【利用条件】
①沖縄県のご住所が確認できる
本人確認書類の提示
(免許書・健康保険証等の身分証の提示)
②ワクチン接種済みまたは、PCR 等検査での
陰性結果の提示(後日の提出は認められません)
※詳しい情報は『おきなわ彩発見キャンペーン』
公式ホームページをご確認くださいませ

【レキ得プランご利用方法】
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当店でホテルの

当店にてクーポン購入

宿泊当日はクーポンを

宿泊日より

予約申し込み

宿泊料金のお支払い

持って直接ホテルへ♪

1
地域クーポンが利用可能！

希望のホテルと
宿泊日を
お伝えください♪

ワクチン接種 or
PCR 等検査確認

ﾁｪｯｸｲﾝ時に
身分証の確認が必要

※屋外または屋内プール(一部有料施設有り)／

① 沖縄逸の彩温泉
リゾートホテル

朝食付

・10 時～22 時 ビール･ハイボール飲み放題
・10 時～22 時 アイスクリーム食べ放題
・24 時間 ソフトドリンク飲み放題
・21 時～22 時 自家製ラーメン食べ放題
50 種類アルコール飲み放題
・国際通りにもアクセス良し！

沖縄県那覇市牧志 3 丁目 18-33

④琉球温泉瀬長島ホテル

② サザンビーチ
ホテル&リゾート沖縄

朝食付

・龍神の湯(壺湯・寝湯・立ち湯)が無料！

沖縄県豊見城市瀬長 174-5

朝食付

2 食付

・朝食【和洋中琉ブッフェバイキング】
・夕食【和洋中琉ブッフェバイキング】
・駐車場無料
・館内 Wi-Fi 充実
・滞在中屋外・屋内プール利用可！

沖縄県糸満市西崎町 1-6-1

グランメールリゾート

※大浴場(一部有料施設有り)

③ユインチホテル南城
・天然温泉さしきの猿人が何度でも無料！
・スポーツ施設『ペアーレ』の
全アイテム 50％OFF
・オリジナルウオータープレゼント

沖縄県南城市佐敷字新里 1688

⑥ホテル日航アリビラ

⑤オキナワ

・那覇空港が一望できる
「エアポートビュー」タイプ or
沖縄の青い海が一望できる
「オーシャンビュー」

観光施設やお土産に
ご利用頂けます

朝食付

朝食付

・朝食券 1 枚を 1000 円分の
お食事券として利用可能
・屋内プール、ドライサウナ、フィッ
トネスジム、全室無線 LAN 利用無料

沖縄県沖縄市与儀 2 丁目 8-1

・朝食【バイキング】
・駐車場無料

・レストラン＆ショップ 10％割引券付
・美術品を多数館内に展示しているので
多彩なアート作品を楽しめる！

沖縄県中頭郡読谷村字儀間 600

⑧ベッセルカンパーナ沖縄

⑦レクー沖縄北谷スパ&
朝食付
リゾート

朝食付

・朝食で自分で作るバーガーや中華粥
沖縄料理など朝食が豪華に！
・大浴場・サウナも完備！
・北谷の観光に便利！

沖縄県中頭郡北谷町美浜 34-2

⑩リザンシーパーク
ホテル谷茶ベイ

朝食付

沖縄県国頭郡恩納村谷茶 1496

沖縄県中頭郡北谷町字美浜 9 番地
22

朝食付
・朝食【和洋中バイキング】
・大浴場完備(有料)
・アトリウムプール半屋外・温水プール無料
・朝食をランチに変更可

沖縄県国頭郡恩納村字前兼久 1203

万座ビーチリゾート

リゾートオキナワ
・夕食ミールクーポン付き！
(ﾌﾞｯﾌｪ･日本料理･ﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ･炭火焼き等)
・３歳～未就学児、幼児宿泊料金無料
・お子様に人気のイルカが施設内で会える！

沖縄県国頭郡恩納村山田 3425-2

・駐車場無料・大浴場無料
2 食付
・オーシャンパーク 1 回無料
・1 日 5 室限定
⇒朝食テイクアウト BOX へ変更可
⇒夕食をルームサービスへ変更可

沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣 2260

⑰ハイアットリージェンシー
朝食付

・大浴場・サウナ完備！(有料)
・ウオータースライダー付きプール有り！
・駐車場無料
・プロジェクトマッピングショー開催
・キッズプレイエリア 24 時間滞在無料

沖縄県国頭郡恩納村字冨着 66-1

瀬良垣アイランド沖縄

2 食付

リゾートオキナワ

・夕食は大人気の本格中華飲茶三昧
100 選ｵｰﾀﾞｰﾊﾞｲｷﾝｸﾞ
・3 歳～未就学児 幼児宿泊料金無料
・自然に囲まれた非日常が楽しめる！

沖縄県うるま市石川伊波 501

⑫ホテルサンセットヒル

⑭ANA インターコンチネンタル

2 食付

⑯シェラトン沖縄
サンマリーナリゾート

・別館の最上階 12 階には屋上プール！
・北谷の観光に便利！

⑪ホテルムーンビーチ

・朝食券でランチバイキングへ変更可
・駐車場が何泊でも無料
・1 室 1 泊につきゲームコイン 30 枚付き
・エメラルドグリーンの海まで徒歩 0 分！

⑬ルネッサンス

・朝食は和洋+沖縄メニューも！
・絶景を眺める展望浴場・サウナ完備！

⑨ココガーデン

朝食付

・お部屋は 38 平米の広々空間！
・滞在中駐車場代金無料
・朝食をランチへ振替可能
・島で囲まれたプライベート空間で
リゾート空間を味わおう♡

沖縄県国頭郡恩納村瀬良垣 1108

朝食付

・全室オーシャンビュー
・コンドミニアム形式のキッチン付き
・全室 40 平米を超える和洋室タイプ
だからお子様ものびのび滞在できる

沖縄県国頭郡恩納村字仲泊 1327-3

⑮ホテルモントレ沖縄
スパ&リゾート 朝食付
・駐車場無料
・お部屋にミネラルウォーターご用意
・大浴場や屋内プール有！(有料)
・バゲージアップ／ダウンサービス

沖縄県国頭郡恩納村字冨着 1550-1

⑱ヒルトン
沖縄瀬底リゾート

朝食付

・フィットネス、屋内プール、駐車場無料
・ミネラルウォータープレゼント
・0～5 歳添い寝のお子様食事付！
・朝食をランチへ変更可能！

沖縄県国頭郡本部町瀬底 5750

⑲沖縄サンコーストホテル
2 食付

・24 時間ステイ！※要事前連絡
（ IN12 時／OUT12 時）
・駐車場代金無料
・おっぱジェラード工房引換券付き

沖縄県名護市字幸喜 108

2 食付

(稼働状況により異なる)

・平日特典(IN14 時／OUT12 時)
・駐車場無料

㉓ホテルマハイナ
朝食付

旧：オキナワマリオットリゾートアンドスパ

・ヘルスクラブ利用無料
・ﾋﾞﾃﾞｵｵﾝﾃﾞﾏﾝﾄﾞが滞在中無料
・プール、ジム無料
・駐車代金無料
・お部屋のボトルウオータープレゼント

沖縄県名護市喜瀬 1490-1

㉕ホテルゆがふいんおきなわ
朝食付

・朝食【バイキング】
・名護市の市街地に位置し、
北部観光の拠点として便利！
・ビジネスにもリゾートにも便利な
シティリゾートホテル！

沖縄県名護市字宮里 453-1

㉘ノボテルホテル沖縄那覇

ウェルネスリゾートオキナワ
2 食付 飲み放題
・系列ホテル大浴場・室内プール無料！
・添い寝(～5 歳)のお子様は朝夕食が無料
・朝食【和洋琉バイキング】
夕食【和洋琉バイキング・飲み放題付】

沖縄県国頭郡本部町山川 1456

㉖アラマハイナコンドホテル
朝食付

0

・全室 50 平米以上のオーシャンビュー！
・お部屋には電子レンジや IH コンロ付き
・大浴場・フィットネスジムあり！
・朝食は地元の食材を使った
多彩なメニューをご用意！

沖縄県国頭郡もとぶ町山川 1421-1

㉙リーガロイヤルグラン沖縄
朝食付

朝食付
・国際通りから車で 5 分
・3 階インフィニティプール無料
・駐車場無料
・レイトチェックアウト特典
11：00⇒12：00 まで滞在可能！

沖縄県那覇市松川 40 番地

・2 階からモノレール旭橋駅まで
屋根付きの通路で直結！
・12 時時レイトチェックアウト
・駐車場無料

沖縄県那覇市旭町 1-9

㉑カヌチャベイ
ホテル&ヴィラズ

朝食付

・レンタルカート 1 部屋につき 1 台無料！
・お部屋は約 50m²以上の広々空間！
・屋内・屋外プール完備！(一部有料)
・施設内にゴルフ場がある！

・夕食は和洋バイキング！

沖縄県名護市字山入端 247-1

㉒オリエンタルホテル
沖縄 リゾート＆スパ

⑳ホテルリゾネックス
名護

沖縄県名護市字安部 156-2

㉔ロイヤルビューホテル美ら海
旧：センチュリオンホテル＆ヴィンテージ

朝食付

・朝食【バイキング】
・添い寝(～5 歳)のお子様は朝食が無料
・美ら海水族館に一番近いホテル！

沖縄県国頭郡本部町字石川 938

㉗オクマプライベート
ビーチ&リゾート
朝食付
・人気のメインコテージ or パームコテージ！
・朝食をランチへ変更可！
・シーサイドサウナ滞在中無料！
・ベビーカー・ベビーベット貸出(現地予約要)

沖縄県国頭郡国頭村字奥間 913

㉚ハイアットリージェンシー
那覇沖縄
朝食付
・朝食【バイキング】
・国際通りまで徒歩 3 分の好アクセス！
・屋外プール 3 月より遊泳可能！

沖縄県那覇市牧志 3-6-20

㉛アクアセンスホテル
＆リゾート

朝食付

・4/15 グランドオープン！
・お部屋はなんと 74 ㎡～！
・朝食【中華ビュッフェ】
・屋外には様々な種類のプール完備！

沖縄県国頭郡恩納村字冨着黒崎原 86 番 1

㉞ホテルオリオン
モトブリゾート＆スパ

㉜グランディスタイル
沖縄読谷ホテル＆リゾート
・朝食をランチへ変更可！

朝食付

・屋外プール(温水)完備！
・カフェラウンジにてドリンクやおつまみ有
・駐車場無料

沖縄県中頭郡読谷村字瀬名波 571 番 1

㉟ホテルロイヤルオリオン
朝食付

・大浴場滞在中無料で利用可！
・朝食をランチへ変更可
・ミネラルウォーターご用意
・駐車場無料

沖縄県国頭郡本部町備瀬 148-1

2 食付

・駐車場無料
・アルコール or ミネラルウオーター
1 本プレゼント！
・国際通りにあるから観光に便利！

沖縄県那覇市安里 1-2-21

㉝カフーリゾート
フチャクコンドホテル

朝食付

・朝食をランチ時に 1,000 円分として
利用可能！
・屋外プール・フィットネスジム無料！
・お部屋は 55 ㎡以上確約！

沖縄県国頭郡恩納村冨着志利福地原 246-1

