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那覇空港から国道331号線を南下し
約10km／車で約20分
Take route 331 towards south from the 
Naha Airport for approximately 10km.
Approximately 20 minutes by car.

【Access】

糸満市

那覇市

H o t e l  I n f o r m a t i o n

サザンビーチ
ホテル＆リゾート沖縄

Southern Beach
Hotel & Resort Okinawa

1-6-1 Nishizaki-cho, Itoman City, Okinawa 901-0306, Japan
〒901-0306  沖縄県糸満市西崎町 1-6-1

Tel.098-992-7500　Fax.098-992-7600

www.southernbeach-okinawa.com

記載の情報は予告なく変更になる場合がございます。
Information in this brochure is subject to change without prior notice.

info-okinawa@southernbeach.co.jp



那覇空港

平和祈念公園

車での移動所要時間はあくまでも目安です。（道路状況により変動する場合があります）

Peace Memorial Park

Seifa-Utaki

Southern Beach Hotel &
Resort Okinawa

Bibi Beach Itoman

Naha Airport

Okinawa Outlet Mall ASHIBINAA
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沖縄本島最南端にある糸満市。
母なる美ら海に抱かれ、昔から“海人のまち”として知られる地の港の先に、
まるで豪華客船のように悠然とサザンビーチホテル＆リゾート沖縄は現れます。
沖縄の玄関口・那覇空港からホテルへは、車でわずか20分。
バイパスや高速自動車道など整備されたルートにより、
本島南部各地はもちろん、中北部へのアクセスも便利です。
心ときめく楽園時間が、皆様をお待ちしています。

Himeyuri Peace Museum／
16 min by car (approx. 8km) Okinawa Outlet Mall ASHIBINAA／

8 min by car (approx. 4km) 

Peace Memorial Park／
22 min by car (approx. 11.5km) 

Seifa-Utaki Sacred Place／
45 min by car (approx. 26km) 

沖縄アウトレットモール
あしびなー
車で約8分（約4km）

平和祈念公園
車で約22分（約11.5km）

ひめゆりの塔
車で約16分（約8km）

斎場御嶽
車で約45分（約26km）

文化、史跡、自然。
魅力に富んだ数々の
デスティネーション。
Culture, historical sites 
and an abundance of 
nature, a variety of 
fascinating destinations 
to choose from.
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美々ビーチ
への近道

ロビー

男子ロッカー 女子ロッカー

駐車場
Parking Lots

Lobby

ピロティ Pilotis

車寄せ・通路 Driveway

2Fエントランス

ロビー

Entrance

スロープ（車道）Slope

Lobby フロントデスク Front Desk

デッキテラスDeck Terrace

吹き抜け
AriumREIR  Bar

中宴会場 Medium-sized Banquet Rooms

プレミアムラウンジ
Premium Lounge

Men's Locker Women's Locker

Gate for Bibi Beach

バリアフリートイレ
Accessible Toilet

ホワイエ
Foyer

喫煙所
Smoking Area

たまん Taman がーらGara あーがい Agai まくぶ Makubu

バリアフリールーム
Accessible Rooms

客室 Guest Rooms

客室 Guest Rooms

客室 Guest Rooms

大宴会場
コーラルグランデ
Coral Grande ‒ 
Grand Ballroom

オーシャンビューレストラン レイール
REIR ‒ Ocean View Restaurant

ギフトショップ、
コンビニエンスストア
Gift Shop & Convenience Store

美々ビーチいとまん 徒歩1分（約80m）

Bibi Beach Itoman ／ One min. by walk (approx. 80m)
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1F1F

2F2F

3F3F

10F10F

4F
9F
～4F

9F
～

Floor Guide
フロアガイド ■駐車場：500台

　（大型バス駐車スペース有）

■ Guest Rooms: 448 rooms ■ Parking: 500 cars
 　（Parking space for large buses available)

■客室数：448室

　〈3F〉29室 ／ 〈4～9F〉 63室 ／ 〈10F〉41室

 “Sea Shell Blue” 
 Wedding Hall

ウェディングホール
シーシェルブルー

Azur Spa ‒
Aesthetic salon

エステティックサロン 
アズールスパKid’s Room

キッズルーム

Bridal Salon
ブライダルサロン

C
Fitness Room
フィットネスルーム D

Karaoke Room
カラオケルーム

E
Coin Laundry
コインランドリー F

Indoor Swimming Pool
屋内プール

※Swimming Period: April through October
※遊泳期間：4月～10月G

Garden Pool
ガーデンプール

エレベーター
Elevators

非常口
Emergency Exit

男子トイレ
Men’s Restroom

女子トイレ
Women’s Restroom

飲料自販機
Vending Machine

那覇空港…
車で約20分（約10km）
那覇市中心部…
車で約30分（約15km）

喫煙所
Smoking Area

Itoman is a city located in the southernmost tip of Okinawa.
With its gracious appearance of a luxury cruise ship, the Southern Beach Hotel & Resort Okinawa stands beyond a port 
in the city surrounded by the maternally beautiful sea, a place that has been known as the town of the “Uminchu” or fishermen
since old times.
The hotel is only 20 minutes away from Okinawa’s gateway, Naha Airport. With the newly developed bypass and expressway, 
it is easily accessible to other parts of the southern, as well as central and northern areas of the island.
An enchanting time in paradise awaits you here.

Changing rooms inside
※内部に着替室があります

Naha Airport…
Approximately 20 min drive (10km)
Center of Naha City…
Approximately 30 min drive (15km)

レイールバー

屋外BBQ会場
※季節営業
Seasonal only

（屋外トイレ）

B
SOUTHERN TERRACE ‒ Poolside Restaurant

サザンテラスプールサイドレストラン
Hand Craft Corner
手作り体験コーナーA



広大な海に面したオーシャンサイド、夜景が美しいハーバーサイド。
南国リゾートの悦楽に、心を躍らせるゲストルーム
Ocean side for dynamic sea view and harbor side for sparking night view.
Feel the joy of tropical resort in our guest rooms.

糸満の豊かな自然を想起させ、心やすらぐグリーン系のトーンで統一したインテリア。ハリ
ウッドタイプのゆったりしたベッドが、くつろぎと癒しの時間へと誘います。ファミリーにおす
すめのトリプルルームもございます。

The Premium Lounge with a concierge service is a facility 
for our Premium Club Floor guests only. From breakfast 
to nightcap drinks, the Lounge is available to provide you 
with meals and drinks appropriate for the time frame.  
You are welcome to have a stress-free check-in and 
check-out with the luxury of being seated. There are 2 
private rooms, which can accommodate up to 6 guests. 
PC booths are also available.

プレミアムラウンジはプレミアムクラブフロアにお泊りの
お客様専用の施設です。コンシェルジュが常駐し、朝食から
ナイトキャップまで、時間帯に応じたお食事とドリンクの
サービスがございます。チェックイン・チェックアウトの手続きも
座って行いストレス・フリー。ラウンジ内には6名様対応の
個室2室やパソコンブースも備えています。

■チェックイン Check-in 15：00

　チェックアウト Check-out 11：00

■全室禁煙 All rooms are non-smoking

■Wi-Fi接続有 Wi-Fi connection available

Elegantly decorated with a relaxing green toned color, the rooms will remind you of the lush nature of 

Itoman. We have incorporated a Hollywood type spacious bed, which will be sure to treat you to a 

soothing and relaxing time. Triple rooms for families are also available.

ホテル最上階層にあり、ダイナミックな眺望とハイグレードな客室、充実のアメニティで“ワンランク上”のホテルステイをお楽しみいただけるフロアです。

Located on the top level of the hotel, these special floors feature a dynamic view, quality rooms and amenities for your premium stay.

■広さ Area：30㎡・40㎡　■ベッドサイズ Bed size：幅(W) 122cm×長さ(L) 203cm×高さ(H) 53.5cm

■定員  Room capacity：2名～3名 guests

8F

Deluxe High Floor Room

デラックスハイフロアルーム

9F・10F Premium Club Floorプレミアムクラブフロア

6F・7F

Deluxe Floor Room

デラックスフロアルーム

Premium Loungeプレミアムラウンジ

■広さ Area：30㎡・40㎡

■ベッドサイズ Bed size：

　幅(W)122cm

　長さ(L)203cm

　高さ(H)53.5cm

■定員  Room capacity：

　2名 guests

3F～5F

Superior Floor Room

スーペリアフロアルーム

■広さ Area：30㎡・40㎡

■ベッドサイズ Bed size：

　幅(W)122cm

　長さ(L)203cm

　高さ(H)53.5cm

■定員  Room capacity：

　2名 guests

プレジデンシャル・オーシャン・スイート Presidential Ocean Suite

■広さ Area：120㎡

■ベッドサイズ Bed size：幅(W)122cm

　　　　　　　　　　 長さ(L)203cm

　　　　　　　　　　 高さ(H)53.5cm

■定員  Room capacity：2名 guests

バルコニー（オーシャンビュー） 
Balcony(Ocean View)

Balcony(Ocean View) B
alcony(O

cean V
iew

)

10F

■広さ Area：120㎡

■ベッドサイズ Bed size：幅(W)122cm

　　　　　　　　　　 長さ(L)203cm

　　　　　　　　　　 高さ(H)53.5cm

■定員  Room capacity：2名 guests

バルコニー（オーシャンビュー） 

Crown Ocean Suite

クラウン・
オーシャン・スイート

10F

Royal Ocean Suite

ロイヤル・
オーシャン・スイート

■広さ Area：80㎡

■ベッドサイズ Bed size：幅(W)140cm

　　　　　　　　　　 長さ(L)203cm

　　　　　　　　　　 高さ(H)53.5cm

■定員  Room capacity：2名 guests

バ
ル
コ
ニ
ー

（
オ
ー
シ
ャ
ン
ビ
ュ
ー
）

10F

Premium Club Room

プレミアム
クラブルーム

■広さ Area：30㎡・40㎡

■ベッドサイズ Bed size：幅(W)122cm

　　　　　　　　　　 長さ(L)203cm

　　　　　　　　　　 高さ(H)53.5cm

■定員  Room capacity：2名 guests

バ
ル
コ
ニ
ー

9F・10F

■営業時間 Operating Hours　7：00～23：00

入口

入口

入
口

■広さ Area：40㎡

バ
ル
コ
ニ
ー

入
口

■広さ Area：40㎡（トリプル）
※デラックスハイフロアルームのみ

Triple Occupancy

Only Deluxe High Floor Room

バ
ル
コ
ニ
ー

入
口

※プレミアムクラブルームの30㎡も同様
■広さ Area：30㎡

バ
ル
コ
ニ
ー

入
口

入
口

※40㎡客室

Guest Rooms
客  室



Restaurants
レストラン

南の楽園の
美味を堪能できる
個性豊かなリゾートレストラン
A paradise of delicacies with great individuality at specious resort restaurants.

朝食、ランチ、ディナーと1日を通じバラエティ豊富なメニューを揃えたブッフェをお楽しみいただけます。
大きな窓から見える、開放感あふれる海景色も魅力です。

■営業時間 6：30～10：30／11：30～15：00／17：30～22：00　■全席禁煙 All seats are non-smoking

REIR ‒ Ocean View Restaurant
オーシャンビューレストラン レイール2F

Enjoy the exceptional buffet for breakfast, lunch and dinner where we offer varieties of dishes to choose from, 

while enjoying the panoramic view of the ocean.

オープンエアでリラックスムードに満ちた店内では、朝はシェフのこだ
わり朝食、ランチとディナーではセットメニューやアラカルトメニュー
をご提供しています。

■営業時間

　11：30～15：00（季節営業 Seasonally open）／17：30～22：00 

■全席禁煙 All seats are non-smoking

SOUTHERN TERRACE ‒
Poolside Restaurant

プールサイドレストラン

サザンテラス
1F

Start your day with the chef ’s special breakfast and enjoy a la carte or lunch/ 

dinner set menu in this open-air relaxing ambiance.

レイールのエントランスにあるシックなバー。カウンター席とラウ
ンジ席があります。ディナー前のアペリティフやおやすみ前のカク
テルなど、くつろぎのひとときをどうぞ。

■営業時間 17：00～24：00

■全席禁煙 All seats are non-smoking

2F

REIR BARレイールバー

A chic bar located by the entrance of REIR. Counter and lounge seats available. 

Come for an aperitif before dinner or a cocktail before you rest for the night.

期間限定オープンのレストラン。屋外で心地よい潮風を感じながらの
バーベキューは、リゾートならではの醍醐味です。

■営業時間　17：30～21：30

■事前予約制
Reservation Needed

■全席禁煙 All seats are non-smoking

＊天候不良時は営業いたしません。
Closed during inclement weather.

Feel the ocean breeze, relax and savor the delicious barbeque exclusively enjoyed 

in resorts!

1F屋外

Ourdoor BBQ屋外BBQ

季節限定営業 Seasonally open



CBA

たまん がーら あーがい まくぶ

Banquet Halls
宴会場

大規模な会議から
アットホームなパーティーまで、
用途や人数に応じ幅広く対応できる
機能的な宴会施設

■立食 Standing Buffet ■シアター Theater ■スクール  School■正賓 Seated Banquet

■ロの字■立食
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■円卓 Seated Banguet

Standing Buffet Hollow Rectangle Style

中宴会場 たまん、がーら、あーがい、まくぶ3F
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Standing Buffet
立  食

350

100
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200

200

Seated Banquet
正  餐

イースト＆サザン
East & Southern

ウェスト＆サザン
West & Southern

コーラルイースト
Coral East 

コーラルサザン 
Coral Southern

コーラルウェスト 
Coral West

コーラルグランデ 
Coral Grande

収容人数（名） Capacity

4.5

Ceiling Height
天井高（m）

最大収容人数500名超。分割使用もでき、会議、ガラディナー、エンターテイメント、婚礼披露宴など多様なシーンに対応する会場です。

Maximum capacity: 500 guests. Partitions also available and may be used to hold conferences, gala style dinners, entertainments, weddings and other events.

コーラルグランデ2F Grand Ballroom :  Coral Grande大宴会場

Medium-sized Banquet Rooms :  Taman, Gara, Agai, Makubu

沖縄を代表する魚の名前を冠した、美ら海を臨む会場は全部で4室。いずれも会場内の列席者全員に目が行き渡る、使いやすい広さです。
Named after Okinawan representative fish, all 4 banquet rooms have an exquisite ocean view. Due to its easily accessible space, having an overview of the attendees 

at each room is effortless.

全 
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From cozy, home-style parties to large scale conferences, our functional banquet rooms are available to 
cater to your needs and can be customized based on the purpose and the number of attendees.

中宴会場

Taman Gara Agai Makubu

Medium-sized Banquet Rooms

ロビー／
フロントへ
Lobby／
Front Desk

オーシャンビュー Ocean view

収容人数（名） Capacity

Azur Spa ‒
Asthetic Salon

エステティックサロン 
アズールスパKid’s Room

Bridal Salon

エレベーター キッズルーム

ブライダルサロン

客室 Guest Rooms

客室 Guest Rooms

Elevators

■スクール School



Other Facilities
館内施設

１F屋外
Outdoor

Garden Pool

ガーデンプール

充実した施設と心づくしのサービスで、
快 適なリゾートライフをお約束
We promise you a stay, which will be fulfilled by our fully-equipped facility, 
warm hospitality, and a refreshing resort life.

■水面積 Area：527.9㎡

■水深 Depth：0.55ｍ～1.45ｍ

　最浅部：子供用プール  Most shallow area：Children’s pool

　最深部：ダイバープール  Deepest area：Diver’s pool

＊遊泳時間は時期や天候により変動いたします。
Pool hours may change due to season and or weather.

美しい緑に囲まれた、全長70メートルもの広い屋外プール。丸い
プールが5つ連なったユニークな形をしており、そのうち一つは
お子様でも安心して水遊びを楽しめる水深の浅いプールです。

2F

 “Sea Shell Blue” Wedding Hall

ウェディングホール

シーシェルブルー

■シーシェルブルー 収容人数  Sea Shell Blue guest capacity：

　50名様まで  Up to 50 guests

シーシェルブルーは広大な青い海と水平線を臨み、高潔さがあふれるガラス張り
のウェディングホール。お式のご相談は3Fにあるブライダルサロンで承ります。

Sea Shell Blue is an exquisitely elegant glass wedding hall that oversees the vast blue 

sea and the horizon. Please visit the Bridal salon located on the 3rd floor for your 

wedding planning.

ゴーヤー、くちゃ（泥）、天然塩など沖縄ならでは
の素材を用いた琉球エステで、心身が癒される
至福の時間をどうぞ。男性用メニューもご用意
しています。

A Ryukyu style spa where local ingredients such as  

goya (bitter melon), kucha (Okinawan mud) and natural 

salt are incorporated to help sooth your body and soul. 

There are menus available for male guests.

ブライダルサロン Bridal Salon 
■営業時間 11：00～19：00　無休 Open Daily

3F

Azur Spa ‒
Asthetic Salon

エステティックサロン 

アズールスパ

1F カラオケルーム  Karaoke Room

3F 3F

Kid’s Room

Gift Shop & Convenience Store

キッズルーム

■営業時間 13：00～22：00

　（最終受付 Last reservation 21：00）

　無休 Open Daily

■営業時間 11：00～24：00 

■全3室（定員5名：2室／定員13名：1室）
　 Total 3 rooms 

　(2 rooms for a capacity of 5 guests/1 room for a capacity of 13 guests) 

1F コインランドリー  Coin Laundry

■営業時間：24時間 Available 24 hours  

■設置台数：洗濯機、乾燥機 各20台
　 Facility Equipment: Washing machine, Dryer (20 each)

2F フロントデスク  Front Desk

■営業時間：24時間 Available 24 hours 

2F

ギフトショップ、
コンビニエンスストア

お子様が安心して過ごせるキッズルーム。
ひとりでもみんなでも遊べるように多彩
な遊具をご用意しております。

Kid’s Room carries a wide variety of plaything. 

Have a good time with your children.

The 70m long spacious outdoor pool is surrounded by the scenic greenery.  

Its unique shape is formed by linking 5 circular pools, where one pool is 

shallow, allowing children to play safely.

■営業時間 7：00～21：00

お土産や工芸品、アパレル製品など幅広い商品を揃えたショップと、飲料や軽食、日用品
を販売するコンビニ。いずれも早朝から深夜まで開いており大変便利です。購入商品の
国内発送も承ります。

A specialty shop that offers a variety of souvenirs, traditional crafts and apparels products to choose 

from, and a convenience store where you can buy drinks, light snacks and daily necessities. Both are open 

from early morning to late at night for your convenience. Available to ship shop goods within Japan.

■営業時間 7：00～24：00　無休 Open Daily

１F

Indoor Swimming Pool

インドアプール

１F フィットネスルーム  Fitness Room

■通年営業 Open throughout the year

　（ホテルご宿泊のお客様 ご利用無料／Free of charge for hotel guests) 

■コース長 Length：20ｍ

■水深 Depth：平均Av.1.1ｍ

■ジャグジー面積 Jacuzzi Area：7.0㎡ 

＊ロッカールーム併設（男女別／タオル貸し出し、シャワー有）
Male and female locker rooms with showers available (Towels available for rental)

＊遊泳時間は時期により変動いたします。
Pool hours may change due to season.

■通年営業 Open throughout the year／24時間 Available 24 hours 

　（ホテルご宿泊のお客様 ご利用無料／Free of charge for hotel guests）

■フィットネス機器 Fitness Equipment：

　トレッドミル、エアロバイク、エクササイズマット
　 Treadmill, Aero bike, Exercise mat

■遊泳期間 Swimming season：

　4月～10月末（ホテルご宿泊のお客様 ご利用無料）
　 From April to the end of October (Free of charge for hotel guests)


