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Sesoko Resort Hilton Okinawa

Conferences & Events
カンファレンス & イベント



ヒルトン沖縄瀬底リゾートは沖縄本島の北部に位置し、那覇空港から車で約90分。

沖縄美ら海水族館や今帰仁城跡、やんばるの自然を楽しむエコツアーなど魅力的な観光を楽しめる抜群のロケーション。

ホテル内には屋内外プール、スパなどの施設、地元食材をはじめとする新鮮な魚介、

滋味溢れる旬の野菜などシェフ自慢の素材を使用した多彩なレストランが充実。

オーシャンビューの客室からは、刻 と々変わりゆく海の色やサンセットを眺めながら心地よくお過ごしいただけます。

ホテルに隣接する瀬底ビーチでは、マリンアクティビティやウェルネスアクティビティが楽しめたりと、

瀬底島ならではの滞在を満喫いただけます。

牧歌的な島と澄みわたる海で過ごす非日常空間

Hilton Okinawa Sesoko Resort Sesoko
- idyllic yet extraordinary place on crystal blue waters

Located 1.5 hour away from Taipei and 2.5 hours from Tokyo,

Okinawa is a cultural gem with history influenced by Japan, China and Southeast Asia.

With warm summers and mild winters, Okinawa is an attractive holiday destination where visitors enjoy marine sports

on cobalt blue waters, trekking in the Yanbaru National Park and savor unique local cuisine.

90-minute away from Naha Airport and with easy access to Okinawa Churaumi Aquarium,

Hilton Okinawa Sesoko Resort offers guest rooms with ocean views, outdoor and indoor pools,

spa, marine sports, a variety of dining options, executive lounge and contemporary meeting and event spaces.
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Ie Island
伊江島

Minna Island
水納島

Kanehide Kise Country Club
かねひで喜瀬カントリークラブ

Nago City
名護市街地

Bel Beach Golf Club
ベルビーチゴルフクラブ

本部港の西に見える瀬底島は、周囲約8kmの小さな島。 

昭和60年に全長762mの瀬底大橋で沖縄本島と瀬底島が結ばれました。

ホテルの目の前には本島屈指の透明度を誇る白砂の静かな瀬底ビーチがあります。

ビーチから眺める伊江島や水納島の情景は美しく、

島の向こうに沈む夕日が空を染めゆく時間は幻想的です。

Sesoko Island, which is located west of Motobu Port,

is a small island with a circumference of 8km. In 1985,

it was connected to the Okinawa main island by the 762-meter long Sesoko Bridge. 

In front of the hotel is the Sesoko Beach,

known among the locals for its crystal clear waters and the soft, sandy beach.

Panoramic views over two islands across the sea from the lobby

– Ie Island and Minnna Island - is truly picturesque and spectacular, especially during the sunset.

・白い砂浜と透明度抜群のビーチ、非日常を体験できる情景（水納島・伊江島・星空）

・マリンスポーツやゴルフ、ウェルネスなどの様々なアクティビティ

・世界遺産の今帰仁城跡や沖縄伝統工芸体験

・トレッキング、マングローブカヤック体験、辺戸岬など、自然を満喫できるやんばる国立公園

ホテル周辺および北部エリアの魅力 

Attractions around the hotel and the Northern Okinawa
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・Scenic surroundings with white sandy beach, transparent waters, island views and clear night sky
・Wide variety of activities including marine sports, golf and wellness
・UNESCO World Heritage site Nakijin Castle Ruins and Okinawan traditional craft making activities
・Yanbaru National Park with trekking courses, mangrove forest kayaking and Hedomisaki viewpoint

Kouri Island
古宇利島
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Okinawa Churaumi Aquarium
沖縄美ら海水族館

UNESCO World Heritage
Nakijin Castle Ruins

世界遺産 今帰仁城跡

22
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Yanbaru National Park
やんばる国立公園

Yagaji Mangrove 
屋我地マングローブ
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現地情報

Our Location
国営沖縄記念公園（海洋博公園）：沖縄美ら海水族館



美しい海やリゾートガーデンを一望できる298室の客室は、滞在に欠かせない機能的な設備とバス・トイレ独立式の浴室を完備。

バスルームから眺める景色に癒されながら、ラグジュアリーな時間をお過ごしいただけます。

Relax and unwind in our 298 comfortable guest rooms and suites. With private balcony overlooking the ocean or resort garden,
rooms feature all the necessary amenities and a modern bathroom with separate bathtub and shower.
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Our Rooms

ゲストルーム （36㎡） ／ デラックスルーム （36㎡） ／
エグゼクティブルーム （36㎡） ／ 
デラックススイート （70㎡） ／ プレミアムスイート（106㎡）
ユニバーサルルーム （48㎡）

50インチ液晶テレビ ／ Wi-Fi（有料） ／ 室内自動空調（冷暖房） ／
客室内金庫 ／ 目覚まし機能付き時計 ／ 冷蔵庫 ／ 
ヘアドライヤー・バスアメニティー ／ コーヒー・紅茶 ／
湯沸かしポット ／ 浴衣またはパジャマ・スリッパ ／ アイロン・アイロン台

客室設備

客室案内（298室）

チェックイン／チェックアウト
チェックイン 午後3:00　チェックアウト 午前11:00

Guest Room （36㎡） ／ Deluxe Room （36㎡）
Executive Room （36㎡） ／
Deluxe Suite （70㎡） ／ Premium Suite （106㎡） ／
Universal Room （48㎡）

50-inch TV / Wi-Fi （Chargeable） ／ Air conditioning ／ 
Safety box ／ Alarm clock ／ Refrigerator ／
Hair dryer & Bath amenities ／ Coffee・Tea ／ Kettle ／
Yukata or Pajamas・Slippers ／ Iron & Ironing board 

Room Amenities

Room Category (298 rooms)

Check-in／Check-out Time
Check-in 3:00pm　Check-out 11:00am

客室情報

ゲストルーム ／ デラックスルーム ／ エグゼクティブルーム デラックスルーム（テラス付き）

エグゼクティブルーム（テラス、アウトバス付き）

客室は最大大人4名様までご滞在可能です。
Our rooms can accommodate up to 4 adults.

デラックススイート

Guest Room ／ Deluxe Room ／ Executive Room

3名1室利用時
Triple Share

Deluxe Room with Terrace

Executive Room Terrace Outdoor Bath Deluxe Suite

レイアウトイメージLayout Image

4名1室利用時
Quad Share



最大168名様まで収容可能な会場は、3会場まで分割して利用することができ、セミナー、会議、展示会、立食パーティー、結婚披露宴などの

様々なスタイルに合わせてご利用いただけます。コンパクトながらも洗練された宴会場Orchid（オーキッド）では、南側の窓から入る自然光で

開放感溢れる空間を堪能することができ、ホワイエからは伊江島や水納島までも見渡すことができる美しいパノラマビューが望めます。

様々なご要望にも柔軟に対応するヒルトンならではのサービスで、参加者皆様の心に残るミーティングやイベントを提供します。

Host your next meeting, conference or event at our seaside resort.
Our compact yet sophisticated Orchid function room can accommodate up to 168 guests and can be divided into three separate venues.
Floor-to-ceiling window on the South side can take in natural light into the function room,
and guests can enjoy panoramic views of Ie Island and Minna Island from the foyer.
With a friendly service, our staff will respond meticulously to your needs to create a memorable event for the participants.
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Meetings & Events
ミーティング＆イベント スクールClassroom

Orchid all
最大90名 ／ 90 guests

Orchid 1, 2, 3
最大24名 ／ 24 guests

Orchid all
最大100名 ／ 100 guests

Orchid 1+2
最大60名 ／ 60 guests

Orchid 1, 2, 3
最大30名 ／ 30 guests

正餐Banquet

立食Reception

Orchid all
最大90名 ／ 90 guests

Orchid 1+2
最大60名 ／ 60 guests

Orchid 1, 2, 3
最大30名 ／ 30 guests

Orchid 1+2
最大60名 ／ 60 guests

面積（㎡）
Area

宴会場規模 Dimensions

108
106
54
54
52

最大収容人数 Capacity

160

8.6
8.6
8.6
8.6
8.6
8.6

12.6
12.3
6.3
6.3
6.0
18.6

3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6

100
100
50
50
50
168

60
60
30
30
30
100 90

60
60
24
24
24
90

42
42
24
24
24
66

36
36
21
21
21
57

36
36
24
24
24
54

縦（m）
Length

横（m）
Width

高さ（m）
Height

シアター
Theater

立食
Reception

正餐
Banquet

スクール
Classroom

ロの字
H-square

コの字
U-shape

カンファレンス
Conference

60
60
30
30
30

Orchid 2+3
Orchid 1+2
Orchid 3
Orchid 2
Orchid 1
Orchid all

宴会場名
Banquet Room
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Activities
アクティビティ

Eating
MINDFUL MINDFUL

Meeting Being
MINDFUL

フィットネスセンター、 マリンスポーツ、 ダイビング
シュノーケリング、 沖釣り、 スパ、 ヨガ、 ハイキング
トレッキング、 カヌー

Fitness Center, Marine Sports, Diving, Snorkeling
Offshore Fishing, Spa, Yoga, Hiking, Trekking
Canoe

Sports & Wellness
スポーツ&ウェルネス

カービング（ローストビーフ、やんばるチキン、やんばるポーク）、
本部牛ステーキステーション、マグロ解体ショー、
海鮮丼ライブステーション

Carving（Roast Beef, Yanbaru Chicken, Yanbaru Pork）, 
Steak Station（Motobu Beef）, Tuna Filletting Show, 
Seafood Rice Bowl Station

Live Kitchen
ライブキッチン

伝統工芸体験、 伝統料理体験、 シーサー絵付け
エイサー、 獅子舞、 伝統舞踊、 花火

Traditional Craft Making Experience, Traditional Cooking, 
Making the Okinawan Guardian Lions, 
Eisa Dance Performance, Lion Dance, 
Traditional Dance, Fireworks

Traditional Arts & 
Entertainment
伝統芸能&エンターテインメント

Meet With Purpose
ミート ウィズ パーパス

Meet With Purposeは、より一層意義のあるご滞在にするための環境に優しい取り組みや健康的なイベントをご提案するプログラムです。

Meet with Purpose makes it easy for meeting professionals to achieve business and sustainability goals in everyday meetings.
Proven to make meetings more productive, memorable and meaningful,
Meet with Purpose promotes eco-friendly practices and offers balanced choices for meeting participants.

地元産の季節の食材を使用、健康バラン
スを考えた適切な量の料理を提供するな
どにより、食料の浪費を最小限にします。

無駄な資源エネルギーの使用を抑えた、よ
り環境に優しいイベントを主催することが
できます。

フィットネスイベント、スパ利用、野外活動
などを皆様のイベントに採用いただくこと
で、皆様自身の健康保全にもお役立てい
ただけます。

Re-examining event dining, you can 
plan to minimize food waste and encour-
age far more balanced choices, portion 
control, locally - sourced cuisine, season-
al ingredients, and more.

Utilizing meeting practices that are less 
resources - intensive, you can host more 
environmentally - friendly events.

Enhance guest experiences by adding 
fitness events, spa promotions, outdoor 
activities, and breaks that offer stimulat-
ing, energy - building interest.
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Restaurants& Bar
地元食材をはじめとする新鮮な魚介や滋味溢れる旬の野菜を贅沢に使用した沖縄の伝統料
理や、国際的な料理の数 を々ビュッフェスタイルでお楽しみいただけます。南国の木々のみどりが
広がるガーデンを眺めながら、アマハジならではの多彩な食の体験をお楽しみください。

Savor flavorful Okinawan, Japanese and international cuisine for breakfast, lunch and 
dinner at our buffet style restaurant AMAHAJI. Enjoy the comfortable setting with views 
over tropical gardens.

オールデイダイニング「アマハジ」　264席

All Day Dining “AMAHAJI”　264 seats

沖縄が誇る繊細な旨味を兼ね備えたブランド牛や豚、鶏など人気の食材と、近郊の漁港から旬の
魚介類を仕入れており、素材そのものからの美味をご堪能いただけます。オープンキッチンでシェフ
が繰り広げる調理テクニックや臨場感たっぷりのパフォーマンスはグリルならではの魅力です。

Sisuco Grill offers mouthwatering dishes including steak, seasonal seafood, and plentiful 
fresh local ingredients. The grill’s open kitchen with live cooking stations will make your 
dining experience interactive and entertaining. Come gaze at the romantic sunset and 
savor our chef’s unique specialties.

ステーキ&シーフード「シスクグリル」　136席／個室1室

Steak & Seafood “Sisuco Grill”　136 seats／1 private room

沖縄旅行には欠かせないバーベキュー。県産食材や旬の食材を贅沢に揃え、心地よい潮風を感じ
ながら優雅なひと時をお過ごしいただけます。プールや隣接するビーチで遊んだ後はもちろん、サン
セットが美しい時間帯のバーベキューは格別です。

Enjoy fun evening with your family and friends, cooking fresh local ingredients on your 
BBQ grill. The venue is right by the pool, and a short walk from Sesoko Beach. Come on 
over after a nice swim in the pool and experience the gorgeous sunset. 

プールサイドバーベキュー　44席

Poolside BBQ　44 seats

豊かな自然から収穫した島野菜、沖縄ハーブやフルーツでアレンジした料理を、五感で楽しめる
イタリアンレストラン。伝統的な家庭料理や沖縄料理からインスピレーションを受けた創作イタリ
アン、本格ピザ窯で焼き上げたピザなど、心ときめく多彩なメニューをお贈りします。記念日や特
別な日はもちろん、気軽に訪れやすいトラットリアスタイルでご利用いただけます。

An Italian trattoria where your five senses are awaken by delicious dishes using fresh 
local vegetables, herbs and fruits. Our experienced chefs offer traditional home cooking, 
Okinawan fusion dishes, oven-baked pizzas and many more creations. Suitable for 
special celebrations as well as for casual gatherings.

イタリアンレストラン「セマーレ」　106席／個室2室

Italian Restaurant “SeMare”　106 seats／2 private rooms

青く輝く圧巻のオーシャンビューや、水平線に沈む夕日の絶景、そして瞬く満天の星を眺めることが
できるロビーラウンジ＆バー「ハナリ」。大切な方や友人との気軽なティータイムや、ロマンチックな
バータイムにぜひご利用ください。

Relax in our Lobby Lounge & Bar Hanari and admire breathtaking ocean views or a 
spectacular sunset at the horizon. Linger and relax in the sofa with coffee or tea, or enjoy 
cocktails with your friends or loved ones. Hanari offers ample choice of hot and cold 
beverages, alcoholic drinks and light snacks.

ロビーラウンジ&バー「ハナリ」　14席

Lobby Lounge & Bar “Hanari”　14 Seats

ルームサービスでは、朝食メニューからオールデイメニュー、スイーツやお飲み物までバラエティ豊か
に取り揃えております。

Order and dine in the comfort of your room through our Room Service menu, offering 
breakfast, all day items, desserts and beverages.

ルームサービス

Room Service

レストラン＆バー
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Our Hotel
施設案内

1F 2F

1
2

3

EV

宴会場イタリアンレストラン「セマーレ」
Italian Restaurant “SeMare”

ロビーラウンジ&バー「ハナリ」
Lobby Lounge & Bar “Hanari”

コンシェルジュ／アクティビティデスク

フロントデスク
Front Desk

Concierge and Activity Desk

Banquet Room Orchid

テラス
Terrace

テラス
Terrace

ヒルトン・グランド・バケーションズヒルトン・グランド・バケーションズ
Hilton Grand Vacations

Steak and Seafood “Sisuco Grill”

屋内プール

ステーキ&シーフード「シスクグリル」

オールデイダイニング「アマハジ」

女子更衣室
テラス

EV
All Day Dining “AMAHAJI”

フィットネスセンター
Fitness Center

スパ
Spaコインランドリー

Coin Laundry

Changing Room
Ladies

男子更衣室
Changing Room
Gentlemen

Indoor Pool

Terrace

Spa, Coin Laundry,
Fitness Center

池
Pond

池
Pond

屋外プール
Outdoor Pool

スパ、 コインランドリー、
フィットネスセンター

駐車場
Parking

ヒルトン沖縄瀬底リゾート
Hilton Okinawa Sesoko Resort

瀬底ビーチ
Sesoko Beach

Steak and Seafood
“Sisuco Grill”

ステーキ&シーフード
「シスクグリル」

Designed to create event experiences that are clean, flexible, safe and socially responsible,
Hilton EventReady provides curated solutions for every step of your event,
from innovative technology resources, redesigned spaces to food and beverage presentations.

ホテル内のパブリックスペースの清掃回数
を増やします。エントランスや人の出入りが
多いエリアには、消毒用ジェルを設置いたし
ます。

Guests will find disinfecting stations with 
hand sanitizer available throughout our 
hotel. Additionally, public areas are 
cleaned at scheduled intervals, including 
frequent maintenance of high-touch areas 
like elevators and bathrooms.

お客様同士の適切なソーシャルディスタン
スを保ちつつ、高度な衛生基準を維持する
ために、テーブルと座席の間隔を空けてい
ます。また必要に応じてお客様にはマスクと
ビニール手袋の着用を推奨しております。

The spacing of tables and chairs has been 
reviewed to promote proper physical 
distancing between guests while maintain-
ing our increased hygiene standards. We 
encourage guests to wear masks and 
gloves while handling food.

お客様にとって、最も快適さが求められるの
が客室です。「ヒルトン・クリーンステイ客室
シール」や、客室内の頻繁に触れるエリア
に対する徹底した清掃・消毒など、お客様
が清潔で快適な空間でお過ごしいただける
ように、様々な取り組みを行っています。

Nowhere is your comfort more important 
than in the guest room. From the Hilton 
CleanStay Room Seal to focused disinfec-
tion of high-touch areas in the guest room, 
we’re committed to providing guests with 
a clean, comfortable space.

ヒルトン・クリーンステイ
衛生基準導入「EventReady」

Hilton EventReady with CleanStay

パブリックスペース
Public Area

イベント会場
Event Space

客室
Guest Rooms

清潔、柔軟性、安全と社会的責任を果たすイベント体験を実現するために開発されたヒルトン「EventReady」プログラム。

革新的なテクノロジーやソーシャルディスタンスを取り入れたレイアウト、

お飲物・お食事のご提供方法に至るまで、お客様のご要望に沿ったソリューションをご提供いたします。
大型バス
専用パーキング
Coach Parking



Access

那覇空港から

Okinawa Churaumi Aquarium
沖縄美ら海水族館

Cape Manzamo

Aeonmall Okinawa Rycom

万座毛

Sesoko Island
瀬底島

Shuri Castle
首里城

Okinawa Convention Center
沖縄コンベンションセンター

Naha Airport
那覇空港

イオンモール沖縄ライカム

Tomigusuku Nakachi IC
豊見城・名嘉地IC

Naha IC
那覇IC

Okinawa Expressway
沖縄自動車道

Kyoda IC
許田IC

From Naha Airport

車で約90分。
国道331号線経由、沖縄自動車道
「豊見城・名嘉地」ICから「許田」ICを経由。
国道58号線から国道449号線へ25キロ直進。
瀬底大橋（交差点）で左折し瀬底大橋を渡り、
県道172号線から2キロ先となります。　

Approx. 90 minute drive from Naha Airport.
Via Route 331, take Okinawa Expressway
from Tomigusuku Nakachi IC to Kyoda IC,
and join Route 58. Merge onto Route 449
and drive straight for 25 km.
Turn left at Sesoko Ohashi intersection
and cross Sesoko Ohashi bridge.
Hotel is located 2 km ahead of Prefectural Road 172.

〒905-0227
沖縄県国頭郡本部町瀬底5750

5750 Sesoko Motobu-cho, Kunigami-gun, Okinawa,
905-0227 Japan

TEL： 0980-47-6300  FAX: 0980-47-6301

アクセス情報

Sesoko
Beach

瀬底ビーチ

Anchi-hama
Beach

アンチ浜

Sesoko
Bridge

瀬底大橋


