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空港から車で 7 分！ビーチや  観光施設が近い好立地。
安心・安全で楽しい旅を全力  サポートします。 

那覇空港からロワジールホテル那覇まで車で約
７分。空港から出てすぐの「うみそらトンネル（無
料）」を利用すれば信号や渋滞を気にせずスムーズ
にアクセスできます。また国際通りや波の上うみ
そら公園、モノレール駅までも徒歩圏内。充実の
アクセスが自慢です。

那覇空港や国際通り、モノレール駅まで
スムーズにアクセス！

平和通りまで徒歩約30分（2km）

ゆいレール

チェックイン・チェックアウトを始めホテルご滞在中、館
内は学校制服・ジャージでもお過ごしいただけます。 

充実のアクセス

5 「適マーク金」取得4

観光施設への好アクセス

「那覇空港駅」から「旭橋駅」約11分
→徒歩15分、またはタクシーで約3分

国際通りやモノレール旭橋駅など主要なアクセ
スポイントから間近の観光に便利なロケーショ
ンです。

壺屋やちむん通りまで（約3.6km）
・車／タクシーをご利用の場合：約14分

D

牧志公設市場まで（約2.7km）
•車／タクシーをご利用の場合：約10分

C

波の上うみそら公園まで（約1km）
•徒歩にて海を眺めながら15分

B

首里城まで（約6km）
•車／タクシーをご利用の場合：約20分

A

B

DC

A

おすすめ
ポイント

滞在中制服着用可能

防火対象物適合表示制度
「適マーク金」を取得

ホテル１館を貸切る事により、管理しやすく安
心・快適な教育旅行をお約束します。（要相談）

ホテルロビー ツアーデスク

ホテル貸切り可能 （生徒数250名～342名 客室貸切り）
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沖縄食材をふんだんに用いたメニューと
柔軟なアレルギー対応

夕食は琉球料理を取り入れたビュッフェ
スタイルと卓盛りスタイルからお選び
いただけます。細かな成分表示や柔軟な
アレルギー対応で安心。沖縄食材をふん
だんに用いたメニューを通しておきな
わの食文化を体験いただけます。

※写真はイメージです。

夕食（沖縄リゾートビュッフェ・卓盛り）

朝食（和洋ビュッフェ）

料理
通常のシティーホテルよりも、ゆったりとしたお部屋で旅の疲れを癒し、
充実した教育旅行をサポートいたします。

●定員：3名　●広さ：18㎡～21㎡
●レギュラーベッド：縦203×横100×高さ52cm
●エキストラベッド：縦188×横90×高さ52cm
●室内備品：テレビ、冷蔵庫、セーフティボックス、
　洗浄器付トイレ、電気ケトル

カジュアルトリプル

快適装備の客室
快適な客室でゆったり

●定員：4名　●広さ：23㎡～+7㎡（ロフト部分）
●レギュラーベッド：縦203 × 横110cm　●メゾネットベッド：縦200 × 横120cm
●部屋数：8室（3階）　●定員：4名
●室内備品：テレビ、冷蔵庫、セーフティボックス、独立型バス、洗浄機付トイレ、電気ケトル

スーペリアメゾネット
フォース

客室

沖縄食材をふんだんに用いたロワジールならではのバリ
エーション豊富なメニュー（50品～60品）で一日の始まり
を応援いたします。使用している全ての食材を細かな成分
表示を行い柔軟なアレルギー対応いたします。

生徒に人気のメゾネットが2018年1月に誕生!

サンセットクルーズモビーディック号（詳細はお問い合わせください） ビュッフェ料理

卓盛り料理

※ロフト部分はハシゴのご利用となりますのでご了承くださいませ。
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ロワジールホテル那覇 イースト館

バス停駐車場

チェックインロビー

メインエントランス

チェックインロビー

フロント駐車場

エレベーターホール

非常階段

教育旅行受入概要
受入期間 通年　※設定日ベースになります。

学校条件 ①最大収容人数342名様 ※250名様以上は、客室の貸切が可能です。（要相談）
②小学校・中学校・高等学校 ※専門学校・看護学校等（18歳以上）は一般団体扱いとさせていただきます。
③基本一校一館

客室について ①客室は、3～4名の定員ベースとなります。
②部屋割りは、弊社にて行います。※階段での移動を考慮し低層階を基本とします。
③男女のフロアー分け承っております。（要相談）

館内について ①大浴場はご利用いただけません。
②バスの乗降に関しては正面玄関前となります。（一度に3台まで停車可能）

服装について 滞在中、制服・ジャージでお過ごしいただけます。
※ロワジールホテル那覇（本館）の売店をご利用の際は私服でお願いします。 

教育旅行サポートプラン
客　室

ルームキー ①ルームキーは、カードタイプとなっております。
②１部屋１枚ご用意いたします。
　※教員用にスペアキー発行可、マスターキー
　貸出不可。
③ルームキーの受け渡し方法は、基本的に事前
　部屋入れをご案内しております。
④客室のドアは自動ロックとなっております。

①洋室（ツイン＋エキストラベッド）2～4名１室
　となります。
②全室禁煙ルームとなっております。

客室内備品 テレビ・冷蔵庫（中身空）・電気ケトル・セーフティ
ボックス・洗浄器付トイレ

アメニティー 歯ブラシ・バスタオル・フェイスタオル・シャン
プー・リンス・ボディソープ・スリッパ・ドライヤー

客室内電話 内・外線ともに規制しております。

貴 重 品 客室内セーフティボックス（無料）をご利用くだ
さい。

食　事 ①食事形式　
　［夕食］和洋中バイキング・和洋中卓盛り
　※サンセットクルーズモビーディック号も
　　承っております。
　［朝食］和洋バイキング
②食事時間　
　［夕食］17:30～20:00
　［朝食］ 7:00～9:00 
　　　　　※食事時間はご相談ください。 
③夕食会場のキャンセルは、宿泊日の6か月前

までにお知らせください。キャンセルチャー
ジの対象となる場合がございます。

④最大収容人数140名の食事会場を本館にご
用意しております。

館内移動 エレベーターと階段をご利用いただけます。

荷物預かり 事前送りの荷物がございましたら、お部屋番号
を記入ください。搬入時間はチェックイン日の
14時でご指定ください。

会 議 室 班長会、室長会をご希望の際は事前にご相談く
ださい。

教員会議場所 ご用意可能です。事前にご相談ください。

保 健 室 別料金で客室をご用意いたします。事前にご相談
ください。

施設案内
建築構造 鉄筋コンクリート　地上12階

館内施設 １階／フロント
２階／三重城温泉 海人の湯（大浴場）
３階～6階／客室　
※ロワジールホテル那覇イーストは6階まで、
　7階以上はロワジールスパタワー那覇の客
　室です。

エレベーター 2基（定員15名／最大積載重量1000㎏）
地震感知機能付

防火対策 ①消火設備／スプリンクラー・消火器・補助消火栓
②非常設備／非常灯・懐中電灯（全室）
③警報設備／館内非常放送設備・自動火災報知器
　※防火優良認定証あり

非 常 口 各フロアー2箇所
※避難場所はホテル屋外駐車場となっております。

教育旅行受け入れガイド
フロアマップ

461

489
488

487
486 485 484 483 482 481 480 479 478

477
476

462
463 464 465 466 467 468 469 470 471

472
473

474
475

エレベーターホール

非常階段

561

589
588

587
586 585 584 583 582 581 580 579 578

577
576

562
563 564 565 566 567 568 569 570 571

572
573

574
575

エレベーターホール

非常階段

661

689
688

687
686 685 684 683 682 681 680 679 678

677
676

662
663 664 665 666 667 668 669 670 671

672
673

674
675

エレベーターホール

非常階段

イースト館

ロワジールホテル那覇
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防火対象物適合表示制度
「適マーク金」を取得
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修学旅行メニュー

夕食Aプラン 和洋中円卓

細かな成分表示や柔軟なアレルギー対応で安心です。

●グリルチキンのロースト
　ポテト添え振り掛け野菜の四川ソース
●白身魚のグラタン　地中海野菜を添えて
●特選牛のグリエ　BBQソース
●豚軟骨のトロトロ煮
●白米（おかわり有り　1名最大3膳目安）
●もずく汁
●パッションムース
●パイナップルジュース

夕食Bプラン 和洋中バイキング

＜冷製料理＞
●葉サラダ　●紅芋のサラダ　●ポテトサラダ

＜温製料理＞
●本日のスープ　●カレー　●白米
●白身魚のトマトソース軽いグラチネ
●グリルチキン　ゴーヤ入り振り掛け野菜
●マカロニパスタのグラタン
●ミートボール　●ポテトフライ　●若鶏のから揚げ
●沖縄風炊き込みご飯　●沖縄味噌汁
●海老ギョーザ　●シューマイ

●デザート盛り合わせ　●ウーロン茶、オレンジジュース

＜和食＞
●合肴（納豆）　●卵料理（アーサイリダシマキ卵）
●和え物×3種（彩り野菜の和え物、もずく春雨、ス
モークチキンのマリネ）　●日替わり焼魚（鮭、ブリ
照り焼き）　●煮物（野菜の煮しめ）　●丼（豚丼）
●琉球料理（クーブイリチー、人参シリシリー）
●付け合せ（ピリ辛コンニャク）　●ご飯×2種（白
米、お粥）　●付合せ×5種（梅干、鮭フレーク、しそ
昆布、もずくのり・あんだんすー）　●日替わり味噌
汁（赤味噌、白味噌、合わせ味噌）　●止椀（わかめ、
巻き麩、葱）●香物×3種（白菜の漬物、ウッチン大
根、アジ南蛮又は、アーサとパパイヤのツナ和え）
●デザート（わらびもち）　●日替わりパンケー
キ（月桃パンケーキ、黒糖パンケーキ）　●お茶（ほ
うじ茶）

＜洋食＞
●温製料理（ポークウィンナー、ベーコン、ポークランチョンミート野菜添え、モズクチキアギー、アーサチキアギー）　●蒸し物（ミニ肉まん）
●卵料理（スクランブルエッグ）　●日替わりチャンプルー（豆腐チャンプルー、ゴーヤチャンプルー）　●麺料理（沖縄風焼きそば）　●日替
わりポテト（ハッシュドポテト、シューストリング）　●カレー（ひき肉カレー）　●サラダ×5種（グリーンサラダ、キャベツ、きざみおくら、ポテト、コ
ーン）　●ドレッシング×3種（和風、フレンチ、サウザン）　●フルーツカクテル　●みかん　●ヨーグルト　●トッピングソース×3種
（シークヮーサーソース、　ブルーベリーソース、ストロベリーソース）　●フルーツ×4種（季節のフルーツ4品）　●ジャム×3種（紅芋シークヮ
ーサー、タンカン、ストロベリー）　●シリアル×4種（コーンフレーク（ノンシュガー／砂糖入り）、フルーツグラノーラ、トッピンチョコ等1日4種類）
●パン×6種（毎日5種　クロワッサン、バターロール、うっちん、ドラゴンフルーツ、紅芋　日替わりで1種類　メイプル、スイート）　●ジュース×
8種（牛乳、オレンジ、アセロラマイルド、パインシークヮーサー、アイスコーヒー、ペプシネックス、ウーロン茶、さんぴん茶）　●珈琲、紅茶

朝食バイキング

※季節や仕入れ状況によりメニュー及び品数に変動あり



修学旅行メニュー

細かな成分表示や柔軟なアレルギー対応で安心です。

●グリルチキンのロースト
　ポテト添え振り掛け野菜の四川ソース
●白身魚のグラタン　地中海野菜を添えて
●特選牛のグリエ　BBQソース
●豚軟骨のトロトロ煮
●白米（おかわり有り　1名最大3膳目安）
●もずく汁
●パッションムース
●パイナップルジュース

＜冷製料理＞
●葉サラダ　●紅芋のサラダ　●ポテトサラダ

＜温製料理＞
●本日のスープ　●カレー　●白米
●白身魚のトマトソース軽いグラチネ
●グリルチキン　ゴーヤ入り振り掛け野菜
●マカロニパスタのグラタン
●ミートボール　●ポテトフライ　●若鶏のから揚げ
●沖縄風炊き込みご飯　●沖縄味噌汁
●海老ギョーザ　●シューマイ

●デザート盛り合わせ　●ウーロン茶、オレンジジュース

＜和食＞
●合肴（納豆）　●日替わり焼魚

（鮭の塩焼き、鯖の塩焼き）　●琉球
料理（人参シリシリー）　●麺料理

（沖縄風焼きそば又はミートパスタ）

●ご飯×2種（白米、お粥）　●付合
せ×3種（梅干、鮭フレーク、しそ昆布）

●味噌汁（合わせ味噌）　●止椀
（わかめ・なめこ・葱）　●香物／和
え物（白菜シークヮーサー漬、大根の
ウッチン漬け、ゴーヤ入りアジ南蛮、彩

り野菜など1日2種類）　●お茶（ほう
じ茶）

＜洋食＞
●日替わり温製料理（厚切りベーコン、ポークウィンナー）　●卵料理（スクランブルエッグ）　●サラダ（キャベツ、レッドキャベツ　日替わ
り　海藻、ポテト、水菜、コーン1日1種）　●ドレッシング×2種（和風、サウザン）　●フルーツカクテル　●ヨーグルト　●ジャム

（シークヮーサー、ストロベリー、ブルーベリー）

●シリアル×3種（コーンフレーク（ノンシュガー／砂糖入り）、フルーツグラノーラ、トッピンチョコ等1日3種類）　●パン5種 毎日5種（クロ
ワッサン・バターロール・食パン・メープルツイスト・紅芋）　●ジュース×4種（牛乳、オレンジ、シークヮーサー、さんぴん茶）　●珈琲、紅茶

※季節や仕入れ状況によりメニュー及び品数に変動あり

夕食Aプラン 和洋中円卓 夕食Bプラン 和洋中バイキング

朝食バイキング


