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感動的な景観と
豊かな自然に包まれた
やんばるエリア
沖縄本島北部に属する“やんばる”エリアは、

海や森、川辺などの亜熱帯の生態系を体感できる豊かな自然や壮大な景観、

歴史を学ぶのに最適な世界遺産などが点在しています。

やんばるエリア・名護市の東海岸にあるカヌチャリゾートは、

那覇空港から最短距離で約80分。

沖縄の風景を車窓に感じながら、

美しいやんばるの地へお越しいただけます。

許田IC

那覇IC

宜野座IC

豊見城・名嘉地IC

那覇空港

カヌチャリゾート周辺マップ

道の駅許田
やんばる物産センター21

カヌチャから約25分／約18.0km
住所／名護市字許田１７-１
定休日／無休
電話／0980-54-0880

美ら島自然学校17
カヌチャから約8分／約4.8km

住所／名護市字嘉陽４１
定休日／月曜日（祝日の場合は火曜日）、年末年始
電話／0980-55-9045

今帰仁の駅そ～れ20
カヌチャから約40分／約26.7km

住所／今帰仁村字玉城１５７
定休日／月曜日
電話／0980-56-4940

道の駅おおぎみ19
カヌチャから約38分／約26.1km

住所／大宜味村字根路銘１３７３
定休日／無休
電話／0980-44-3048

やんばる野生生物保護センター
ウフギー自然館16

カヌチャから約49分／約35.3km
住所／国頭村字比地２６３-１
定休日／月曜日、祝日（5/4、5/5を除く）、6/23、年末年始
電話／0980-50-1025

道の駅ゆいゆい国頭18
カヌチャから約47分／約34.4km

住所／国頭村字奥間１６０５
定休日／無休
電話／0980-41-5555

比地大滝12
カヌチャから約53分／約36.9km

住所／国頭村字比地７８１-1
定休日／無休
電話／0980-41-3636

GODAC（国際海洋
環境情報センター） 

15
カヌチャから約18分／約12.9km

住所／名護市字豊原２２４-３
定休日／月曜日、祝日、年末年始
電話／0980-50-0111

豚我小谷 アグー村13
カヌチャから約15分／約8.4km

住所／名護市字大川69
定休日／月曜日
電話／0980-55-8822

東村村民の森
つつじエコパーク14

カヌチャから約30分／約21.0km
住所／東村字平良７６６-１
定休日／無休
電話／0980-43-3300

慶佐次湾のヒルギ林11
カヌチャから約22分／約15.8km

住所／東村字慶佐次54-1（東村ふれあいヒルギ公園）
定休日／無休
電話／0980-51-2433

今帰仁城跡10
カヌチャから約49分／約35.5km

住所／今帰仁村字今泊５１０１
定休日／無休
電話／0980-56-4400

住所／名護市字大浦465-7
定休日／無休
電話／０９８０-５１-９４４６

カヌチャから約9分／約6.4km

わんさか大浦パーク4

マングローブ林や
干潟の生物を間近で観察

住所／東村字慶佐次８２
定休日／元日、1/2
電話／0980-43-2571

カヌチャから約22分／約15.7km

やんばる自然塾3

大自然に向き合い
生物の目線で学ぶ

住所／国頭村字安波１３０１-７
定休日／無休（レストランは時期により異なる）
電話／0980-41-7979

カヌチャから約64分／約48.7km

やんばる学びの森2

やんばるの森に棲む
植物と生き物を観察

住所／国頭村字宜名真１２４１
定休日／無休
電話／0980-41-8117

カヌチャから約72分／約53.6km

大石林山1

２億５千万年かけて創られた
世界最北端の熱帯カルスト

人気
No.1

人気
No.3

人気
No.2

カヌチャリゾート周辺おすすめスポット

東村文化・
スポーツ記念館7

カヌチャから約29分／約20.5km
住所／東村字平良861-28
定休日／水曜日
電話／0980-43-2500

ヤンバルクイナ
生態展示学習施設8

カヌチャから約71分／約53.6km
住所／国頭村字安田１４７７-３５
定休日／水曜日（水曜が祝日の場合は木曜日）
電話／0980-41-7788

山と水の生活博物館9
カヌチャから約31分／約22.1km

住所／東村字川田61-1
定休日／月曜日（祝日の場合は翌日も休館）、祝日、6/23、年末年始
電話／0980-51-2828

住所／名護市字世冨慶1084
定休日／無休
電話／0980-55-8118

カヌチャから約17分／約11.9km

どきどきヤンバルンチャー6

亜熱帯の森の中を
バギーで駆け抜ける！

住所／ツアーにより異なる（国頭村内）
定休日／無休
電話／0980-41-2420（国頭村観光協会）

カヌチャから約54分／約37.5km

国頭村森林セラピー5

自然の恩恵を五感で感じて
心も体もリラックス

…学ぶ
…見る

…食べる
…買う
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体験学習プログラム
マリンメニュー

マリンD（スノーケリング＋バナナボート）

マリンC（スノーケリング＋バナナボート＋オーシャンカヤック）

マリンE（バナナボート＋スーパーマーブル＋オーシャンカヤック）

メニュー内容一例

【オーシャンカヤック】
開催場所：カヌチャビーチ

所要時間：約30分（説明10分・体験20分）

乗員数：1艇/2名

人気
No.1

人気
No.2

人気
No.3

アオサンゴも息づくやんばるの豊かな海で、体験ダイビング、シュノーケリングなど

マリンアクティビティをご体験いただけます。

カヌチャ周辺の体験メニュー

ゴルフ体験学習
ルール•マナー・エチケットやプレー方式•スタイルなどの座学
と実際にコースに出てのショットレッスンなど、ゴルフを通して
社会人のルールやマナ一を学びます。

伝統芸能鑑賞
沖縄独特の伝統芸能を間近でご鑑賞いただけます。
※ご覧いただける人数、開催場所および時期による制限あり。

自然豊かな大浦川マングローブ・
大浦湾シーカヤック体験
名護市指定天然記念物であるマングローブと大浦
湾をシーカヤックに乗ってゆったりと観察。マングロ
ーブの生態と大浦湾の生物について学ぶことがで
きます。

［場所］…わんさか大浦パ一ク（カヌチャより車で9分）
［服装・持ち物］…濡れてもよい服装、履物、着替え、タオル
［備考］…干潮時はマングローブ観察は中止となります。
　　　　悪天候時は催行自体が中止となります。

［期間］…通年
［所要時間］…約120分
［人数］…2名～40名

GODAC（国際海洋環境情報
センター）見学
貴重な深海映像や研究資料を
展示した海洋科学技術の理解
増進のための施設見学。

［場所］…名護市（カヌチャリゾートより車で18分）
［服装・持ち物］…指定なし

［期間］…通年（月曜日・祝日・年末年始は休館）
［人数］…応相談
　　　　※10名以上の場合、1ヵ月前までに 要予約

※体験メニューの料金について詳しくはお問い合わせください。　※内容は予告なく変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

［受け入れ期間］…4月～11月の平日（土・日・祝除く）
［所要時間］…約120～150分（14時30分以降）
［人数］…1組（4名）～5組（20名）
［体験内容］…座学＋レッスン＋体験ラウンド
［服装・持ち物］…運動ができる服装、運動靴、帽子
　　　　　　　※日焼け対策は各人にてご用意ください
［注意事項］…レッスン・ラウンド用のクラブやボールはゴル
　　　　　　フ場でご用意いたします。

型面シーサーコース

［期間］…通年　［所要時間］…120分
［人数］…40名
［含まれる料金］…材料費
※乾燥、窯焼きを経るため、発送まで
2~3 ヵ月かかります。送料は別途。

約80名の生徒が同時に体験可能です。その他、時期やご利用人数に応じてご提案できるメニューがある場合がございますのでご相談ください。
また、80名以上でのご利用の際は会場の確保が必要となるため、受け入れについてもご相談させていただきます。
会場が確保できない場合には、受け入れをお断りすることもございます。あらかじめご了承ください。

型出しの型面シーサーに
“表情”をプラスするコース。
表情の作り込みに時間を
かけられるので、個性豊か
なシーサーが作れます。

ジェルキャンドル作り体験

［期間］…通年　［所要時間］…60分
［人数］…40名
［含まれる料金］…材料費
※作品は翌日お渡しとなります。

透明なジェルキャンドルの
中に、色とりどりの砂とガ
ラスで出来た小さなビー
チ作りをお楽しみいただけ
ます。

アクセサリー作り体験

［期間］…通年　［所要時間］…60分
［人数］…40名
［含まれる料金］…材料費
※当日お持ち帰りいただけます。

南国ならではの貝殻やサ
ンゴ、ココナッツなどからで
きた色とりどりのビーズを合
わせて、オンリーワンのアク
セサリーを手作りできます。

スイッチングオンセレモニー
カヌチャリゾートが誇る冬の祭典。約80万坪
に及ぶ広大な敷地を100万の星々が包み込
むイルミネーションイベント。期間中は、ゲスト自
身でイルミネーションの点灯ができる「スイッチ
ングオンセレモニー」がお楽しみいただけます。

メッセージタイムカプセル
大切な思いを込めたメッセージや
写真、思い出の品などをカプセル
に。5年間大切にお預かりし、5年
後の12月にクリスマスプレゼント
としてお返しします。

ファンタジアホログラス
イルミネーションのまばゆい光が、
ハートの形などに変化する特製メ
ガネ。星・音符・ハート・花・スマイ
ルマークの5種類をご用意してお
ります。

スターダストファンタジア
［期間］11月～翌2月予定

沖縄県内最大級のイルミネーション
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お食事
沖縄の食材を用いた本格的な和食と洋食をご用意いたします。

地元ならではの新鮮で美味しいお料理をお楽しみください。

「地産地消」の考えに基づき、地元食材をふんだんに使用した和食・洋食より

お食事会場に応じたメニューをご提案いたします。

また、アレルギー食にも対応しており、個別のご要望に応じたメニュ一をご提案することが可能です。

ご滞在中は沖縄旅行の思い出に残るお食事をお楽しみいただけます。

※写真はイメージです

【夕食／和定食一例】

【夕食／洋卓盛一例】

レインフォレスト（洋食）

■レイアウト一例

カラヤホール（和食）

■レイアウト一例

※食材の仕入れ状況や季節によってメニュー内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。

ご朝食
対応可能時間 6:30～

御飯・味噌汁
出し巻き玉子
焼き魚（鮭）
煮物

小鉢
さつまあげ
漬物（広島菜・たくあん・梅干し）

【和定食】

【洋食ブッフェ】

※会場［レインフォレスト］へは、クラス単位で時間差を設けて
　ご入場ください。

サラダ

温製

フレーク

デザート

パン

スープ

グリーンサラダ、ポテトサラダ、海藻サラダ、
サラダスパ トマト（ペンネ）など
7種（ソーセージ、スクランブルエッグ、
ポークピラフ、ミートボールと彩り野菜など）
3種（チョコフレーク、コーンフレーク、
フルーツグラノーラ）
ヨーグルト、カクテルフルーツ、黒糖わらびもち、
シュガードーナッツ
クロワッサン、パンケーキ、ロールパン、
チーズパン、パンオレザンなど
本日のスープ
御飯、梅干、漬物

ご夕食
対応可能時間 18:00～

先付（もずく、きゅうり、ホタテ）
国産牛鉄板焼き シークァーサーポン酢
近海魚とエビフライ 生野菜添え タルタルソース
ゴーヤーチャンプルー
漬物（広島菜、塩こぶ、きゅうり、大根、シソ）
御飯、味噌汁
デザート（果物）
※御飯はお代わり自由です。

【和定食】【カレー】

【洋卓盛】
色々野菜のキッシュ
シーザーサラダ カリカリベーコンとクルトン添え
サラダチキン 特製マヨネーズソース
完熟トマトと野菜の具だくさんミネストローネスープ
海幸とペンネのまろやかクリームソースグラタン
ハンバーグステーキ 和風キノコソース
御飯
デザート（ロールケーキ）
※御飯はお代わり自由です。

修学旅行ご利用のお部屋
■スタンダードツイン（2～4名定員） ■エグゼクティブツイン（2～4名定員）■デラックスツイン（2～6名定員）

■ノースウィング棟フロア図

1階

2階

3階

4階
5階

ご利用不可 ご利用不可

ノースウィング棟 収容人数 提供客室数

［客室面積］

51.84㎡
［バルコニー面積］

25.92㎡

■スタンダードツイン（2～4名定員）

アゼリアスイート 収容人数 提供客室数

［客室面積］

52.74㎡
［バルコニー面積］

11.61㎡

［客室面積］

64.80㎡
［バルコニー面積］

32.40㎡

［客室面積］

64.80㎡
［バルコニー面積］

32.40㎡

［ベッドサイズ］
（N-3棟 1,2F）ホームベッド：140×200cm（2）／スタッキング
ベッド：120×188cm（2）

［ベッドサイズ］
（N-1.2棟 1F）ホームベッド：140×200cm（2）／スタッキング
ベッド：120×188cm（2）／デイベッド：120×200cm（2）

［ベッドサイズ］
（N-1.2棟 2F）ホームベッド：140×200cm（2）／デイベッド：
120×200cm（2）

［その他］
テーブルセット

［その他］
テーブルセット

［その他］
テーブルセット

［ベッドサイズ］
天蓋付きベッド：120×200cm（2）
デイベッド：100×200cm（2）

［その他］
テーブルセット

※上記室数は基本設定室数になります。各年度ごとに変更になる場合がございます。

各部屋
共通情報

●アメニティ・備品 ナイトウェア、スリッパ、ドライヤー、タオル（ハンド・フェイス・バス）、

シャンプー、コンディショナー、ボディソープ、歯ブラシセット、石鹸、

湯のみ、グラス、ティーバッグ、レディースセット（コットン・綿棒）

※記載備品は取り外し可

●冷暖房

●室内電話

●テレピ

●冷蔵庫

●インターネット

各客室での冷房·暖房温度調整が可能

内線カット不可　外線カット可

あり　有料放送なし

あり　ロック不可　中身を全て抜き出し、空でのセットとなります

全室無線LAN（Wi-Fi）あり

お食事会場はカラヤホールとレインフォレストに分かれます。会場については要相談となります。

ご昼食
対応可能時間 11:30～

①チキンカレー
　…1,100 円（税込）
②ビーフカレー
　…1,320 円（税込）

※プラス330円（税込）でサラダをお付けできます。
※御飯はおひつでのご提供となります。
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客室概要お食事

洋食ブッフェは
※1ヵ月前までにアレルギー情報をご連絡ください。

重度の



ホテル概要
カヌチャリゾート
（カヌチャベイホテル＆ヴィラズ/カヌチャゴルフコース）

〒905-2263 沖縄県名護市字安部156-2

0980-55-8880/0980-55-8693

https://www.kanucha.Jp

ホテル名

所在地

TEL/FAX（代表）

WEB

ご利用条件
中学生以上の修学旅行

1校1館対応･･･200名以上の学校に限り対応可能です。
2校1館対応･･･1校目200名未満の場合、2校目160名以下、1校目160名未満の場合、2校目200名以下と制限させていただきます。
ただし男子校と女子校の2校1館対応はご利用人数に関わらず、お受けしておりません。
※広い敷地の中に宿泊棟が点在しておりますので、2校1館対応の場合には棟を離した形でのお部屋割が可能です。

①対象

②受け入れ対応

修学旅行でご利用いただく宿泊棟は、「ノースウィング棟」「アゼリア棟」となります。
棟については基本的にノースウイングからの使用となります。（稼働状況により変更になる場合もございます）
アゼリア棟は220名を超える場合に使用し、ノースウィングが基本の宿泊棟となります。
原則として生徒は定員毎のお部屋割となります。また客室タイプ・フロアはご指定いただけません。
ベッドに関しては、すべてが正ベッドではございません。
滞在中は、生徒がご宿泊されるお部屋につきましては、エコ清掃（タオル交換、簡単なベッドメイキング、歯ブラシの補充、ゴミ箱内のゴミ回収）にて
ご対応させていただきます。ただし、3連泊の場合に限り3泊目のみリネン類の交換をおこないます。
教職員、添乗員、ガイド、ドライバーのお部屋は通常清掃でご対応させていただきます。
宿泊以外の客室利用（救護室・看護室・予備室など）は、別途、料金をいただきます。

③お部屋・お部屋割

制服および学校指定のジャージの着用は、チェックイン・チェックアウト時のみ可能です。それ以外は私服着用をお願いしております。④服装について

那覇空港から車で
高速道路「沖縄自動車道」を利用して80分

アクセス・交通機関

沖縄本島北部の東海岸に位置し、やんばるの雄大な自然
に抱かれたリゾート施設。
約80万坪の広大な敷地には、多彩なスタイルの宿泊棟と
個性豊かなレストランが点在しています。
手つかずの自然を残したビーチでの豊富なマリンアクティビ
ィティや充実したリラクゼーション。プロユースのゴルフコース
でのリゾートゴルフなど、全てが楽しめる沖縄随一のオールイ
ンワンリゾートです。

特色

全9棟、全て鉄筋コンクリート造、室数合計295室
総収容人数1,250名
［修学旅行利用棟…2棟（最大ご利用人数400名）］

建築構造・客室

和食・洋食・中華など6店舗のレストラン
［修学旅行利用会場…レインフォレスト（370名利用可能）、
カラヤホール（200名利用可能）］

レストラン

ガーデンプール、ビーチサイドプール、インドアプール、ゴルフク
ラブハウス、カヌチャビーチ、カヌチャリアンショップ（複合ショッ
プ）、おみやげSHOPみんみん、カラオケ、ゲームコーナ一、フィ
ットネスクラブ

その他施設

交付済

常時4名が安全確保に努めております。

各宿泊棟の駐車場

非常時には従業員による誘導と、非常放送設備による誘

導をあわせて行います。

全館で合計4台のご用意がございます。

損保ジャパン

消防法令適合通知書

夜間警備体制

非常時避難場所

非常時の誘導

AED

加入保険

おみやげSHOPみんみんカヌチャリアンショップ
（複合ショップ）

カヌチャビーチ

防
　
災
　
設
　
備

スプリンクラー

非常電灯（各客室）

消火器

火災感知器

誘導灯

非常時放送設備

防火扉

火災報知機

消火栓

非常時電源設備

避難経路案内図

非常口

避難はしご

誘導標識

ノースウィング棟 アゼリア棟

施設利用について
①ルームキー

ご利用不可 ※階段での移動をお願いします。②エレベーター

なし　※緊急時のみホテルから対応することはございます。③館内放送

各客室の浴室・トイレを利用。④浴室・トイレ

徒歩での移動をお願いします。敷地内を巡廻しているトロリーバスのご利用は禁止です。
※暴風雨の場合は移動手段を検討させていただきます。

⑤リゾート内の移動手段

⑥遊泳

自販機…ソフトドリンク3台、タバコ5台（すべてタスポ対応）
公衆電話…1台
複合ショップ…複合ショップでのタバコ（タスポ対応）、酒類の販売あり。ご購入時の年齢確認などで制限をかけておりますが、
　　　　　　可能な限り教職員による見回りをお願いしております。
カラオケ…利用の可否を明確にしていただければ、規制は可能です。
ゲームコーナ一…規制は不可。

教職員・生徒代表とのお打ち合わせ場所、生徒班長会、教職員反省会などの会場は人員・時間帯も踏まえまして、
旅行詳細のお打ち合わせの際にご相談・決定させていただきます。

※ホテル内施設の生徒のご利用に対して、一部を除き、ホテル側での利用規制や販売規制には対応しかねますので、あらかじめご了承ください。

⑦複合ショップ・
　お土産店・その他施設

ご対応について
［ご到着］●バス利用時…スタッフが乗車し、館内説明を行いながらお部屋へご案内します。
　　　　●タクシー利用時・・・ツアーデスクを設置し教職員、添乗員にてお部屋へのご案内をお願いします。
［ご出発］●アゼリア棟前からの出発となります。

●状況により客室タイプが変更になる場合がございます。

●備品に破損があった場合、実費ご請求いたします。

●ドアヘのネーム張りは、外側ではなく内側へお願いします。※ご希望の際は事前にネームプレートをご郵送ください。

●ご宿泊以外の宿泊棟・コンドミニアム・ゴルフコース・夜間のビーチゾーンは立ち入り禁止です。

●テラス越しの客室移動、路上、廊下などパブリックスペースでの座り込みパジャマ、スリッパでの外出、ゴミのポイ捨ては禁止です。

●敷地内の移動時はお静かにお願いします。

①ご到着とご出発

［搬入］運搬業者よりホテル内に搬入後、指定する場所から各自ピックアップをお願いしております。事前にお荷物へのバゲージタグ付けが必須となります。
保管場所確保の為、別送荷物のご予定がある場合、宿泊の半年前までにホテルへご連絡ください。
※運搬会社、個数を事前に連絡し、当日13時に到着するようにお手配ください。
［搬出］運搬業者・回収日時を明確にし、各棟で回収していただきます。※搬入・搬出共に運搬業者は旅行社様でご手配ください。

②別送荷物の対応

お部屋でのお忘れ物は学校もしくは旅行社ヘ一括送付いたします。※料金は着払いとなります。
生徒個人からのお問いわ合せは受けかねますので、学校側のご担当者様よりお問い合わせをお願いします。

③お忘れ物

客室内の金庫をご利用いただけます。（各自にて管理）
※まとめてフロントでお預かりする場合は、各部屋に貴重品袋をセットし、ツアーデスク、食事会場にて受け渡しになります。

④貴重品

必要に応じて設置いたしております。⑤ツアーデスクの設置

ご注意事項

（煙・熱感知器がついています）

カギの種類…カードキー式オートロック
マスターキー…貸出し不可。スペアキーの貸出で対応させていただきます。
カギの受け渡し…到着時［お渡し］各部屋（入ロドア横の主電源）にセット済
　　　　　　　出発時［ホテル受取］バス配車場所にデスクを設置し、教職員・添乗員でチェックしていただき、スタッフに一括返却。
紛失の際の注意事項…ルームキーの紛失および破損の際は、1,650 円（税込） ご請求いたします。

ビーチ…ご利用いただけます。ただし、ご利用人数や時間に、制限を設けさせていただいております。
　　　  また必ず教職員による監視・監督が必要になります。
プール…ガーデンプール、ピーチサイドプールはご利用いただけません。インドアプールは人数制限の上、
　　　  お1人様1,650円（税込）でご利用いただけます。貸切は不可となります。
マリン体験…体験学習がある場合、マリン部門の委託業者「株式会社シーサー」とお打ち合わせをしていただきます。
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施設利用・ご対応についてホテル概要とご利用条件



緊急時対応機関

沖縄の基本情報 出典：『沖縄リゾートダイアリー』
　　 （光文堂コミュニケーションズ、2019年）

1 JANUARY 2 FEBRUARY 3 MARCH 4 APRIL

長袖にセーター 長袖にセーター 長袖 薄い長袖か半袖 半袖 半袖 半袖 半袖 半袖 長袖か半袖 長袖 長袖

5 MAY 6  JUNE

07：18
18：03

07：01
18：25

06：34
18：40

06：02
18：55

05：41
19：11

05：37
19：24

平均18.4℃ 平均17.1℃ 平均18.3℃ 平均21.6℃ 平均24.2℃ 平均26.6℃ 平均29.9℃ 平均30.4℃ 平均28.9℃ 平均27.0℃ 平均22.8℃ 平均18.0℃

7 JULY

05：49
19：23

06：04
19：02

06：17
18：29

06：31
17：58

06：51
17：38

07：11
17：42

8 AUGUST 9 SEPTEMBER 10 OCTOBER 11 NOVEMBER 12 DECEMBER

119.7mm 161.4mm 165.7mm 231.6mm 247.2mm 141.4mm 240.5mm 260.5mm 152.9mm 110.2mm 102.8mm107.0mm

季
節
の
服
装

服
　
装
日
の
出
／
日
の
入

気
温
雨
量

沖縄季節カレンダー

年間イベントカレンダー

＊日の出、日の入は那覇の2019年、毎月20日の時刻です。〈国立天文台〉
＊平均気温は那覇の2017年の平均値です。〈気象庁〉
＊雨量データ（那覇）は、1981～2010年の平年値です。〈気象庁〉

1 JANUARY 3 MARCH 5 MAY 7 JULY 9 SEPTEMBER 11 NOVEMBER

2 FEBRUARY 4 APRIL 6 JUNE 8 AUGUST 10 OCTOBER 12 DECEMBER

＊イベントの開催時期は変更になる場合があります。
＊日程については各問い合わせ先に事前にご確認ください。

海洋博公園 新春果報で～びる

もとぶ八重岳桜まつり

今帰仁グスク桜まつり

名護さくら祭り

東村つつじ祭り

3月8日は三板（さんば）の日

クジラの音楽祭

ひまわりIN北中城

羽地ダム鯉のぼり祭り

奥ヤンバル鯉のぼり祭り

那覇ハーリー

春の全島闘牛大会

福地ダム夏休み自然体験会

海洋博公園サマーフェスティバル

名護夏まつり

本部海洋まつり

オリオンビアフェスト

塩屋湾のウンガミ（海神祭）

宜野湾はごろも祭り

首里城公園 中秋の宴

沖縄県芸術文化祭

ツール・ド・おきなわ

壺屋陶器まつり

離島フェア

海洋博公園管理センター
（0980）48-2741

本部まつり実行委員会
（0980）47-2700

今帰仁グスク桜まつり実行委員会
（0980）56-2256

名護市観光協会
（0980）53-7755

東村つつじ祭り実行委員会
（0980）43-2265

キャンパスレコード
（098）932-3801

座間味村観光協会
（098）987-2277

ひまわり IN 北中城実行委員会
（098）935-2233

名護市商工観光局
（0980）53-7530

奥ヤンバル鯉のぼり祭り実行委員会
（0980）50-4141

那覇市観光協会
（098）862-1442

うるま市観光振興課
（098）923-7612

福地ダムまつり実行委員会
（0980）43-2265

海洋博公園管理センター
（0980）48-2741

名護市商工会
（0980）52-4243

本部まつり実行委員会
（0980）47-2700

オリオンビール㈱営業戦略部
（098）877-4511

大宜味村塩屋区公民館
（0980）44-2453

宜野湾市観光振興協会
（098）897-2764

首里城公園管理センター
（098）886-2020

沖縄県文化振興会
（098）987-0926

ツールドおきなわ協会
（0980）54-3174

壺屋陶器事業協同組合
（098）866-3284

離島フェア開催実行委員会
（098）963-8191

沖縄国際洋蘭博覧会

ロマン海道・伊良部島マラソン

恩納村産業まつり

読谷やちむん市

塩屋湾一周トリムマラソン大会

モズクの日

沖縄国際映画祭

伊江島ゆり祭り

前兼久ハーリー

ツール・ド・宮古島

平和の光の柱（慰霊の日）

座間味村サバニ帆漕レース

名護市長杯争奪全島ハーリー大会

東村夏祭り

大宜味村ふるさと祭り

国頭村まつり

やんばるの産業まつり

今帰仁総合まつり

全島獅子舞フェスティバル

首里城祭

NAHAマラソン

国頭トレイルランニング大会

名護・やんばるツーデーマーチ

イージマチューパンジャまつり

海洋博公園管理センター
（0980）48-2741

伊良部支所 地域づくり課
（0980）78-6250

恩納村産業まつり実行委員会
（098）966-1280

読谷村共同販売センター
（098）958-1020

大宜味村教育委員会
（0980）44-3006

沖縄県もずく養殖業振興協議会
（098）860-2600

沖縄国際映画祭事務局
（098）917-5123

伊江島ゆり祭り実行委員会
（0980）49-2906

前兼久公民館
（098）964-2820

ツールド宮古島大会事務局
（0467）84-8639

沖縄県平和祈念財団
（098）997-2765

座間味村観光協会
（098）987-2277

全島ハーリー大会実行委員会事務局
（0980）53-7755

東村夏祭り実行委員会
（0980）43-2265

大宜味村夏まつり実行委員会
（0980）44-3007

国頭村まつり実行委員会
（0980）41-2101

やんばるの産業まつり実行委員会
（0980）52-2448

今帰仁まつり実行委員会
（0980）56-2101

うるま市教育委員会文化課
（098）923-7182

首里城公園管理センター
（098）886-2020

NAHAマラソン協会事務局
（098）862-9902

国頭トレイルランニング大会事務局
（（0980）43-5531

名護・やんばるツーデーマーチ実行委員会事務局
（0980）53-7530

伊江村役場農林水産課
（0980）49-3161

ホテル近郊医療機関 久志診療所 〒905-2264 沖縄県名護市三原６４-７ TEL .（0980）55-8886
受付時間：月～金 9:00～11:45／13:00～15:45　（※土日祝は休診）
※第2・4水曜日は、午前の整形外科のみの受診となります。
※ホテルより車で約5分の場所に位置しております。健康保険証コピーでの受診可

救急病院 県立北部病院 〒905-8512 沖縄県名護市大中2-12-3 TEL .（0980）52-2719
※ホテルより車で約30分の場所に位置しております。健康保険証コピーでの受診可

消防署 名護市消防本部 〒905-0019 沖縄県名護市大北3-31-50 TEL.（0980）52-1142

久志出張所 〒905-2264 沖縄県名護市三原64-6 TEL.（0980）51-9119

警察署 名護警察署 〒905-0021 沖縄県名護市東江5-21-9 TEL.（0980）52-0110

保健所 沖縄県北部保健所 〒905-0012 沖縄県名護市大中2-13-1 TEL.（0980）52-2714

カヌチャリゾート敷地内マップ

3719～24
3619～24
3519～24

3713～18
3613～18
3513～18

3707～12
3607～12
3507～12

3701～06
3601～06
3501～06
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3619～24
3519～24
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3613～18
3513～18

3707～12
3607～12
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3601～06
3501～06

2501
2401～06
2301～07
2201～07
2101～07

2502
2409～14
2308～14
2208～14
2108～14

2415～24
2315～24
2215～24
2115～24

アビアン ビーチサイドコテージ

マグノリア

パームタワーズ

ノースウィング

ニューコテージ

ジャスミン

ウィステリア

プルメリア

サウスウィング

レストラン棟

レインフォレスト

レジャーカウンター

パティオ

アゼリア

オーキッド

ビーチカウンター

ビーチレンタルカウンター

カヌチャビーチ

クラブハウス

カヌチャリゾート入口

Gate House
ゲートハウス
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9 7
8-A

フロント

19

24

8-C
15

8-B 28

622

20

1

3401～05
3301～05
3204・05
3104・05

3401～05
3301～05
3204・05
3104・05

3406～10
3306～10
3206～10
3106～10

3406～10
3306～10
3206～10
3106～10

3411～15
3311～15
3211～15
3111～15

3411～15
3311～15
3211～15
3111～15

3416～19
3316～19
3216～19
3116～19

3416～19
3316～19
3216～19
3116～19

製氷機

A B C D

1

2

3

4

自動体外式除細動器 コインランドリー

トロリーバス乗り場（●～●）

一般駐車場 トイレ
車両通行禁止区域
（カートのみ通行可）カート専用駐車場 自動販売機

【ウィステリア1F】

1 B-3 フロント・カラヤホール

2 D-3 クラブハウス（ゴルフコース）

3 A-2 アマハジショップ

4 C-2 レインフォレスト・宴会場

5 A-2 カヌチャ・ステラ教会

6 D-4 グラン・ブルーチャペルカヌチャベイ

7 B-3 カヌチャ工房

8-A B-3 レジャーカウンター

8-B D-4 ビーチカウンター

8-C C-4 ビーチレンタルカウンター

9 B-3 ニッポンレンタカー

施設・サービス
10 B-3 和食レストラン　神 着カヌチャ

11 D-3 広東名菜　龍 宮リュウキュウ

12 C-2 カジュアルダイニング　Paradis パラディ

13 C-1 本格炭火焼きステーキハウス　HOPE ホープ

14 C-2 バーベキューテラス　KuuwaKuuwa クーワクーワ

15 C-4 Lanai  ラナイ
4月～10月 

16 A-2 沖縄料理の店　くすくす

レストラン

18 B-2 ガーデンプール

17 A-2 カラオケ　Sing Sing シンシン

19 C-2 インドアプール

20 C-4 ビーチサイドプール

21 B-1 パークゴルフ

22 C-4 パターゴルフ

23 C-1
D-4 テニスコート

24 C-1 ビリヤード＆卓球

25 A-2 フィットネスクラブ22

26 A-2 カヌチャリアンショップ（複合ショップ）

27 A-2 おみやげSHOP みんみん

28 C-4 MARINE CLUB Berry
マリンクラブ　ベリー

プレイスポット

ショップ

4月～10月
Beachside Terrace  ビーチサイドテラス

11月～2月
Luminous Garden Cafe ルミナスガーデンカフェ

1F

1F

3F

4F

10

敷地内マップ緊急時対応機関

9


