castle

シンガポール
Singapore

バンコク
Bangkok

沖縄
OKINAWA

ミス沖縄派遣
懇親会やレセプションパーティーなどでの歓迎のあいさつ、
表彰式の介添えをいたします。

Miss Okinawa offers welcome greetings at parties and receptions, 
and assists at award ceremonies.

Attendance by Miss Okinawa *100 or more participants.

※参加者100名様以上

※行程に社内イベント（表彰式、貸切パーティー、社内会議、各種
　セミナー、研修、チームビルディング等）の要素を含むもの
*An Itinerary must contain company events such as awards ceremony, 
reception party, meeting, seminar, employee training, and team building.

琉球衣装体験ブースの設置
懇親会やレセプションパーティー等の場へ琉球衣装の着付ブースを展開し、
より一層沖縄を体験いただけるようおもてなしいたします。

Ryukyu Costume Dressing Booth
Putting on colourful and traditional Ryukyu costumes during social gathering or reception party. 
It provides unique Okinawa experience and great photo opportunities.
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2017年、沖縄を訪れた観光客は939万人を突破し、イベントも年中大にぎわい。
その数は年間280件以上で、地元客も合わせて数十万人が繰り出すイベントもあるほどです。
In 2017, the number of visitors to Okinawa reached 9.3 million, enlivening the many events held throughout the year.
There were more than 280 events, some of which attracted hundreds of thousands of visitors, including local 
people.

939万人を魅了する
多彩なイベント
Various events that attract many of our 9.3 million visitors

平均気温 ＜那覇＞  the average temperature of NAHA

降 水 量 ＜那覇＞  the average rainfall of NAHA

Nakijin Gusuku Cherry Blossom Festival（Jan.） Okinawa International Orchid Show（Feb.） All Japan Triathlon Miyakojima（Apr.） Naha Dragon Boat Race（May） Ie Island Lily Festival（May）

Peaceful Love Rock Festival（Jul.）

Shurijo Castle Park Mid-autumn Celebration（Sep.）

Tour De Okinawa（Nov.）

Naha Marathon（Dec.）

Itoman Peaceful Illumination（Dec.）

今帰仁グスク桜まつり（1月） 沖縄国際洋蘭博覧会（2月） 全日本トライアスロン宮古島大会（4月）

海開き（3月）
Beginning of swimming season（Mar.）

那覇ハーリー（5月）

ツール・ド・おきなわ（11月）

海洋博公園サマーフェスティバル（7月）
Ocean Expo Park Summer Festival（Jul.）

一万人のエイサー踊り隊（8月）
The 10,000 Eisa Dance Parade（Aug.）

全島獅子舞フェスティバル（10月）
All-Okinawa Lion Dance Festival（Oct.）

Itoman Dragon Boat Race（Jun.）

Okinawa Flower Carnival（Jan.）

NAHAマラソン（12月）
いとまんピースフルイルミネーション（12月）

Shurijo Castle Festival <Ryukyu Dynasty Parade>（Nov.）
首里城祭＜琉球王朝絵巻行列＞（11月）

首里城 中秋の宴（9月）
Naha Great Tug-of-War Festival（Oct.）

那覇大綱挽まつり（10月）

ピースフルラブ・ロックフェスティバル（7月）

伊江島ゆり祭り（5月）
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沖縄花のカーニバル（1月）

気候
と服装【1～3月】

晴れると汗ばむほどだが、
ぐずつくと寒いので長袖が基
本。薄手のセーターやジャケッ
トがあればOK。桜が咲く季節
なので、感覚的には春と
いってよい。

気候
と服装【4～6月】

前半は初夏の陽気で過ご
しやすい。昼間は半袖でよい
が、夜は少し寒いこともある
ので薄手の長袖があればな
お可。後半は梅雨に入って
ジメジメが続く。

気候
と服装【7～9月】

もっとも暑い季節。とはい
え最高気温は30℃を超える
ものの、35℃を超えることはま
ずない。もちろん半袖でOK。
ただし、日差しが強烈なので
紫外線対策は必須。

気候
と服装

【10～12月】

　10月までは暑さが残って海
水浴も可能。11月に入ると秋の
ような気候になり、北風が吹い
て冷え込む日もあるので長袖
が必要。スポーツには絶好
の季節となる。
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July to September
This the hottest season. But although the 
maximum temperature may exceed 30°C, it 
never gets hotter than 35°C. Naturally you’re 
OK with short sleeves. However, the rays of 
the sun are very strong, so measures against 
ultraviolet rays are necessary.

October to December
It stays hot until October, and swimming 
in the sea is possible. From November, it 
begins to feel like autumn. The north wind 
blows and there are cold days, so you need 
long sleeves. It’s the perfect season for 
sports.

April to June
The first half feels comfortable like early 
summer. During the daytime, short 
sleeves are fine, but it gets a little cold at 
night, so a light, long-sleeved top is good. 
The second half is the rainy season, with 
many humid days.

January to March
If it’s sunny, you may sweat a little, but 
when it’s cloudy it can be cold, so you 
need long sleeves. A light sweater or jacket 
is enough. This is the season when the 
cherry blossoms, so it feels like spring.

糸満ハーレー（6月）
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一万人のエイサー踊り隊（8月）
The 10,000 Eisa Dance Parade（Aug.）



「沖縄にしてよかった」という企業からの声が多く寄せら
れていますので、いくつかご紹介します。

Many companies that have planned incentive 
tours tell us that they’re glad they chose Okinawa. 
Here we present some of the reasons.

アクティビティに挑戦したり、日常を忘れてのんびりしたり……アフターコンベンションを楽しめばオン
とオフの切り換えがうまくいきます。
Trying different activities or simply getting 
away from it all...
Enjoying some after-convention recreation 
restores the work-life balance perfectly.
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E

「招待客は本当に喜んでくれます」という声が多数
Clients often tell us, “Our guests really enjoyed themselves”

“There are so many enjoyable things to do after the meetings or training”
会議や研修の後に楽しみがいっぱい！

会議施設についてはこちら Visit us here for more information on meeting facilities      http://mice.okinawastory.jp/5 6
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Incentive feedback 

JNTO MICE Ambassador feedback
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Okinawans are used to welcoming visitors, and their 
hospitality is truly heartwarming.

Create an espri t  de corps and 
happy memories with a game that’s 
exciting even for adults
   
Using clues on a map, marshal the knowledge 
of all the members to solve the mystery and 
find the treasure. The team work as one, each 
with their own role, sharing information and 
improving their teamwork and communication 
skills. When they find the treasure, the joy and 
sense of achievement will create a lasting 
memory.

Build a bond by creating a work of 
art with white sand
   
In this program, teams of 20 to 100 people 
create sand art on a beautiful beach. Each 
group is given buckets and spades, and they 
compete to create the most pleasing work. It 
takes teamwork as well as imagination and 
concentrat ion,  and sol idar i ty  grows as 
everyone becomes engrossed in the task.

A traditional boat rowing race aims to 
improve organizational skills
   
Experience Okinawa’s traditional dragon boat 
rowing race, founded on the theory of team 
building. Learn how the boat only moves forward 
when everybody works as one. Directly feel the 
importance of cooperation towards a goal and 
working together, improving teamwork and 
organizational skills.

Enjoy a var ie ty  of  spor ts  in  a 
spacious and beautiful environment
   
Foster group cohesiveness through a wide 
range of activities on a beautiful 400 m beach. 
Enjoy dragon boat races, beach flags, beach 
soccer, treasure hunts, tug-of-war and more. 
The Governor’s Cup dragon boat race which 
takes place once a year, is an excellent 
opportunity to improve team skills.

Rely on the experts for team building in 
Okinawa
Okinawa is the most prominent location in Asia suitable 
for MICE. DMC Okinawa are experts in MICE programs, 
engaging visitors with the wonderful environment. We 
offer a wide range of team building programs using 
Okinawa’s rich MICE resources, whether it be the outlying 
islands of Ishigaki or Taketomi, the Churaumi Aquarium, 
Shuri Castle, or beautiful natural beaches and forests, 
traditional arts and more.

The natural scenery, especially the beautiful sea harmonize 
with the unique culture, making this an ideal place to relax.

Even if a convention or training is the main event, there are many 
tourist sites and activities to enjoy afterwards.

学会の会場として石垣島を選んだのは、まず大変
美しいビーチがあること、そして周辺の離島で豊か
な自然と独自の文化を体験できることが理由です。
また、新空港ができてアクセスがいっそう良くなっ
た点も高く評価させていただきました。学会会場の
ホテルのサービスも良く、国際会議が円滑に運営
できて、参加者からは非常に好評でした。
The main reason we chose Ishigaki Island as the venue for 
our academic conference is the beautiful beaches, and 

also to experience the natural environment and unique culture of the surrounding 
outlying islands. In addition, the new airport makes access even better which we 
liked. The service at the hotel where we held our conference was good, and the 
participants really appreciated the smooth running of this international conference.    
Kyushu Institute of Technology, Faculty of Computer Science and Systems 
Engineering,
Department of Computer Science and Electronics 

When we held a conference in Okinawa, the locals of 
Okinawa were very helpful right from the preparation 

stage. The powerful performance of the local Eisa dance at the social event 
created a strong impression on the participants from overseas.
Okinawa is not only a balmy resort, it’s a region with a unique culture and 
history. I’d like to hold another international conference in Okinawa.
Toyohashi University of Technology Information and Media Center
Professor Hitoshi Isahara

大人もワクワクするゲームで一体感と思い出作り

宝探し

地図を手がかりに、メンバーの知力を総動員して謎を解きながらお宝を
探します。チーム全員が心をひとつにして役割分担や情報共有をし、
チームワークとコミュニケーション能力を高める。そして発見の喜びや
達成感を得て、大きな思い出を作ることができます。

企画・運営／株式会社タカラッシュ

http://www.takarush.co.jp/

白砂にアート作品を作り上げ、絆を築き上げる

サンドアート

20～100名のチームで美しいビーチにサンドアートを作るプログラム。
グループごとに配られるスコップやバケツを駆使して作品を作り上げ、
その出来映えを競います。チームワークはもちろん、想像力や集中力も
要求され、夢中になっているうちに連帯感が高まります。

企画・運営／ホテル日航アリビラ ヨミタンリゾート沖縄

http://www.alivila.co.jp/

広くて美しい環境で楽しむバラエティ豊かな競技

ビーチオリンピック

400mも続くきれいなビーチで繰り広げられるハーリー、ビーチフラッ
グ、ビーチサッカー、宝探し、綱引きなど、多彩なアクティビティを通して
グループの結束力を養います。特にハーリーは年一回「県知事杯」レー
スを行っており、チームスキルを高めるにも絶好。

企画・運営／ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート

http://www.anaintercontinental-manza.jp/

伝統の手漕ぎ舟のレースで組織力の向上を目指す

名護ハーリー体験

チームビルディング理論に基づき、沖縄伝統の手漕ぎボートレース
「ハーリー」を体験。全員の心がひとつになって初めて舟が進むことも学
びます。ゴールに向かって協力し、力を合わせることの大切さを実感し
ていただき、チームワークと組織力の向上に貢献します。

企画・運営／名護市観光協会

http://kanko.city.nago.okinawa.jp/

沖縄でのチームビルディングの頼れるエキスパート

Treasure Hunt

Sand Art

Beach Olympics

Dragon Boat Rowing Race

DMC Okinawa
DMC沖縄

アジア有数のMICE適地沖縄。その優れた環境とお客様を結びつける
MICEプログラムのエキスパートが「DMC沖縄」です。チームビルディ
ングにおいても石垣島や竹富島などの離島、沖縄美ら海水族館、首里
城、あるいは自然に恵まれたビーチや森、伝統芸能など豊富なMICE資
源を活用したプログラムを多数提供しています。

企画・運営／DMC沖縄

http://www.dmc-okinawa.co.jp    E-mail：plan@dmc-okinawa.co.jp

Planning and Administering : TAKARUSH CORP.

Come and Nurture Nature
   
On this program, participants encounter the 
beautiful nature of Okinawa and experience the 
importance of protecting nature. A treasure hunt in 
the natural environment tickles the adventurous 
spirit, while serving as team-building training. 
Participants also get to see and touch many living 
organisms and plant coral with their own hands. 
The program is available in Japanese, English and 
Chinese.

「自然を残す」「自然を育てる」人を

宝探し + サンゴの植え付け

沖縄の美しい自然に触れ、自然を保つことの大切さを感じられるプログ
ラム。 自然を舞台にした冒険心をくすぐる「宝探し」で、チームビルディン
グ研修を行うことができるほか、多くの生物を見て触れて、自分の手で
サンゴの植え付けをすることもできます。 日本語・英語・中国語による対
応が可能です。

企画・運営／株式会社いちまりん

http://www.ichimarine.com/

Treasure Hunt and Coral Planting

Planning and Administering: Ichimarine

Planning and Administering : Hotel Nikko Alivila / Yomitan Resort Okinawa

Planning and Administering : ANA InterContinental Manza Beach Resort

Planning and Administering : Nago City Tourist Association

Planning and Administering : DMC Okinawa

招待客は大喜び！
Clients often tell us, “Our guests really enjoyed themselves”

自然と文化、歴史ロマンを秘めた島で仲間と感動体験
Exciting experiences with friends on islands rich in nature,  culture and fantastic history

こ
ん
な
に歓迎されるなんて、嬉しい

で
す
♪

以前、沖縄で会議を開催した折には、準備の段階か
ら現地の方々に丁寧に対応していただきました。懇
親会での郷土芸能エイサーの迫力ある実演は海外
からの参加者に強い印象を残したようです。
沖縄は温暖なリゾートであるだけでなく、ユニーク
な文化と歴史を持つ地域であり、また沖縄で国際
会議を開催したいと考えています。

九州工業大学
情報工学研究院
電子情報工学研究系

教授 尾知　博

豊橋技術科学大学
情報メディア
基盤センター

教授 井佐原 均

万国津梁館  Bankoku Shinryokan

世界遺産 勝連城跡
MICEユニークベニュー
Unique MICE venue at 
the World Heritage Site 
Katsuren Castle Ruins
        info@uruma-ru.jp

沖縄コンベンションセンター  Okinawa Convention Center

美しい海をはじめとする自然と独自の文化が
うまく調和していて、休養地として最高です。

会議や研修がメインであっても、アフターコンベンションに
楽しめる観光地やアクティビティがたくさんあります。

観光客の受け入れに慣れている沖縄の人たちの
ホスピタリティあふれる対応に、心が温まります。



A
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冬も温暖な沖縄で、年中アクティビティが楽しめる！

生産の現場で見て、聞いて、学んで、沖縄への理解を深める！

Sunny summers, warm winters, and a wide range of year-round activities

See, hear, experience and learn about tradition, culture, the environment, etc through factory tours
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株式会社トリム リサイクル事業本部／リサイクルの流れ見学
Trim Co., Ltd. Recycling Business Division : Watch the process of recycling

http://www.trims.co.jp/

株式会社ぬちまーす／塩工場見学
Nuchima-su Co., Ltd, : Salt factory tour

http://nutima-su.jp/

沖縄ハム総合食品株式会社／ハム工場見学
Okinawaham savoury food company : Ham and Sausage factory tour

http://okiham.co.jp/index.html

株式会社黒糖／黒糖工場見学
Okinawa Kokuto Co., Ltd : Factory tour（raw sugar chunks）

http://okinawa-kokuto.co.jp/

沖縄電力 具志川火力発電所（電気科学館）／電気とエネルギーの体験
Okinawa Electric Power Company  Gushikawa Thermoelectric Power Station（Electrical Science Museum）: Learn about electricity and energy

https://www.okiden.co.jp/livelihood/facilities/

ちんすこう本舗 新垣菓子店 玉城店／ちんすこう工場見学
Chinsuko Honpo, Arakaki Kashiten, Tamagusuku : Chinsuko factory tour

http://chinsuko.com/

首里琉染／サンゴ・紅型染体験
Shuri Ryusen : Coral and bingata dyeing experience

http://www.shuri-ryusen.com/

国立劇場 おきなわ／劇場施設見学
National Theatre Okinawa : Theatre facility tour

http://www.nt-okinawa.or.jp

オリオンビール株式会社／ビール工場見学
ORION BREWERIES, LTD.  : Brewerie tour

http://www.orionbeer.co.jp/

独自の気候風土や歴史、文化を有する沖縄では生産の現場もユニーク。そこは感性と知性を刺激する情報の宝庫です。
Okinawa is home to many unique manufacturing facilities thanks to its distinctive climate, history and culture. It’s a treasure house of information to stimulate your senses and intellect.

シーカヤッキング Sea Kayaking

NEW
HOT

ELS 施設、サービス、快適性、いずれも卓越したホテル
Hotels with exceptional facilities, services, and comfort

ホスピタリティとおもてなしの心にあふれるのが沖縄のホテルの自慢。さらに機能も快適性も時代の最先端を行き、MICEの成功に貢献します。
Okinawa’s hotels are proud of their heartfelt hospitality. With leading edge functions and comfort, they will make your MICE a complete success. 

A public service for foreign visitors provided by Okinawa Prefecture.
Tourist information, interpreter services, and disaster response are
   available by telephone.
Services for foreign visitors are available in English, Chinese,  Korean and Thai.

ゴルフ Golf カヤッキング Kayakingトレッキング Trekking

パラセーリング Parasailing サイクリング Cycling

エメラルドグリーンの海での爽快なアクティビティを、季節を問わず年中楽しめます。
With Okinawa’s warm winters, you can enjoy the outdoors year-round at emerald green. 

体験メニューについてはこちら Visit us here for more information on factory tours      http://mice.okinawastory.jp/

「多言語コンタクトセンター」とは

A public service for foreign visitors provided by Okinawa Prefecture. 
It provides tourist information, interpreter services and caring 
support for travelers in emergencies. 
Free of charge. Only phone charges apply.

Tourist Information 
Multilingual Contact Center
【Business Hour: 9：00-21：00】

About the Multilingual Contact Center

0570-077201
Phone 

●沖縄県が提供する外国人観光客専用の公共サービスです。
●観光案内や通訳サービス、災害時の対応など
　電話で行っています。
●対応言語は英語・中国語・韓国語・タイ語の4言語です。

ID：call-center-en01
ID：call-center-en02

Provided by
Okinawa Prefecture. 

ホテルアクアチッタナハ by WBF
2017年10月オープン。
国道58号沿いのシティーリゾートホテル。 
9階はクラブフロア、那覇市街を望む最上階に沖縄発のシースルー
プールやルーフトップバーを設置。
客室数：231室  

OPEN October 2017
This city resort hotel is conveniently located along route 58.
Level 9 is Club Floor. There is a see-through bottom pool and a roof-top 
bar with a stunning views of Naha city
Guest rooms: 231 https://www.hotelwbf.com/aquacitta-naha/

〒900-0016 沖縄県那覇市前島3丁目2番20号
TEL.098-866-5000
3-2-20 Maejima, Naha, Okinawa 900-0016, Japan
TEL：+81 98 866 5000

Hotel AQUA CITTA Naha by WBF

ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄
ハイアット初のビーチリゾート　2018年8月オープン予定 ！
恩納村・西海岸エリアの瀬良垣島全域に立地し、豊かな自然に囲まれた
ユニークなローケーション。海を望むテラス付きの宴会場は、ウエディ
ングからミーティング、企業パーティまで、幅広い目的に対応できます。
客室数：約340室

The First Hyatt’s beach resort is set to open August 2018!
This resort hotel covers the whole Seragaki island in the north west coast 
of Okinawa’s main island. Surrounded with an abundance of nature, a ball 
room with colourful ocean view can host a wide range of events such as 
wedding ceremony, meeting, company party.  Guest rooms: about 340 https://seragakiokinawa.regency.hyatt.com/ja/hotel/home.html

http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/japan/doubletree-by-hilton-okinawa-chatan-resort-OKADIDI/index.html

〒904-0404 国頭郡恩納村字瀬良垣1108番地
TEL.098-982-3820（開業準備室）
1108 Seragaki, Onna, Kunigami, Okinawa 904-0404, Japan
Contact：+81 98 982 3820

〒904-0115 沖縄県中頭郡北谷町字美浜43番
TEL.098-901-1188（開業準備室：ヒルトン沖縄北谷リゾート内）
43 Mihama, Chatan, Nakagami-gun, Okinawa 904-0115, Japan
TEL：+81 98 901 1188

Hyatt Regency Seragaki Island Okinawa 

ダブルツリーbyヒルトン沖縄北谷リゾート
沖縄西海岸のリゾート地に2018年6月にオープン予定 ！
客室からは北谷の海や街並みが臨め、屋外プール、各レストランなど施
設が充実。さらに隣接するヒルトン沖縄北谷リゾート内の屋内外プー
ル、各レストラン、スパ、宴会場なども利用可能。徒歩圏内にはアメリカ
ンビレッジやビーチがあり、沖縄リゾートを楽しめます。  客室数：160室

Set to open June 2018 in Okinawa’s west coast resort area.
The hotel is featured with outdoor pool, fine restaurants and an amazing ocean view from guest 
rooms. Hilton Okinawa Chatan Resort is right next door, providing the guests ultimate use of 
many leisure facilities, restaurants and ball room. Surrounded by American Village and Sunset 
Beach, this perfectly located hotel can guarantee blissful resort feel.  Guest rooms: 160

Doubletree By Hilton Okinawa Chatan Resort

グランヴィリオリゾート石垣島ヴィラガーデン
2017年10月オープン。
至極のリゾートエリアが誕生！ コテージタイプやテラス付きなど様々
なツインルームを備えます。屋外プールやレストラン、大浴場、SPAな
どのラグジュアリー施設も充実。
客室数：100室

Open April 2017
The Ultimate Resort area is born! This hotel features a variety of twin 
rooms, including cottage type and rooms with private terrace. It also offers 
outside pool, fine restaurants, spacious public bath, and sophisticated 
SPA with luxurious and tranquil surroundings.  Guest rooms: 100 https://www.grandvrio-hotelresort.com/ishigaki/villagarden/

GRANDVRIO RESORT ISHIGAKI-Jima Villa Garden

〒907-0024 沖縄県石垣市新川舟蔵2471-1
TEL.0980-84-2000  FAX.0980-84-2001
2471-1 Arakawa Funakura, Ishigaki, Okinawa 907-0024, Japan
TEL：+81 98 084 2000　FAX：+81 98 084 2001

NEW
HOTE

LS
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個性あふれる会場で、集う人々に喜びとインパクトを。
Enrapture and impress your guests at the unique venues
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アジア有数のリゾート、沖縄。その魅力が詰まった観光資源をMICEの場として活用できます。非日常的な空間が参加者に強い印象を与えます。
Okinawa is the leading resort in Asia. The compelling tourism resources can also be used as locations for MICE. These extraordinary spaces will make 
a strong impression on the participants.

食文化に秘められたるエキゾティシズムを心ゆくまで。
Enjoy the exoticism of Okinawan food culture to the full

周辺諸国との交易を通して独自文化を作り上げた琉球。食文化もそのエッセンスのひとつです。世界でもここにしかない味をお楽しみください。
Ryukyu crafted a unique culture through trade with the surrounding countries. This is amply reflected in Okinawa’s food culture. Enjoy flavors that 
can only be experienced here.

沖縄美ら海パーティー
Okinawa Churaumi Party

Number of people: 100

For 70 or more people, 
buffet only.

Theater
350 people
Buffet
180 people

沖縄の海を再現した沖縄美ら海
水族館のメインスポット「黒潮の
海」。大型魚が泳ぐその大水槽を
背景に、幻想的な雰囲気の中で開
催するパーティー。

The Kuroshio Sea tank is the main feature of 
the Okinawa Churaumi Aquarium, which 
recreates the sea of Okinawa. With huge fish 
swimming in the background, you and your 
guests can hold a party in the fantast ic 
atmosphere.

http://oki-churaumi.jp/

国頭郡本部町字石川424
TEL. 0980-48-3748
FAX. 0980-48-4444

沖縄美ら海水族館

888 Ishikawa, Motobu Town,  
Kunigami County

沖縄市知花2146番地
TEL. 098-939-2555
FAX. 098-939-2564

東南植物楽園

2146 Chibana, Okinawa City

名護市中山90
TEL. 0980-53-0280
FAX. 0980-43-0102

百年古家 大家

90 Nakayama, Nago

南城市玉城字前川202番地
TEL.098-948-4192

ガンガラーの谷

Okinawa Churaumi Aquarium Southeast Botanical Gardens

Okinawan Traditional House
“Ufuya”

Valley of Gangala   

202 Tamagusuku Maekawa, Nanjo City

ガーデンパーティー

催行人数
100名

催行人数

20～1,500名

催行人数
130名

催行人数

30～350名

70名以上は
立食対応のみ。

シアター350名
立食180名

Garden Party

Number of people: 20 to 1,500

45,000坪の敷地内では利用人数
や利用目的に合わせて、他では体
感できないガーデンパーティーを
演出。沖縄・南国ならではの植物
に囲まれ最大1 , 500名規模の
パーティーが可能。

In this 148,760m2 space, you 
can hold a garden party of 
any scale or purpose, that 
can be experienced nowhere 
else. Hold parties of up to 
1,500 people, surrounded by 
tropical Okinawan greenery.

http://www.southeast-botanical.jp

百年古家 大家
Okinawan Traditional House “Ufuya”

Number of people: 130

100年以上前に建築された旧家を移築・
修復した、歴史ある古民家を使用して
パーティーが出来る施設です。
古民家の幻想的な雰囲気の中、沖縄なら
ではのパーティーをお楽しみ頂けます。

Over 100-years old okinawan 
houses are restored and relocated 
as your banquet facility. Nostalgic, 
yet fantastic elements of these 
ancient premises make your event 
successful.

http://www.ufuya.com

ガンガラーの谷  CAVE PARTY
CAVE PARTY at Valley of Gangala

Number of people: 30 to 350

古代遺跡発掘中の天然の鍾乳洞を利用したユニークベニュー。
雨天対策のいらない自然の空間でパーティー・コンサート等開催可。
洞窟探検・ガイドツアー等のチームビルディングも実施できる。

This unique venue uses natural limestone caves, the site of ancient 
archaeological finds. You can hold parties and concerts in a natural 
space, with no worries even if it rains. You can also run team 
building with cave explorations and guided tours.

http://www.gangala.com/

Restaurants indoor

（L.O.16：00、ドリンクのみ Drinks only 17：00）
営業時間／11：00～17：00

休業日 ： Closed／毎週火曜日（祝日の場合は営業）
 ： Every Tuesday（Open if Tuesday is a holiday）
T  E  L.／098-947-3948

ランチ Lunch ： 
　　 11：30～15：00（L.O.14：00）
※ディナー営業についてはＨＰでの確認又は
　直接お問い合わせ下さい。
*Dinner is only available
 Friday, Saturday, and before
 a national holiday

テーマパーティーについてはこちら Visit us here for more information on theme parties     http://mice.okinawastory.jp/

昼  Lunch ： 11：00～17：00（L.O.16：30）
夜  Dinner ： 18：00～22：00（L.O.21：00）

百年古家 大 家 名護市Okinawan Traditional House “Ufuya” Nago
営業時間／

休 業 日／年中無休 Open 365 days a year
T  E  L.／0980-53-0280

http://www.ufuya.com Maximum capacity:
200 people

最大
収容人数
200名

健食バイキング ちゅら島 南城市Okinawa World
Buffet Restaurant “CHURA-SHIMA” Nanjo

営業時間／11：00～15：00（L.O.14：30）
休 業 日／年中無休 Open 365 days a year
T  E  L.／098-949-7421

http://www.gyokusendo.co.jp/okinawaworld

Maximum capacity:
650 people

最大
収容人数
650名

フィッシャーマンズウォーフ 読谷村Fishermans Wharf Yomitan
営業時間／ランチ Lunch ： 11：00～15：00
　　　　　　 ディナー Dinner ： 17：00～22：00
休 業 日／年中無休 Open 365 days a year
T  E  L.／098-957-3138
http://r.gnavi.co.jp/4w3gmv2f0000/ Maximum capacity:

250 people

最大
収容人数
250名

Barbecue outdoor

展望レストラン「美ら海」 恩納村Okashigoten
panorama restaurant Churaumi Onna

営業時間／11：30～18：30（L.O.18：00）

休 業 日／年中無休 Open 365 days a year
T  E  L.／098-982-3388
http://www.okashigoten.co.jp/onna-shop/ Maximum capacity:

140 people

最大
収容人数
140名

8月、9月 August and September ： 
                       11：30～19：00（L.O.18：30）

御菓子御殿
恩納店
御菓子御殿
恩納店
御菓子御殿
恩納店
御菓子御殿
恩納店

サムズアンカーイン 宜野湾店 宜野湾市SAM'S ANCHOR INN Ginowan
営業時間／17：00～24：00（L.O.23：00）
休 業 日／年中無休
　　　　　Open 365 days a year
T  E  L.／098-897-5555
http://www.sams-okinawa.jp/ancaor_inn/ Maximum capacity:

100 people

最大
収容人数
100名

レストラン PEACE 沖縄市Southeast Botanical Gardens
Restaurant PEACE Okinawa
営業時間／

T  E  L.／098-939-2555

http://www.southeast-botanical.jp/restaurant/

Maximum capacity:
120 people

最大
収容人数
120名

東南
植物楽園
東南
植物楽園
東南
植物楽園
東南
植物楽園

「星のパレットガーデン」 恩納村Hotel Moon Beach
Palette of the Stars Garden Onna

営業時間／12：00～21：00
　　　　　　（基本2時間貸切） （応相談）
（Chartering usually available for 2 hours）
（Negotiable）
休 業 日／11月～3月（その他イベント開催時）
Close from November to March
                                   And Various Ivent
T  E  L.／098-965-1020
http://www.moonbeach.co.jp/banquet/garden_party/

Maximum capacity:
200 people

最大
収容人数
200名

ホテル
ムーンビーチ
ホテル
ムーンビーチ
ホテル
ムーンビーチ
ホテル
ムーンビーチ

残波岬いこいの広場 ti-da33 〈野外BBQ〉 読谷村ti-da33
Yomitan

営業時間／
4～ 9月 April to September
　9：00～22：00（L.O.21：00）
 10～ 3月 October to March
　9：00～18：00（L.O.17：00）
休業日 ： Closed／水曜日（受付業務 年中無休）
 ： Wednesday （ Reception : Year round ）
T  E  L.／098-958-0038 http://www.ti-da33.com/

Maximum capacity:
320 people

最大
収容人数
320名

豊崎美らSUNビーチ 豊見城市
Tomigusuku

営業時間／ 4～10月 April to October
　　　　　 10：00～20：00
　　　　　  11～ 3月 November to March
                 10：00～18：00
休業日 ： Closed／BBQは年末年始お休み
T  E  L.／098-850-1143

http://churasun-beach.com/

Maximum capacity:
750 people

最大
収容人数
750名

Costa Village ESPANA 那覇市
Naha

営業時間／12：00～23：00
休業日 ： Closed／
毎週月曜日（祝日の場合は営業）
 ： Every Monday
　（Open if Monday is a holiday）
T  E  L.／098-868-8898

http://nami-espana.jp/bbq/index.html

Maximum capacity:
For over 300 people

最大
収容人数
300名以上

おきなわ
ワールド
おきなわ
ワールド
おきなわ
ワールド
おきなわ
ワールド

Herb Cafe UKON SALON 南城市
Nanjo

http://www.chojyugen.com/
Maximum capacity:

70 people

最大
収容人数
70名

昼 Lunch ： 11：00～15：00
夜 Dinner ： 17：00～23：00
　　　　　　  （L.O.22：00）

営業時間／

休業日 ： Closed／旧盆、研修日 ： Old lunar
calendar bon festival, staff training day

T  E  L.／098-884-0035
貸　切 ： Charter／
50名様以上 ： For over 50 people

琉球茶房 あしびうなぁ 那覇市Ryukyusabo Ashibiuna
Naha

http://ashibiuna.ryoji.okinawa

Maximum capacity:
70 people

最大
収容人数
70名

昼 Lunch ： 11：00～17：00
夜 Dinner ： 17：00～24：00

営業時間／

休 業 日／年中無休
               Open 365 days a year
T  E  L.／098-863-4091

琉球料理 首里天楼 那覇市Ryukyu Cuisine Sui-ten-rou
Naha

http://www.suitenrou.com/

Maximum capacity:
300 people

最大
収容人数
300名
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Okinawa Convention Center
沖縄コンベンションセンター

Okinawa Churaumi Aquarium
沖縄美ら海水族館

Bankoku Shinryokan
万国津梁館

沖縄科学技術大学院大学OIST

那覇空港

Okinawa Institute of Science and
Technology Graduate University
Okinawa Institute of Science and
Technology Graduate University
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座喜味城跡

今帰仁城跡
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首里城

園比屋武御嶽石門

玉陵

識名園
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識名園

Nakijin Castle Ruins

Katsuren Castle Ruins

Zakimi Castle Ruins

Nakagusuku Castle Ruins

Sefa-utaki

Shurijo Castle

Sonohyan-utaki Stone Gate

Tamaudun Royal Mausoleum

Shikina-en Royal Garden

Nakijin Castle Ruins

Katsuren Castle Ruins

Zakimi Castle Ruins

Nakagusuku Castle Ruins

Sefa-utaki

Shurijo Castle

Sonohyan-utaki Stone Gate

Tamaudun Royal Mausoleum

Shikina-en Royal Garden

Naha Airport

辺戸岬 Cape Hedo

喜屋武岬 平和祈念公園

サザンリンクスゴルフクラブ

おきなわワールド
   文化王国・玉泉洞

Culture Kingdom Gyokusendo
Okinawa World

Cape Kyan Peace Memorial Park

瀬長島ウミカジテラス
Umikaji Terrace Senagajima

レストランシップ モビーディック号

国立劇場おきなわ

Moby Dick Restaurant Ship

National Theatre Okinawa

壺屋やちむん通り Tsuboya Yachimun Street

体験王国むら咲むら Murasaki Mura

万座毛
Cape Manzamo

備瀬のフクギ並木
Bise- Fukugi Tree Road

古宇利オーシャンタワー
Kouri Ocean Tower

大石林山
Daisekirinzan

百年古家 大家
Okinawan Traditional House “Ufuya”

ブセナ海中公園 Busena Marine Park

アメリカンビレッジ American VillageAmerican Village

国際通り Kokusai Dori Street

イオンモール沖縄ライカム Aeon Mall Okinawa Rycom

東南植物楽園 Southerneast Botanical Garden

第一牧志公設市場
Makishi Public Market No.1

The Southern Links Golf Club

ガンガラーの谷 Valley of Gangala

Nakayukui Ichiba Onna no Eki

Kokusai Dori Street

なかゆくい市場 
おんなの駅

道の駅許田
Roadside Station, Kyoda

与那原町
Yonabaru

許田 Kyoda I.C.

西原 Nishihara I.C.

那覇 Naha I.C.

伊芸 Igei S.A.

西原JCT.  Nishihara JCT.

豊見城・名嘉地  　
Tomigusuku-Nakachi I.C.

中城 Nakagusuku S.A.

沖 縄 本 島 を 効 率 よ く 巡 る。
Get around Okinawa Island efficiently

沖縄科学技術大学院大学  OIST
Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University
国際的に卓越した科学技術に関する教育及び研究を実施する研究教育機関。
講堂は最大500人収容可能。

OIST Graduate University is an international institution for outstanding education and 
research in science and technology. It offers conference facilities with a capacity of up to 
500 people

Okinawa Island is a long, narrow island, 
125 km between its southern and northern ends. 
If you’re going by car, you’ll need the following times.

沖縄本島は南北に長く、南の端から北の先端までおよそ125kmあります。
自動車で移動する場合は下記の所要時間を参考にしてください。

万国津梁館
Bankoku Shinryokan

2000年に九州沖縄サミットが開催された、南国の豊かさを
ゆったりと満喫できるリゾート型MICE施設。少人数から中規
模の会議が開催可能。

A resort-style MICE facility was used for auspicious opening by hosting the 
world's top leaders at the 2000 Kyushu-Okinawa  Summit. It offers the 
utmost in professionalism nestled within a tropical paradise and supports 
small to medium-sized conferences comfortably.

沖縄美ら海水族館
Okinawa Churaumi Aquarium

古宇利オーシャンタワー
Kouri Ocean Tower

首里城  Shurijo Castle

大型M.I.C.E.
施設イメージ

図

Rendering of the large-scale M.I.C.E. facility
大型MICE施

設イメージ図

Rendering of the large-scale MICE facility

本島南部東海岸に、大規模MICE施設を整備します。那覇空
港から自動車等で約21分（道路整備後）の中城湾港マリンタ
ウン地区に位置し、大規模なイベントや展示会が開催できる
広さ3万㎡・天井高14ｍの展示場、4,000人のバンケットや
5,000人の会議が開催できる多目的ホール、大規模な学会
の分科会に対応できる20～30室の会議室を備えた多機能
型施設です。施設周辺には美しいビーチやマリーナなどが設
備されており、ビジネスリゾートが満喫できます。

NEW Convention & Exhibition Center is 
under construction!
This facility will be located in the south east coast of Okinawa’s 
main island. Following its construction in Nakagusuku Port 
Marine Area, it will take only 21mins from Naha airport by car and this area will be transformed into 
a new “heart” of business events in Okinawa. This facility will be one of the largest facility in Japan, 
boasting 14-metre-high ceilings and 30,000 square metre of pillarless exhibition hall. It will also offer 
a multi-purpose hall, which will accommodate 4,000pax for banquet setting and 5,000pax for theatre 
setting. The meeting area will offer another 20-30 breakout rooms, which are able to host sectional 
meetings at the same time. Surrounded by the tranquil marine port, with amazing ocean view, this 
facility will guarantee a success for events and conferences of any scale. 

大型MICE施設
整備計画中！
大型MICE施設
整備計画中！

沖縄コンベンションセンター  
Okinawa Convention Center
展示場は最大5,000名、12ある会議場は会議場によって20～500
名まで対応可能な沖縄県を代表する複合施設。

The exhibition hall can hold up to 5,000. The 12 conference 
rooms are able to accommodate from 20 to 500 participants 
depending on the room selected.

11 12

施設間の移動、
時間はどれだけかかる？

車　　で 約45分
About 45 minutes by car
車　　で 約45分
About 45 minutes by car

車　　で 約30分
About 30 minutes by car
車　　で 約30分
About 30 minutes by car

車　　で 約25分
About 25 minutes by car
車　　で 約25分
About 25 minutes by car

車　　で 約55分
About 55 minutes by car
車　　で 約55分
About 55 minutes by car

車　　で 約50分
About 50 minutes by car
車　　で 約50分
About 50 minutes by car

車　　で 約35分
About 35 minutes by car
車　　で 約35分
About 35 minutes by car

車　　で 約1時間20分
About 1 hour and 10 minutes by car
車　　で 約1時間10分
About 1 hour and 10 minutes by car

車　　で 約60分
About 60 minutes by car
車　　で 約60分
About 60 minutes by car 座喜味城跡

 Zakimi Castle Ruins

ガンガラーの谷
 Valley of Gangala

斎場御嶽 
Sefa-utaki

※イメージ図※イメージ図

10 km

2km

凡例 Legend

会議施設等

主な観光地

世界遺産

高速道路

Convention facilities, etc.

Major tour sites

World Heritage Sites

Okinawa Expressway
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