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2022年7月27日 

各  位 

サンフロンティア不動産株式会社  

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社  

  

サンフロンティア不動産株式会社（本社：東京都千代⽥区、代表取締役社⻑：齋藤 清⼀）の連結子会社である

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社が運営する「HIYORI オーシャンリゾート沖縄（https://okinawa-

hiyoriocean.jp）」は、親子で楽しむ特別な夏休みを実現していただくため、2022 年 7 月 27 日（水）から 2022 年 9

月 30 日（金）の期間限定特別企画として「遊びも仕事も習い事も、全部満喫！リゾートホテルの新たなワーケーショ

ンプラン」を実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コロナ禍による働き方の変化や制度整備などでワーケーションをしやすくなり、また、オンライン授業の導入で子

どもも場所を選ばず学べる環境が整ったことで、ワーケーションに対する関心は年々高まりを見せているのではな

いでしょうか。これまでは、長期の休みが取れる夏休みでも親側の仕事の都合、子ども側の習い事の予定であきら

めてしまっていた“家族で行ってみたいあこがれの場所への旅行”も、ワーケーションによって実現しやすくなります。 

 

そこで今回、沖縄屈指のリゾートエリア“恩納村”の高台に位置する「HIYORIオーシャンリゾート沖縄」では、ワー

ケーションによって夏休みの旅行を考えているご家族へ向け、日中は晴れやかな青空の下でエメラルドグリーンに

きらめき、夕方のサンセットには水平線が真紅に染まる、美ら海の贅沢な眺望の中、家族で過ごす貴重なひと時を

ご提供する、期間限定の特別企画をご用意しました。夏の沖縄・恩納村の魅力を満喫する”特別な日常”をご家族

でお楽しみください。 

 

HIYORI オーシャンリゾート沖縄 夏休み特別企画 

「遊びも仕事も習い事も、全部満喫！ 

リゾートホテルの新たなワーケーションプラン」 

沖縄・恩納村の自然や眺望を楽しみながら、食や観光も満喫 

家族の特別な日常を演出する贅沢なワーケーションプラン 
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【特別企画】  「遊びも仕事も習い事も、全部満喫！ リゾートホテルの新たなワーケーションプラン」概要 

■ご利用可能期間  

 A 2022年 7月 27日（水）～2022年 8月 20日（土） 

 B 2022年 8月 21日（日）～2022年 8月 28日（日） 

 C 2022年 8月 29日（月）～2022年 10月 31日（月）  

■ご利用日数： 各期間中 6泊 7日まで ※この期間内で選択いただけます。 

■ご利用料金： 1室大人 3名、子供 2名（中学 3年生まで）、大人 2名、子供 3名（中学 3年生まで）など 5名様まで    

朝食 6回、夕食 1回（バーベキュー）含む 

 A 450,000円（税込） 

 B 330,000円（税込） 

 C 250,000円（税込） 

■販売室数： 各期間中限定 5室 ※ご予約状況によりご利用いただけない場合があります。 

■ご予約： お電話にてお受けいたしております。 Tel. 098-965-1600 

■対象のお部屋： オーシャンスイートルーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■企画内容 

1.バーベキューなど無料食事特典 

1滞在につき 1食、人数分のバーベキューを無料でご提供します。 

客室テラスまたは海を臨むレストランテラスでバーベキューをお楽しみ 

いただけます。 

シェフ厳選の和牛 5種の盛合せや、地元の海で獲れた新鮮な魚介類 

などを青空の下の特等席で是非ご堪能ください。 

※バーベキュー可能時間（15:00～20:00） 

 

2.家族で楽しめる花火セットをプレゼント 

小学生までのお子様の人数分の花火のセットをプレゼントします。 

沖縄の空気を肌で感じられる、ホテル周辺のジョギング&ウォーキング 

コースにある高台付近で、開放感のある手持ち花火をどうぞお楽しみ 

ください。 

※花火はご指定の場所で、ご使用ください。 

※雨天時の花火はホテル敷地内の屋根付スペースにて 

お楽しみいただきます。 

※花火の持ち込みはできません。 
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3.お子様向けの楽しいアクティビティをご用意 

 

【沖縄楽しく NIGHT！洞窟アドベンチャー】 

懐中電灯を片手にパワースポットとしても有名な洞窟を探検します。暗闇にひっそり生

活する希少な生物観察や真っ暗歩行体験など普段の生活では味わえない貴重な沖

縄の夜アクティビティを体験いただけます。 

 

所要時間：1時間／開催時間：日没後 

料金：1名 7,000円、2名 6,000円／人、3名以上 5,000円／人 

 

【HIYORI BUS ピクニック】 

恩納村の稀有な場所にお連れするピクニックバスがホテルエントランスから出発します。 

限られた時間のみ渡ることができるプライベートビーチ探索や磯体験など、日ごとにメ

ニューが変わるピクニックをご案内します。 

 

所要時間：3時間／開催時間：9:00～12:00（午前）/13:00～16:00（午後） 

料金：1名 15,000円、2名 12,000円／人、3名以上 10,000円／人 

 

【HIYORI セグウェイ】 

ホバボードという専用の椅子を取り付けたゴーカートのようなセグウェイとオフロード専

用のがっしりとしたセグウェイの 2種類の乗り物を体験いただけます。 

 

所要時間：10分／開催時間：日中 

料金：1名 2,500円 

 

 

【BEACH MORNING】 

HIYORIの朝ごはんビュッフェを可愛くオシャレに BOXに詰めてビーチで心地良い波

音を聴きながら、優雅なモーニングタイムをお過ごしいただけます。 

 

所要時間：1時間／開催時間：8:30スタート 

料金：1名 7,000円、2名 6,000円／人、3名以上 5,000円／人 

 

 

【流木ペイント】 

恩納村産の大小様々な流木に、自由に色や絵を描いてくペイント体験をお楽しみいた

だけます。ペイントした流木はキーホルダーやお部屋の装飾として使用いただけます。

キーホルダーにする場合は飾りのタッセル作り体験も行います。 

 

所要時間：1時間／開催時間：日中 

料金：1名 7,000円 
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【ボタニカルアートペイント】 

特殊な方法で葉の緑の部分を溶かし葉脈だけを残したスケルトンリーフをキャンバスな

どに貼り付けて、空きスペースに絵や文字を装飾していくペイント体験をお楽しみいた

だけます。 

 

所要時間：1時間／開催時間：日中 

料金：7,000円 

 

 

【沖縄のストーンペイント】 

恩納村産の地層がくっきり入った年月を積み重ねたストーンに、旅の思い出をペイント

することができます。小さなお子様でもお絵描きしやすく、作品はペーパーウェイトや小

物置として飾っていただけます。 

 

所要時間：1時間／開催時間：日中 

料金：1名 7,000円 

 

【HIYORI海遊びパック】 

恩納村のローカルな漁港を探索して遊ぶ、日ごとに変わる海遊びをお楽しみいただけ

ます。目の前の熱帯魚を網ですくったり、釣ったりするトロピカルフィッシングや、磯体

験、テトラポットウォーキングなどを体験することができます。オプションでサメに出会え

るかもしれないグラスボードも体験いただけます（別途 3,500円）。 

 

所要時間：1時間（グラスボード有 1.5時間）／開催時間：日中 

料金：1名 7,000円、2名 6,000円／人、3名以上 5,000円／人 

 

【Night Fishing】 

朝夜問わず不動の人気の釣りスポットにて、夕刻から夜にかけてのトロピカルフィッシン

グを体験いただけます。 

 

所要時間：1時間／開催時間：日没付近または日没後（満潮時間前後 3時間） 

料金：1名 7,000円、2名 6,000円／人、3名以上 5,000円／人 

 

 

 

【ドローン遊び】 

今年から国家資格になるドローンの基礎知識や操縦方法のレクチャーを有資格者より

行い、実際に飛行している映像を専用の VR レンズで鑑賞することができます。風のな

い日には飛行体験も可能です（100g 以下の機体）。実際に撮影した映像はプレゼント

します。 

 

所要時間：1時間／開催時間：日中 ※風速 3m以上は中止 

料金：1名 7,000円、2名 6,000円／人、3名以上 5,000円／人 
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【冒険サバイバルゲーム】 

ガイドブックに載っていない綺麗なプライベートビーチにご案内します。洞窟や海でミッションをクリアしていくサバイ

バルゲームをお楽しみいただけます。 

 

所要時間：1時間／開催時間：日中 

料金：1名 7,000円、2名 6,000円／人、3名以上 5,000円／人 

 

【トロピカルフィッシングコース】 

目の前を泳いでいる小さい熱帯魚を釣り上げるトロピカルフィッシング体験をお楽しみ

いただけます。 

※熱帯魚観察体験のため、観察後はリリースします。 

 

所要時間：1時間／開催時間：日中（満潮から前後 3時間付近） 

料金：1名 7,000円、2名 6,000円／人、3名以上 5,000円／人 

 

 

【Day time SUP -Stand Up Paddle Board-】 

朝、昼、夕刻、夜と時間によって楽しみ方が変わる SUP を体験いただけます。その日

の一番良いシーンをクルーが写真やムービーで撮影します。 

 

所要時間：1時間／開催時間：日中 

料金：1名 12,000円 

 

 

 

 

【Night SUP or Sunset SUP】 

目の前で落ちる夕日を好きな音楽を聴きながらゆったりとクルーズする Sunset SUP、も

しくは日没後のライティングされた夜の海で神秘的な時間を過ごせる Night SUP を体

験いただけます。 

 

所要時間：1時間／開催時間：日没付近または日没後 

料金：1名 15,000円 

 

【SUP 無人島クルージング＋シュノーケル体験】 

SUP の乗り方や基礎知識をレッスンした後に、熱帯魚の多い無人島を目指してクルー

ジングします。SUPから眺める海と神秘的な無人島を堪能できる他、目の前の海でシュ

ノーケリングも体験可能です。 

 

所要時間：2時間／開催時間：日中 

料金：1名 27,000円 
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4.快適な仕事環境をご提供するビジネス用ブース 

ホテル内 2Fのワークスペースをご利用いただくことができます。イスとテーブル、 

WiFi環境が完備されたスペースでストレス無く、ワーケーションしていただけます。 

 

 

5.近隣バス停・ビーチまでの送迎／タクシー手配サービス 

サマーシーズンは沖縄への観光客が増加するため、レンタカーの需要が高まり予約が取りづらくなることが懸念さ

れています。そこで本企画ご利用のお客様へは、滞在期間中近隣バス停やビーチまでの送迎、タクシーの手配を

行わせていただくことで、ご滞在中の貴重なお時間を十分に楽しんでいただけるよう対応いたします。 

 

・HIYORIオーシャンリゾート沖縄 

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【概要】 

所在地：沖縄県国頭郡恩納村仲泊 1055-1 

アクセス：那覇空港より車で約 49分（沖縄自動車道 石川 I.C.より県道 73号で西へ約７分） 

客室数：203室 

付属設備：7 種類のダイニング、屋外・屋内プール、露天大浴場、フィットネスジム、会議室、エステサロン、コンビニ、 

駐車場 他 

ホテル運営：サンフロンティアホテルマネジメント株式会社 

URL：https://okinawa-hiyoriocean.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://okinawa-hiyoriocean.jp/
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・サンフロンティアホテルマネジメント株式会社 

                               

サンフロンティアホテルマネジメント株式会社が展開するブランド『HIYORI HOTELS ＆ RESORTS』のテーマは

「心温かい楽しいホテル」。心温かいスタッフによるサービスと、きめ細やかでパーソナルなおもてなしにより、お客

様へ「心身のご満足」と「快適なホテルステイ」をご提供します。 

ホテル運営の目的は、ご利用いただいたお客様お一人おひとりに、癒しの時間と空間をご提供し、心豊かにお過

ごしいただき、最高の笑顔でご出立いただくこと。ホテルのハード面だけではなく、設備・内装やオペレーションに

至るまで、どこまでもお客様視点にこだわり「また何度でも帰ってきたい」と感じていただけるホテルを目指していま

す。 

https://club.hiyori-hotel.jp/ 

 

【会社概要】 

会社名：サンフロンティアホテルマネジメント株式会社 

代表取締役社長：堀口 智顕 

設立：2015年 8月 

本社：東京都千代田区有楽町 1-2-2 東宝日比谷ビル 8階 

事業内容：ホテル開発・運営事業等 

URL：https://www.sfhm.co.jp/ 

 

・サンフロンティア不動産 

                               

 

サンフロンティア不動産株式会社は、東京都⼼部における中⼩型オフィスビルの再 

⽣と活⽤を中核とした事業を展開しております。「利を求むるに⾮ず、信任を求むる 

にあり」「お客様視点を貫き、お困りごとを解決する、期待以上で応える！」という事 

業⽅針のもと、ビルの仕⼊から企画・開発、テナント⼊居、そして販売とその後のサ 

ポートに⾄るまで⼀貫した不動産サービスを通じ、“世界⼀お客様に愛され、選んで 

いただける不動産会社”を⽬指しております。 

 

【会社概要】 

会社名：サンフロンティア不動産株式会社 

代表取締役社長：齋藤 清⼀ 

設立：1999年 4月 

URL：https://www.sunfrt.co.jp/ 

 

サンフロンティア不動産株式会社のプレスリリース⼀覧 

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/69250 

 

＜本件のお問い合わせ先＞ 

サンフロンティア不動産株式会社 グループマーケティング本部 

TEL: 03-5521-1345 / E-mail: media@sunfrt.co.jp 

 

https://club.hiyori-hotel.jp/
https://www.sfhm.co.jp/
https://www.sunfrt.co.jp/
https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/69250

