
 

 

 

恩納村地区 

【恩納村】 

ホテル・ムーンビーチ 

所要時間：当店まで徒歩 2 分 

 

ホテル・ムーンビーチパレス 

所要時間：当店まで徒歩 2 分 

 

ホテルモントレ・沖縄スパ＆リゾート 

国道 58 号線：所要時間 3 分 

 

カフーリゾート・フチャク・コンドミニアム 

国道 58 号線：所要時間 5 分 

 

サンマリーナホテル 

国道 58 号線：所要時間 5 分 

 

リザンシーパーク・ホテル谷茶ベイ 

国道 58 号線：所要時間 5 分 

 

ルネッサンスリゾート・オキナワ 

国道 58 号線：所要時間 5 分（混雑時 10 分） 

 

ＡＪ恩納ビルリゾートホテル 

県道 6 号線と国道 58 号線経由：所要時間 9分（混雑

時 10 分） 

 

ANA インターコンチネンタル万座ビーチリゾート 

国道 58 号線：所要時間 15 分（混雑時 20 分） 

 

ホテルみゆきビーチ 

国道 58 号線：所要時間 16 分（混雑時 20 分） 

La Casa Panacea Okinawa Resort”ラ・カーサ・パ

ナシア” 

国道 58 号線：所要時間 16 分（混雑時 20 分） 

 

オリエンタルヒルズ沖縄 

国道 58 号線：所要時間 18 分（混雑時 20 分） 

 

ジ・アッタテラス・クラブタワーズ 

国道 58 号線：所要時間 20 分（混雑時 25 分） 

 

【恩納村・希望ヶ丘】 

オーシャンビューイン希望ヶ丘 

国道 58 号線：所要時間 25 分（混雑時 30 分） 

 

ペンション・ウィークエンド 

国道 58 号線：所要時間 25 分（混雑時 30 分） 

 

ペンション・フィオーレ 

国道 58 号線：所要時間 25 分（混雑時 30 分） 

 

ペンション Starry House 

国道 58 号線：所要時間 25 分（混雑時 30 分） 

 

ペンション Vento Luce  

国道 58 号線：所要時間 25 分（混雑時 30 分） 

 

KARIN -カリン- Design Cottage 

国道 58 号線：所要時間 25 分（混雑時 30 分） 

 

【東海岸】 

カヌチャベイホテル 

国道 58 号線：所要時間 55 分（混雑時 1 時間） 

 

リブマックスアムス・カンナリゾートヴィラ 

国道 58 号線＆県道 104 号線経由：所要時間 30 分

（混雑時 35 分） 

高速利用：所要時間 25 分（混雑時 28 分） 

 

ネイチャーみらい館 

国道 58 号線＆県道 104 号線経由：所要時間 30 分

（混雑時 35 分） 

県道 329 号線経由：所要時間 32 分（混雑時 36 分） 

 

 

読谷村地区 

【読谷村】 

ホテル日航アリビラ 

県道 6 号線経由：所要時間 21 分（混雑時 25分） 

 

沖縄残波岬ロイヤルホテル 

県道 6 号線と国道 58 号線経由：所要時間 17分(混雑

時 20 分) 

 

コンドミニアム・モリマーリゾートホテル 

国道 58 号線経由：所要時間 18 分（混雑時 20 分） 

 

ローヤルホテル 

国道 58 号線経由：所要時間 15 分（混雑時 20 分） 

 

沖縄・女性専用・癒しの宿・みるく家 

県道 6 号線と国道 58 線経由：所要時間 17 分（混雑

時 20 分） 

 

 

那覇地区（那覇市内） 

【那覇市】 

リーガロイヤルグラン那覇 

主 要 ホ テ ル か ら 

ブルーリーフまでの所要時間 



 

 

58号線ルート：所要時間 54分（混雑時 1時間 10分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 43 分（混雑時 50

分） 

 

ホテルＪＡＬシティー那覇 

５８号線ルート：５５分（混雑時 1 時間 10分） 

沖縄自動車道 高速利用：４３分（混雑時 50 分） 

 

那覇クラウンプラザホテル沖縄 

５８号線ルート：所要時間 56 分（混雑時 1 時間 10

分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 44 分（混雑時 50

分） 

 

リッチモンドホテル那覇久茂地 

５８号線ルート：所要時間 50 分（混雑時 1 時間５

分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 42 分（混雑時 50

分） 

 

沖縄かりゆしアーバンリゾート那覇 

５８号線ルート：所要時間 52 分（混雑時１時間５分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 43 分（50 分） 

 

ロワジールホテルスパ＆タワー那覇 

58 号線ルート：所要時間 1 時間（混雑時 1 時間 20

分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 46 分（混雑時 55

分） 

 

 

中部地区  

【宜野湾市】 

ラグナガーデンホテル 

５８号線ルート：所要時間 40 分（混雑時 50分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 35 分（混雑時４

０分） 

 

ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス 

５８号線ルート：所要時間 36 分（混雑時 45分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 33 分（混雑時 36

分） 

 

ホテルノア 

５８号線ルート：所要時間 40 分（混雑時 45分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 35 分（混雑時 40

分） 

 

テラスリゾート 

58 号線ルート：所要時間 35 分（混雑時 40分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 32 分(混雑時 40

分) 

 

 

【北谷町】 

テラスガーデン美浜リゾート 

58 号線ルート：所要時間 30 分(混雑時 35 分) 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 35 分 

 

ビーチサイドコンドミニアム 

58 号線ルート：所要時間 30 分（混雑時 35分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 30 分(混雑時 35

分) 

 

ザ・ビーチタワー沖縄 

58 号線ルート：所要時間 30 分（混雑時 35分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 30 分（混雑時 35

分） 

 

ベッセルホテルカンパーナ沖縄 

58 号線ルート：所要時間 28 分（混雑時 32分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 28 分（混雑時 31

分） 

 

テラスガーデン美浜リゾート 

58 号線ルート：所要時間 24 分（混雑時 28分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 24 分（混雑時 28

分） 

 

ヒルトン沖縄北谷リゾート 

58 号線ルート：所要時間 28 分（混雑時 31分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 28 分（混雑時 31

分） 

 

【うるま市】 

ココガーデンリゾート沖縄 

県道 6 号線経由：所要時間 11 分（混雑時 15分） 

国道 58 号線経由：所要時間 11 分（混雑時 15 分） 

 

ホテル浜比嘉島リゾート 

県道 37 号線経由：所要時間 45 分（混雑時 50 分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 44 分（混雑時 50

分） 

 

はなりびら 

県道 10 号線経由：所要時間１時間（混雑時 1時間 10

分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 1 時間（1 時間

10 分） 

 

ＡＪリゾートアイランド伊計島 

県道 10 号線経由：所要時間 1 時間（混雑時 1 時間 5

分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間：58 分（混雑時

1 時間 3 分） 

 

【沖縄市】 

東京第一ホテル・オキナワグランメールリゾート 



 

 

県道 329 号線経由：所要時間 32 分（混雑時 40 分） 

国道 58 号線経由：所要時間 40 分（混雑時 45 分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 30 分（混雑時 35

分） 

 

ホテルニューセンチュリー 

国道 58 号線経由：所要時間 30 分（混雑時 35 分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 32 分（混雑時 35

分） 

 

サンライズ観光ホテル 

国道 58 号線経由：所要時間 30 分（混雑時 35 分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 20 分（混雑時 25

分） 

 

【北中城村】 

ＥＭウェルネスリゾート・コスタビスタ沖縄ホテル

＆スパ 

国道 58 号線経由：所要時間 35 分（混雑時 40 分） 

高速利用：所要時間 28 分（混雑時 32 分） 

 

 

北部地区 

【名護市】 

沖縄かりゆしアーバンリゾート＆スパ 

国道 58 号線：所要時間 25 分（混雑時 30 分） 

 

Spa Resort Exes “スパ・リゾート・エグゼス” 

国道 58 号線：所要時間 25 分（混雑時 30 分） 

 

Okinawa Marriott Resort & Spa”沖縄マリオットリ

ゾート＆スパ” 

国道 58 号線：所要時間 26 分（混雑時 30 分） 

高速利用：所要時間 30 分（混雑時 35 分） 

 

ザ・リッツカールトン沖縄 

国道 58 号線：所要時間 30 分（混雑時 35 分） 

 

ブセナリゾートホテル 

国道 58 号線：所要時間 25 分（混雑時 30 分） 

 

喜瀬ビーチパレス 

国道 58 号線：所要時間 25 分（混雑時 30 分） 

 

 

【本部町】 

ホテル・ルートイン名護 

国道 58 号線経由：所要時間 35 分（混雑時 40 分） 

 

ホテルマハイナウェルネス・リゾートオキナワ 

国道 58 号線＆国道 449 号線経由：所要時間 1 時間

（混雑時 1 時間 10 分） 

 

本部グリーンパークホテル 

国道 58 号線＆国道 449 号線経由：所要時間 1 時間

（混雑時 1 時間 10 分） 

 

ホテルオリオン・モトブリゾート＆スパ 

国道 58 号線＆国道 449 号線経由：所要時間 1 時間

10 分（混雑時 1 時間半） 

 

【瀬底島】 

民宿 美ら旅 

国道 58 号線＆国道 449 号線経由：所要時間 1 時間

（混雑時 1 時間 10 分） 

 

【国頭村】 

プライベートリゾート・オクマ 

国道 58 号線：所要時間 1 時間 30 分（混雑時 2 時間

00 分） 

 

【今帰仁村】 

古宇利島ゲストハウス YOSHIKA 

国道 58 号線経由：所要時間 1 時間（混雑時 1 時間

30 分） 

 

ペンション風旅館 

国道 58 号線経由：55 分（混雑時 1 時間） 

 

 

南部地区（南城・豊見城・糸満） 

【南城市】 

海坐（kaiza） 

58 号線ルート：所要時間 1 時間１８分（混雑時 1

時間 30 分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 53 分（混雑時

1 時間） 

 

【豊見城市】 

琉球温泉 瀬長島ホテル 

５８号線ルート：所要時間１時間 10 分（混雑時１

時間 28 分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 44 分（混雑時

48 分） 

 

ホテルグランビューガーデン沖縄 

58 号線ルート：所要時間 1 時間 10 分（混雑時 1 時

間 30 分） 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 44 分(混雑時

50 分) 

 

【糸満市】 

サザンビーチホテル＆リゾート沖縄 

58 号線ルート：所要時間 1 時間 13 分(混雑時 1 時

間 30 分) 

沖縄自動車道 高速利用：所要時間 48 分（混雑時

52 分） 

 


