
 

コロナウイルス感染拡大に伴う営業時間変更のお知らせ 

 

平素より「ヒューイットリゾート那覇」をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。 

当館では、新型コロナウイルス感染症拡大の予防に関する行政機関の要請を受け、10 月 14 日より当面の間、

館内施設の営業時間を下記のとおり変更いたします。お客さまとホテル従業員の健康と安全を最優先に、衛

⽣管理の徹底に努め、安⼼してご利⽤いただけますよう感染拡大防⽌策を講じて参ります。  

 

■下記施設の営業時間を当面の間変更させて頂きます。  

 

ブッフェレストラン「TIIDA」(1F) ※通常営業  

営業時間：ブレックファスト 07:00-10:00（L.O.09:30)  

ランチ           11:30-14:30（L.O.14:00)  

※ご利⽤⼈数に応じて会場の変更や提供スタイルを変更させて頂く場合がございます。 

 

グリルレストラン「MASAN」(13F)  

営業時間：ディナー 18:00〜21:00（L.O. 20:00） 

※酒類の提供は 20:00 までとさせていただきます。 

 

プールサイドバー「The Bar」(13F)  

営業時間：11:30 ‒ 21:00（L.O. 20:00） 

※酒類の提供は 20：00 までとさせていただきます。  

 

インフィニティ・エッジ・プール(13F)  

営業時間：08:00 ‒ 20:00  

※ご宿泊のお客様は年内無料でご利⽤頂けます。 

※混み合っている際は、お客様の安全と過密回避を考慮しプール内の遊泳者を最大で 20 名様とさせて頂き

ます。また、多くの皆様にご利⽤していただく為ご利⽤時間を 1 時間程度に制限させて頂きます。お時間に

なりましたら、スタッフよりお声掛けさせていただきます。 

 

3D ホログラムショー：「MASAN」テラス(13F)  

上映時間：日没後 ‒ 20:00   ※強風や悪天候の際は、上映を中⽌する場合がございます。 

 

 

 

 

 



 

 

Thank you very much for your continued patronage of Hewitt Resort Naha. In response to a request from the 

government agency regarding the prevention of the spread of new coronavirus infections, the facility will 

change its business hours as follows for the time being from October 1st. With the highest priority given to the 

health and safety of our customers and hotel employees, we will endeavor to thoroughly manage the safety of 

the hotel and take measures to prevent the spread of infection so that it can be used safely.  

 

 

■ Business hours and the contents of the following facilities will be changed for the time being.  

 

Buffet restaurant "TIIDA" (1F) *Open as usual  

Business hours: Breakfast 07: 00 AM-10: 00 AM (L.O. 9: 30 AM) 

Lunch 11: 30 AM - 2:30 PM (L.O. 2:00 PM) 

* The venue and the style of provision may change depending on the number of guests. 

 

 

Grill restaurant "MASAN" (13F) 

Business hours: Dinner 6:00 PM - 9:00 PM (L.O. 8:00 PM) 

* Alcoholic beverages will be served until 8:00 PM. 

 

 

Poolside bar "The Bar" (13F) 

Business hours: 11:30 AM ‒ 9:00 PM (L.O. 8:00 PM) 

* Alcoholic beverages will be served until 8:00 PM. 

 

 

Infinity Edge Pool (13F) 

Business hours: 8:00 AM ‒ 8:00 PM 

* Guests staying at the hotel can use it free of charge within the year. 

* When it is crowded, consider the safety of customers, and avoid overcrowding. 

Maximum of 20 people. Also, for many people to use. We will limit the usage time to one hour. 

When it's time, the staff will speak to you. 

 

 

3D hologram show (13F) 

Screening time: After sunset ‒ 8:00 PM 

* The screening may be canceled due to strong winds or bad weather. 


