
Kariyushi Hotels ・ Karate Friendly Hotel
「空手家」サポートメニュー

Kariyushi Hotels は沖縄に訪れる「空手家」の皆様に各種サポートをご用意いたしました、ぜひご利用下さい。

対象ホテル： 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ

かりゆし LCH PREMIUM、かりゆし LCH２nd,、かりゆし LCH Izumizaki県庁前

②道着クリーニング（上下1セット）

受付 ホテルフロントデスク
料金 1000円（税込） お渡し受付日から3日後となります。

①無料送迎サービス

人数 1グループ10名以上～40名様まで、Kariyushi Hotels に2連泊以上
区間 滞在ホテル ⇆ 那覇市周辺大会会場・空手道場・練習場
※1日1往復とさせて頂きます。

※バスの台数に限りが有、提供が出来ない場合もございます。

●かりゆしホテルズよりおすすめの練習場：
波の上ビーチ：かりゆし各ホテルからお車で10分弱（1.2 km）、那覇で唯一遊泳のできる
タウン派ビーチ。市民の憩いの場所にもなっています。ビーチ公園ではバーベキューも行えます。
更衣室・ロッカーなどの設備が整い、泳いだあとにそのまま街へと出かけることもできます。ビーチ
空手の練習場としておすすめします。http://www.naminouebeach.jp/

沖縄の世界遺産 中城城跡:
中城城跡は世界遺産(琉球王国のグスク及び関連遺産群)/国指定史跡/日本100名城に
指定。沖縄の東海岸の高台に有りますので、日の出・サンセットのビユーはとても素晴らしいです。
https://www.nakagusuku-jo.jp/
※入場料：400円。

泊緑地公園：
とまり緑地公園は、那覇市泊にあるかりゆしアーバンリゾート・ナハの隣にあります。泊港が併設
されているので、船の行き来を見ることができます。とはいえ、すぐ近くに国道58号線が通り、街
中にある公園なので、休憩したりするにはもってこいの場所です。空手家の方はホテルの滞在中
にオープンエアーの練習場としてのご使用、園児たちの遠足など様々な事で使われています。

③宿泊予約

各ホテルへのリンクから宿泊の予約可能です。
•沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ
•かりゆし LCH PREMIUM
•かりゆし LCH２nd.
•かりゆし LCH Izumizaki県庁前

問い合わせ：Tel: 0081-98-868-2161 Mail：mice@Kariyushi.co.jp 担当：鈴木 アラディン

http://www.naminouebeach.jp/
https://www.nakagusuku-jo.jp/
mailto:Mail.miice@Kariyushi.co.jp


Kariyushi Hotels ・ Karate Friendly Hotel
「Karate Ka」 Support menu

For the comfort of your and your fellow Karate Ka when staying with us, Kariyushi Hotels Group offering below 
services to Karate Ka Guests.

Karate Gi Cleaning services

Do not want to spend your precious time in front of the laundromat looking at your Gi for 1 hour? Let us do the 
job for you.
1000 JPY per each Set of Gi. We wash and dry the Gi with n drying machine. ONLY use this service if your Gi is 
ok to wash and dry in the machine. Return in 3 days after collecting.

Free Transportation by Mini Bus

This service is for groups from 10 up to 40 people when staying in any of Kariyushi 
Hotels for more than 2 nights. Within Naha, Urasoe and Tomishiro City 1 round trip 
per day for dojos located around these 3 cities. For other areas please contact us.   

Interesting training places nearby:
Namino Ue Beach. Located in Naha city. This is Naha city only beach and it is open to the 
public all year round. See the website:

http://www.naminouebeach.jp/

World Heritage site: Nakagusuku Castle 
Nakagusuku Castle is on the list of 100 famous castles in Japan. It is also designated
as a Japanese historical site as well as a UNESCO World Heritage site, under the title
“Gusuku Sites and Related Properties of the Ryukyu Kingdom”.
See the website: https://www.nakagusuku-jo.jp/en 
400 JPY entrance fee 

Tomarin Park
It is located by the Naha port and one of the Kariyushi group hotels, Kariyushi Urban
Resort Hotel. It is a public park and there is no reservation and expenses needed. 
Enjoy training in the open air! 

For Hotel reservation click on below links for each hotel
★★★★ Okinawa Kariyushi Urban Resort Naha  
★★★ kariyushi LCH Premium 
★★★ kariyushi LCH 2nd.
★★★ kariyushi Izumizaki Kencho Mae.

Contact us : Tel: +81 98 868 2161 Email: mice@kariyushi.co.jp  To: Aladdin M. Suzuki

http://www.naminouebeach.jp/

