契約保養所一覧（県内）
施設名

那 覇

HOTEL StoRK

０９８－９４１－２９２０

那覇東急REIホテル

０９８－８６９－０１０９

那覇市旭町１１６－３７

ホテルルートイン那覇旭橋駅東

０９８－８６０－８３１１

那覇市泉崎１－１９－１２

東横INN那覇旭橋駅前

０９８－９５１－１０４５

那覇市久米２－１－２０

沖縄県青年会館

０９８－８６４－１７８０

那覇市久米２－１５－２３

スマイルホテル沖縄那覇

０９８－８６６－８１００

那覇市前島３－２４－１

東横INN那覇新都心おもろまち

０９８－８６３－１０４５

那覇市おもろまち１－２－２７

ホテルグランビュー沖縄

０９８－８５９－４８９０

那覇市赤嶺２－３－２

ホテルまるき

０９８－８６２－６１３５

ホテル

アクアチッタナハ

アルモントホテル

０９８－８６６－５０００

那覇おもろまち

那覇市おもろまち２－６－４０

那覇市久茂地３－２０－５
那覇市前島３－２－２０

０９８－８６０－６６１１

那覇市おもろまち４－３－８

０９８－８６８－４５１５

那覇市松山１－１４－１３

マリンウエスト那覇

０９８－８６３－００５５

那覇市西１－８－１５

ホテルユクエスタ旭橋

０９８－８６６－０６００

那覇市東町５－１９

東横INN那覇おもろまち駅前

０９８－８６２－１０４５

那覇市おもろまち１－６－６

東横INN那覇国際通り美栄橋駅

０９８－８６７－１０４５

那覇市牧志１－２０－１

ダイワロイネットホテル沖縄県庁前

０９８－８６０－１８５５

那覇市泉崎１－１１－２

ダイワロイネットホテル那覇おもろまち

０９８－８６２－４５５５

那覇市おもろまち１－１－１２

ダイワロイネットホテル那覇国際通り

０９８－８６８－９０５５

那覇市安里２－１－１

アルモントホテル

０９８－８６６－３８１１

那覇市久茂地１－３－５

ノボテル沖縄那覇

０９８－８８７－１１１１

那覇市松川４０

ホテルグランビューガーデン沖縄

０９８－８５１－２２８８

那覇県庁前

瀬長島ホテル

豊見城市豊崎３－８２

０９８－８５１－７０７７

豊見城市字瀬長１７４－５

サザンビーチホテル＆リゾート沖縄

０９８－９９２－７５００

糸満市西崎町１－６－１

ユインチホテル南城

０９８－９４７－０１１１

南城市佐敷字新里１６８８

ザ・サザンリンクスリゾートホテル

０９８－９９８－７００１

八重瀬町字玻名城６９７

０９８－９５８－５０００

読谷村字宇座１５７５

ホテル日航アリビラヨミタンリゾート沖縄

０９８－９８２－９１１１

読谷村字儀間６００

グランディスタイル沖縄読谷ホテル＆リゾート

０９８－９８７－８３００

読谷村字瀬名波５７１－１

ホテル浜比嘉島リゾート

０９８－９７７－８０８８

うるま市勝連字比嘉２０２

ココガーデンリゾートオキナワ

０９８－９６５－１０００

うるま市石川伊波５０１

AJリゾートアイランド伊計島

０９８－９８３－１２３０

うるま市与那城伊計１２８６

ザ・ビーチタワー沖縄

０９８－９２１－７７１１

北谷町字美浜８－６

ベッセルホテルカンパーナ沖縄

０９８－９２６－１１８８

北谷町字美浜９－２２

０９８－９７９－５４３３

北谷町字美浜３４－２

EMウェルネス暮らしの発酵ライフスタイルリゾート

０９８－９３５－１５００

北中城村字喜舎場１４７８

オキナワグランメールリゾート

０９８－９３１－１５００

沖縄市与儀２－８－１

YYY

０９８０－４９－５０１１

伊江村字東江前１９６５

オクマプライベートビーチ＆リゾート

０９８０－４１－２２２２

国頭村字奥間９１３

奥ヤンバルの里

０９８０－５０－４１４１

国頭村字奥１２８０－１

０９８０－４１－７９７９

国頭村安波１３０１－７

楚洲あさひの丘

０９８０－４１－８８８８

国頭村字楚洲５１７

リゾートホテル・ベル・パライソ

０９８－８６２－０９０３

今帰仁村字運天１０６９

東村村民の森・つつじエコパーク

０９８０－４３－３３００

東村字平良７６６－１

コテージC A N A C

０９８０－４７－２２３３

本部町字渡久地２８６－８

本部グリーンパークホテル

０９８０－４８－３２１１

本部町字古島４０４

ロイヤルビューホテル美ら海

０９８０－４８－３６３８

本部町字石川９３８

ゆくりなリゾート沖縄

０９８０－４８－３９０３

本部町字石川７９９－２

ペンションパパラギ王国

０９８０－４８－２４９８

本部町字新里２４０－１

ホテルゆがふいんB I S E

０９８０－４８－４３８８

本部町字備瀬１１４７－１

ホテルオリオン

０９８０－５１－７３０１

本部町備瀬１４８－１

マリンピアザオキナワ

０９８０－４８－３０００

本部町字浜元４１０

ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ

０９８０－５１－７４８８

本部町字山川１４５６

ホテルモトブリゾート

０９８０－４７－２３２１

本部町字渡久地８６１－１

美ら海オンザビーチMOTOBＵ

０９８０－４７－２２７７

本部町字崎本部２５７３－１

アラマハイナ

０９８０－５１－７８００

本部町字山川１４２１－１

ザ・ブセナテラス

０９８０－５１－１３３３

名護市喜瀬１８０８

かねひで喜瀬ビーチパレス

０９８０－５２－５１５１

名護市字喜瀬１１５－２

ホテルゆがふいんおきなわ

０９８０－５３－００３１

名護市字宮里４５３－１

沖縄サンコーストホテル

０９８０－５３－０３３０

名護市字幸喜１０８

ホテルリゾネックス名護

０９８０－５３－８０２１

名護市山入端２４７－１

レクー沖縄北谷スパ＆リゾート

CLUB

iE

RESORT

国頭村環境教育センター

北 部

那覇市牧志１－３－５５

ホテルタイラ

ロイヤルホテル沖縄残波岬（ROYAL HOTEL OKINAWA

中 部

所在地

０９８－８６２－５３０１

琉球温泉
南 部

電話番号

ホテル山の内

やんばる学びの森

海風

モトブリゾート＆スパ

コンドホテル

ZANPAMISAKI）

北 部

カヌチャリゾート

カヌチャベイホテル＆ヴィラズ

０９８０－５５－８８８０

名護市字安部１５６－２

オリエンタルホテル沖縄リゾート＆スパ

０９８０－５１－１９００

名護市喜瀬１４９０－１

ホテルデルフィーノ名護

０９８０－５１－１７１７

名護市大南１－５－１４

ホテル山田荘

０９８０－５２－２２７２

名護市大東１－９－６

ルネッサンスリゾートオキナワ

０９８－９６５－０７０７

恩納村字山田３４２５－２

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ

０９８－８６８－２１６１

恩納村字名嘉真ヤーシ原２５９１－１

OKINAWA KARIYUSHI RESORT

０９８－９６７－７５００

恩納村字名嘉真ヤーシ原２５９２－４０

コンドミニアムホテルしまんちゅクラブ

０９８－９６７－８２８１

恩納村字名嘉真２２８８－１６２

Ｂeach

０９８－９６７－７２３３

恩納村字名嘉真２３８６

みゆきハマバルリゾート

０９８－９６７－７７２２

恩納村字安富祖１３１４

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート

０９８－９６６－１２１１

恩納村字瀬良垣２２６０

シェラトン沖縄サンマリーナリゾート

０９８－９６５－２２２２

恩納村字冨着６６－１

オーシャンビューイン希望ケ丘

０９８－９８３－３３００

恩納村字名嘉真２２８８－５８０

ホテルムーンビーチ

０９８－９６５－１０２０

恩納村字前兼久１２０３

デザイナーズリゾートなかどまinn

０９８－９８２－５３３７

恩納村字前兼久２５８

リザンシーパークホテル谷茶ベイ

０９８－９６４－６６１１

恩納村字谷茶１４９６

カフーリゾートフチャク

０９８－９６４－７０００

Resorts

Hotel

HOTEL SUNSET
久米島
渡嘉敷

宮古島

八重山

EXES

ONNA

KALAKAUA

コンド・ホテル

HILL

０９８－９６５－６３１０

恩納村字冨着志利福地原２４６－１
恩納村仲泊１３２７－３

リゾートホテル久米アイランド

０９８－９８５－８００１

久米島町字真我里４１１

久米島イーフビーチホテル

０９８－９８５－７１１１

久米島町字謝名堂５４８

とかしくマリンビレッジ

０９８－９８７－２４２６

渡嘉敷村字渡嘉敷１９１９－１

ホテルニュー丸勝

０９８０－７２－９９３６

宮古島市平良字西里３０３－３

セントラルリゾート宮古島

０９８０－７３－２００２

宮古島市平良字西里２２８－１

宮古第一ホテル

０９８０－７３－５５２２

宮古島市平良字西里１９１

ペンションタカラガイ

０９８０－７３－１３３１

宮古島市平良字久貝６７０－４

ホテルブリーズベイマリーナ

０９８０－７６－３０００

宮古島市上野字宮国７８４－１

ホテルてぃだの郷

０９８０－７８－５２５２

宮古島市伊良部字長浜１６４７－３

ホテルピースアイランド宮古島

０９８０－７４－１７１７

宮古島市平良字西里３１０

ホテルライジングサン宮古島

０９８－９４３－２５５７

宮古島市平良字久貝１０６３

石垣島ホテルククル

０９８０－８２－３３８０

石垣市美崎８－１

民宿八重山荘

０９８０－８２－３２３１

石垣市大川３４

花と緑のみずほ石垣島

０９８０－８８－８８１７

石垣市大浜５２９－３

ホテルピースアイランド石垣イン八島

０９８０－８２－０６００

石垣市八島町１－１－２

０９８０－８６－８００１

石垣市宮良９２３－１

０９８０－８５－５３５７

竹富町南風見仲３６－５

OKINAWA KARIYUSHI RESORT
竹盛旅館

EXES

ISHIGAKI

