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※当ホテルは、全館Wi-Fi対応しております。

快適なご滞在をお約束する

Triple“B”
Bed

シーリー社、シモンズ
社との共同開発によ
るオリジナルマット
レスは快眠テクノロ
ジーによる至福の眠
りをご提供します。

全室洗い場付のバス
ルーム。オリジナルデ
ザインのバスタブで
バスピローとともに
優雅なバスタイムを
お過ごしください。

一日の始まりはおい
しい朝食から…厳選
された県産素材も味
わえる、こだわりの
朝食をお届けいたし
ます。

Bath Breakfast

那覇空港から車・モノレールで約10分
旭橋駅・那覇バスターミナル
　　　　　　　　　　から徒歩約2分

国際通りまで徒歩約10分
泊港まで車で約10分
首里城まで車で約20分

Floor Guide

Free  WiFi Accessble in the entire hotel

東京から2時間半、大阪から2時間の本格リゾート「沖縄」。空港から
10分、ゆいレール旭橋駅、那覇バスターミナル直結、官公庁・オフィス
街が徒歩圏に位置する那覇のベストロケーション。レジャー・
ビジネスの拠点として快適で機能的にお過ごしいただける、宿泊
を主体とした高品質なホテルです。

Just a few hours from Tokyo and Osaka brings you to the resort island of 
Okinawa.  RIHGA Royal Gran Okinawa is a high-level hotel for your 
comfortable and functional stay for your vacation and business—10 minutes 
from Naha Airport, directly connected with Asahibashi Monorail Station and 
the Naha Bus Terminal. Located in a walking distance to government o�ces 
and the central business district.

Triple “B”

Bed: Our original mattress, developed jointly with renowned manufacturers, Sealy and 

Simmonds, will lead you to a blissful sleep.

Bath: All the guest rooms have a washing area.  Have a relaxing bath time with an 
originally designed bathtub with bath pillow.

Breakfast: Start your day with a delicious breakfast.  Bu�et-style breakfast is made with 
some ingredients and vegetables grown locally and others from the mainland, Japan.

■ホテルまで

■ホテルから

About 10-minute by car/ monorail from Naha Airport

About 2-minute walk from 

       Asahibashi Station and Naha Bus Terminal

□ To Hotel

About 10-minute walk to Kokusai Street

About 10-minute by car to Tomari Port

About 20-minute by car to Shuri Castle

□ From Hotel

URL  https://www.rihgaroyalgran-okinawa.co.jp

宿泊者特典

● プレミアフロア(11～13F)　チェックイン／14：00、チェックアウト／12：00
Premier Floors (11～13F)　Check-in/ 14:00  check-out/ 12:00

● スタンダードフロア(6～10F)　チェックイン／15：00、チェックアウト／11：00
Standard Floors (6～10F)　Check-in/ 15:00  check-out/ 11:00

● 駐車場あり（有料）
Toll Parking Available

Complimentary Guest Services
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TEL. 098-867-3331　+81-98-867-3331（from overseas）

FAX. 098-867-3332　+81-98-867-3332（from overseas）
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〒900-0029 沖縄県那覇市旭町1番地9

2022.4

リーガロイヤルホテルグループ
RIHGA Royal Hotels

リーガアソシエイトホテルズ
RIHGA Associate Hotels

リーガロイヤルホテル（大阪・中之島）
RIHGA Royal Hotel Osaka（Nakanoshima,Osaka）

リーガロイヤルホテル東京（東京・早稲田）
RIHGA Royal Hotel Tokyo（Waseda,Tokyo）

リーガロイヤルホテル京都（京都・京都駅前）
RIHGA Royal Hotel Kyoto（Front of Kyoto Station,Kyoto）

リーガロイヤルホテル広島（広島・基町）
RIHGA Royal Hotel Hiroshima（Motomachi,Hiroshima）

リーガロイヤルホテル小倉（福岡・小倉駅前）
RIHGA Royal Hotel Kokura（Front of Kokura Station,Kokura）

リーガプレイス肥後橋(大阪・肥後橋)
RIHGA Place Higobashi（Higobashi,Osaka)

都市センターホテル（東京・千代田区）
Toshi Center Hotel（Chiyoda Ward,Tokyo）

リーガロイヤルホテル新居浜（愛媛・新居浜）
RIHGA Royal Hotel Niihama（Niihama,Ehime）

リーガロイヤルグラン沖縄（沖縄・那覇）
RIHGA Royal Gran Okinawa（Naha,Okinawa）

リーガホテルゼスト高松（香川・高松）
RIHGA Hotel Zest Takamatsu（Takamatsu,Kagawa）

リーガロイヤル・ラグーナ・グアム・リゾート
RIHGA Royal Laguna Guam Resort

特別提携ホテル Exceptionally Affiliated Hotel
ラフォーレホテルズ & リゾーツ
LAFORET Hotels & Resorts

提携ホテル Affiliated Hotel

オークラ ホテルズ & リゾーツ
Okura Hotels & Resorts

ロッテホテルズ & リゾーツ
LOTTE Hotels & Resorts

● バレーパーキング（係りがお車を駐車・回送致します）

● チェックイン時のウェルカムドリンク

● 24時間バトラー＆コンシェルジュサービス

・Valet parking (our sta� will park & deliver your car)

・Welcome drink upon check-in

・24-hour butler & concierge services

客室  全157室（スイート5室・ツイン152室）  Dining19 134席

6～10F
客室〈スタンダードフロア〉

157 Guest Rooms in total  (5 Suite Rooms, 152 Twin Rooms)134 seats at Dining19

14F
フロント・ロビー・喫煙ブース
ダイニング＆バー “ダイニング19”
Front, Lobby, Smoking Booth
Dining & Bar “Dining19”

11～13F
客室〈プレミアフロア〉
Gurst Room: Premier Floors

Guest Room: Standard Floors

2F
エントランス
モノレール「旭橋」駅 連絡通路
Entrance
Passageway Connecting to Asahibashi Monorail Station

1F
メインエントランス・駐車場
Main Entrance & Parking

B1F 地下駐車場
Underground Parking

朝　食 7：00～10：00  L.O.〈Breakfast〉
昼　食 11：30～14：00  L.O.〈Lunch〉
夕　食 18：00～20：30  L.O.〈Dinner〉
バー＆ラウンジ 10：00～24：00〈Bar & Lounge〉

フード〈Food〉 L.O.23：00(一部L.O.22:00)/
ドリンク〈Drink〉L.O.23：30

    Dining19, on the top �oor of RIHGA Royal Gran Okinawa, is also known as
“�e best table in Naha” you can enjoy a panoramic view of Kerama island,sunset 
of the East China Sea, and the city of Naha.
    Dining19 is divided into three sections-dining area, private dining room and 
bar lounge for your needs in various situations.
    We are pleased to help you arrange your memorable days such as anniversaries 
or marriage proposals.

    Bu�et-style breakfast features approximately 80 kinds of Western and Japanese 
items, prepared with locally grown ingredients and ones from the mainland of 
Japan which are carefully chosen by our chef.

    At lunch time, you can choose a main dish and also enjoy appetizers, salads and 
desserts with bu�et-style.
    For dinner,  we o�er 3 kinds of courses and a la carte dishes. For the main 
course, please enjoy our specialty dish, a thick roasted sliced of Angus beef.

リーガグラン京都(京都・京都駅前)
RIHGA Gran Kyoto（Front of Kyoto Station,Kyoto)

最上階14階のDining19は、国立公園の慶良間(けらま)諸島、東シナ海の
サンセット、そして市内の風景を一望できる「那覇の特等席」です。
ダイニング、個室、バーラウンジとシチュエーション別の席をご用意しております。
大切な記念日やプロポーズなど、人生の素敵な1ページをお客様のご要望に
合わせて演出してまいります。
朝食はシェフが選りすぐりの食材を使用し、約80種類の料理を揃えた
和洋ビュッフェ。昼食はメインディッシュにアンガス牛厚切りのローストビーフ
を用意し、前菜・サラダはビュッフェカウンターからお好きなだけ
お召し上がりいただくハーフビュッフェ。
夕食はローストビーフをメインにしたコース料理3種類にアラカルトをご用意。
Dining19自慢のアンガス牛厚切りのローストビーフをぜひご堪能ください。

ダイニング19
Dining & Bar



14室/14rms（35㎡/376sq.ft）

King Size Beds Available on Bay Side for
Double Occupancy. 

Hollywood Twin ハリウッドツイン

63室/63rms （35㎡/376sq.ft）

Triple Occupancy rooms also 
available . 

Triple Rooms

３名様対応客室を
ご用意致しております。

トリプルルーム

SF

～  記憶に残る感動を  ～

当ホテルのテーマは「Lasting Impression ～記憶に残る感動を～」です。

ご提供するサービスはもちろんのこと、お客様に空間を通しても

心に残るホテルライフをお楽しみいただけるように、

各フロアのテーマに沿ったアートたちが様々な光と影をまとい、

自由なかたちで展示しております。

沖縄のアートに囲まれた空間でゆったりとした時をお楽しみください。

Last ing Impress ion

Not to mention the service 
provided, art works on each �oor 
with its theme welcome our 
guests to experience the 
memorable hotel life.
Enjoy the relaxed atmosphere 
surrounded by Okinawa arts.

RF
広々としたベッド（240×200）の客室も
ご用意致しております。
（2 名定員 ベイサイドのみ）

スタンダードフロア

最高級のクオリティによるおもてなしが、
めくるめく夢の世界へと誘います。

浴槽につかりながら窓の外にひろがる
眺望をお楽しみいただけます。

ロイヤルスイート

4室限定、客室フロアの最上階13階に
位置するスイートルーム。

グランスイート

開放感あふれる大きな窓と眺望が
より広々とした空間を演出いたします。

プレミアベイサイドコーナーツイン プレミアシティビューツイン

時間と共に彩を変える那覇の空と海を身近に、
非日常を味わう。

Enjoy a Great View of the Sky over Naha City
at a premium Location.

■ビューバスルーム 6～13階 60室 ※すべてベイサイド
合計157室 / 157 Guest Rooms in total

■60 rooms with a view bath on 6th through 13th �oors - all at the bayside.

プレミアフロア

Standard Floors

角部屋でより広さを感じる設えとなった
お部屋です。

ベイサイドコーナーツイン

バスにつかりながら眺望を
お楽しみいただけるビューバスで
ごゆっくりお寛ぎください。

ベイサイドビューバスツイン

35㎡の広々とした客室で
港町の眺望をお楽しみください。

ベイサイドツイン

35㎡の広々とした客室で
快適な1日をお過ごしください。

シティビューツイン

プレミアベイサイドビューバスツイン

35㎡のゆったりとした空間と
港町の眺望をお楽しみください。

プレミアベイサイドツイン

沖縄の夕焼けと芭蕉をモチーフにした
涼やかな木かげをテーマにしたお部屋です。

Bayside View Bath Twin

Premier Bayside Corner Twin
[ 11F～12F ]

Premier City View Twin 
[ 11F～13F ]

Premier Bayside Twin 
[ 11F～12F ]

Premier Bayside View Bath Twin 
[ 11F～13F ]

Royal Suite
[ 13F ]

Gran Suite
[ 13F ]

Bayside Corner Twin Bayside Twin

City View Twin

Premier Floors [11F～13F ]

[ 6F～10F ]
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