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     Thankｓ 25ｔｈ Anniversary 

開業 25 周年記念したイベントの開催や宿泊プランを販売 
～テーマは“笑顔届けるロワジール”。開業記念日にはバースデーセレモニーを開催～ 

 
 

 

 

 

ロワジールホテル 那覇（所在地：沖縄県那覇市、総支配人：藤井 幸、以下当ホテル）は、2018年 2

月 2日にホテル開業 25周年を迎えます。 

 

このたび開業記念日の 2 月 2 日には、日頃ご愛顧くださっているお客様に感謝の気持ちを込めて、

当ホテル 1階ロビーにて「ロワジールバースデイセレモニー」を開催いたします。また、2月 2 日から

2 月 4 日まで当ホテル 2 階の特設会場にて「Thanks 25th Anniversary Welcome LOISIR stay」という

「お得な宿泊チケット」を販売するほか、3 月 1 日から 3 月 31 日まで、当ホテルの各レストランでは

2,000 円分お得になる「お得なグルメチケット」を販売いたします。 

 

当ホテルは、1993 年 2 月 2 日にオープンしました。空港から近く、那覇市内で唯一の源泉掛け流し天

然温泉や室内外プール、レストラン、宴会場を備え、ビジネス、観光の拠点として国内外から多くの

お客様をお迎えし、地域の皆さまに親しまれてまいりました。これからも当ホテルを訪れたお客様に

ご満足いただけるよう尽力してまいります。 

 

 



 

 

【25 周年企画 第一弾】 

                                     

 

 

■Thanks 25th Anniversary Welcome LOISIR stay（お得な宿泊チケット） 

販売期間 : 2018年 2月 2日（金） ～ 2018年 2月 4日（日） 

販売場所：ロワジールホテル 那覇 2階特設会場 

販売時間：3 日間ともに 11：00～15：00 

販売内容：宿泊チケット 

（本館デラックスツインベイビュー（2名 1室）、ご朝食券（2名様分）、ご夕食券（2 名様分）、

三重城温泉島人の湯利用券（2名様分）、駐車場無料（1 台）） 

販 売 数：限定 250組 

販売価格：25,000円（税込）⇚通常 46,000 円分 

支払方法：現金 又は クレジット 

予約受付：2018年 2月 5日（月）から予約受付 

利用期間：2018年 3月 1日（木）～2018年 12月 28日（金） ※1 日限定 10 室 

予約除外日：2018年 5月 2日（水）～5月 6日（日）、8 月 1 日（水）～8 月 18日（土） 

早期チケット：早期にお申込いただくとお得になります。 

申込期間：2018年 1月 25日(木)～1月 31 日(水) 申込受付時間 09：00～18：00 

申込特典：2,000円割引（25,000 円分⇒23,000円/税込） 

申込方法：お電話で予約（098-868-2222）。 

2 月 2 日（金）～2 月 4日（日）（11:00～15：00）にご来館されてご購入できる方に 

限ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ロワジールバースデイセレモニー 

開催日時：2018年 2月 2日（金）      

開催時間：11:00 

開催場所：ロワジールホテル 那覇 1階ロビー 

対 象 者：どなたでも自由に参加可能 

特   典：オリジナルカップケーキ、ロワジールオリジナルＴシャツを 

     先着 250名さまにプレゼント 
カップケーキイメージ 

本館デラックスツインベイビュー                   客室バルコニーからの願望 



 

■お得なグルメチケット 

販売価格：10,000円（1,000 円×12 枚綴り、税込）⇚通常 12,000 円※2,000 円お得なチケット 

販売期間：2018年 3月 1日（木）～3月 31 日（土） 

※チケット利用可能期間：2018年 4月 1日（日）～2018年 12月 27日（木） 

販売数：限定 2,000セット 

支払方法：現金 又は クレジット 

販売場所：ホテルレストラン 

          オールデイダイニグ フォンテーヌ（1 階）、琉球ダイニング 花風（2階） 

          バー プラネート（12階）、サンセットテラス パピヨン(2階) 

 

 

 

■ウエディングプラン 

25th Anniversary ～笑顔届けるロワジールウエディング～ 

販売期間：Spring(4月～6月) ※土曜日の夜および翌日が休みの日曜日の夜を除く全日 

販売価格：100名様 895,000 円（税・サービス料込） 

      30名様 354,000 円（税・サービス料込） 

プラン内容：洋食中華卓盛料理、フリードリンク 

装花（メインテーブル、ケーキ、メインキャンドル、卓上、贈呈用花束） 

挙式、カラークロス、カラーナフキン、チェアカバー 

メインキャンドル、卓上用キャンドル、入刀用ウエディングケーキ 

招待状、席札付プログラム＆メニュー表、披露宴会場（2時間 30分） 

両家控室、お支度部屋、エスコート、介添え、スクリーン、プロジェクター 

８つのプレゼント：①婚礼料理試食会 8名様プレゼント 

         ②乾杯用スパークリングワインプレゼント（ノンアルコールスパークリング可） 

         ③ノンアルコールビール フリードリンクサービス 

         ④ハイボール フリードリンクサービス 

         ⑤ゲストブックプレゼント（ご芳名帳） 

         ⑥結婚１周年記念宿泊券プレゼント 

         ⑦結婚 1 周年記念ディナープレゼント 

         ⑧200名様以上の婚礼、シャボン玉演出プレゼント 

８つの特典   ：①列席者宿泊ブライダル特別割引料金 

          ②フレッシュウエディングケーキ 25％OFF 

         ③ご親族控室オードブル 25％OFF 

         ④デザートビュッフェ 25％OFF 

         ⑤ステージ看板 25％OFF 

         ⑥ドロップ＆フライバルーン演出 25％OFF（南風テラス利用） 

         ⑦ブライダルレッスン 25％OFF 

         ⑧ドライアイス演出 25％OFF 

選べる特典   ：プロジェクションマッピング 又は ウェルカムスペースデコレーション 

 

 

オールデイダイニング フォンテーヌ料理イメージ             バー プラネートカウンター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

■株式会社ロワジール・ホテルズ沖縄 概要 

所在地    ：  〒900-0036 沖縄県那覇市西 3-2-1 

電話番号  ：  098-868-2222(代表) 

客室数    ：  640 室（ロワジールホテル 那覇 551 室《本館 437 室、イースト館（別館）114 室》  

          ロワジール スパタワー 那覇 89 室） 

飲食施設  ： 「オールデイダイニング フォンテーヌ」 「琉球ダイニング 花風」  

          「サンセットテラス パピヨン」（夏季営業） 「バー プラネート」 

その他施設 :  宴会場 9 会場、南風（ぱいかじ）テラス、三重城温泉、屋外プール、屋内クアプール 

          フィットネスジム、スパトリートメント「CHURASPA」、ブライダルサロン、ショッピングプラザ 

          コンビニエンスストア 

交通アクセス： 那覇空港から車で約 7 分。ゆいレール「旭橋駅」下車、徒歩 15 分 

URL     ： http://www.loisir-naha.com/ 

開業日    ： 1993 年 2 月（ロワジールホテル 那覇）、2009 年 7 月（ロワジール スパタワー 那覇） 

 

 

 

報道関係者からの問い合わせ 

ロワジールホテル 那覇 

レベニュー＆マーケティング部 

 TEL:098-868-2716  Mail: lnh.mkt@solarehotels.com 

 

 

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

