
JC-SAT2007 開催のご案内 
 

◆概要： 

  JC-SAT2007 は、衛星通信関連分野における日韓共催の研究会です。詳しいプログラムは衛星通信研

究会 WEB サイト（http://www.ieice.org/cs/sat/jpn/）をご参照ください。 

 お問い合わせは下記 SAT 研幹事アドレスまで Email でご連絡ください。 

 アドレス：           

 

◆費用（予定）： 

 聴講： 無料 

 資料予価： ¥3,500（IEICE, AIAA, IEEE 会員） 

  ¥4,000（非会員） 

 懇親会： ¥3,000（予定） 

 

◆会場および宿泊について： 

 会場は沖縄県青年会館（http://www.okinawakenseinenkaikan.or.jp）です。交通アクセスは左記 Web

サイトをご覧ください。 

 会場周辺の宿泊施設情報は、次ページ以降を参照ください。なお、本宿泊施設情報はあくまで参考情

報であり、内容に関して責任を負いかねます。詳細は各施設にお問合せ願います。 

 

http://www.ieice.org/cs/sat/jpn/
http://www.okinawakenseinenkaikan.or.jp/


◆宿泊施設リスト 

ホテル名 アクセス 
料金 

URL 
ｼﾝｸﾞﾙ ﾂｲﾝ 

＜会場＞ 

沖縄青年会館 

那覇空港： 

モノレール/那覇空港駅から 10 分、旭橋駅・県庁前駅下車。ど
ちらも徒歩約 7 分 

車/国道 58 号線を那覇市街方面へ～泉崎交差点越え東横イン 

左折～2 つ目の交差点を右折～左側 

------- ------- 

http://www.oki

nawakenseine

nkaikan.or.jp/ 

東横ＩＮＮ 

那覇旭橋駅前 

那覇空港： 

モノレール/那覇空港駅から 10 分、旭橋駅下車、徒歩約 5 分 

車/約 10 分 国道 58 号線を那覇市街方面へ～泉崎交差点をこ
えて～すぐ左側。ホテルの裏手に駐車場 

・国際通りまで徒歩約 10 分。 

A¥5,460 

B¥6,090 

ﾀﾞﾌﾞﾙ
¥8,190 

 

ﾂｲﾝ 

¥8,190 

http://www.toy

oko-inn.com/h

otel/00076/ind

ex.html 

ホテルサンワ 

那覇空港： 

モノレール/那覇空港駅から 10 分、県庁前駅下車、徒歩約 5 分 

車/約 10 分 国道 58 号線を那覇市街方面へ～久茂地交差点を
左折し松山通りへ～2 つ目の路地を左折、すぐ右手 

¥5,000 ¥8,000 

http://www.sa

n-a.co.jp/hotel/

hotel_sanwa/i

ndex.html 

那覇第一 

ホテル 

那覇空港： 

モノレール/那覇空港駅から 10 分、旭橋駅 or 県庁前駅下車（料
金￥230）徒歩約 7 分 

タクシー /58 号線沿いの那覇第一ホテルと指示（料金約
￥1,000）約 10 分 

バス/バスターミナル下車（料金￥200）徒歩約 8 分 

那覇港から徒歩/約 15 分 

¥5,800 ¥10,000 

http://www.na

hadaiichi-hote

l.biz/ 

ホテル 

サン沖縄 

那覇空港： 

モノレール/那覇空港駅から 10 分、県庁前駅下車、徒歩約 3 分 

・国際通りまで徒歩 4 分 
¥8,400 ¥12,600 

http://www.ho

tel-sunokinaw

a.co.jp/ 

GRG ホテル 

那覇東町 

那覇空港： 

モノレール/那覇空港駅から 10 分、旭橋駅下車、徒歩約 2 分 

車/約 7 分 国道 58号線を那覇市街方面へ～泉崎交差点を左折
～すぐ左側 

・国際通りまで徒歩約 10 分 

¥6,000 ¥10,500 

http://www.gr

ghotelnaha-h.

com/ 

沖縄ポート 

ホテル 

那覇空港： 

モノレール/那覇空港駅から 10 分、旭橋駅から徒歩 3 分 

タクシー/車７分 

バス/路線バス/名護西空港線約 10 分、那覇バスターミナルから
徒歩 5 分 

沖縄自動車道：那覇ＩＣから車 30 分 

¥12,705 ¥17,325 

http://www.ish

inhotels.com/o

kinawa-portho

tel/jp/ 

沖縄 

ワシントン 

ホテル 

那覇空港： 

モノレール/那覇空港駅から 10 分、旭橋駅下車、徒歩約 10 分 

車/約 15 分 国道 58 号線を那覇市街方面へ～泉崎交差点を左
折～久米大通りに入り直進、ファミリーマートが目印（TAXI 

約￥1,000） 

・国際通りまで徒歩 15 分（TAXI 約￥450） 

¥9,120 ¥16,170 
http://www.oki

nawa-wh.com/ 

沖縄 

ハーバービュ
ーホテル 

那覇空港： 

モノレール/壷川駅、旭橋駅より徒歩約 10 分 

車/約 10 分 料金 1,500 円前後 

バス/国内線旅客ターミナルビル前,那覇バス（路線番号：25、
99、111、113、120、123 番） 

  降車バス停：（那覇バスターミナル構内）旭橋 

  料金：大人 200 円、子供 100 円/所要時間：約 15 分(バス
降車後徒歩 5 分弱) 

------- 

¥20,790 

(１人利用) 

 

¥24,255 

http://www.ha

rborview.co.jp/ 

ロワージール 

ホテル那覇 

那覇空港： 

モノレール/那覇空港駅から 10 分、旭橋駅下車徒歩約 15 分 

タクシーで 5 分 

車/約 15 分 国道 58 号線を那覇市街方面へ～旭橋交差点を左
折～そのまま直進、突き当たり 

 バス/県庁駅前下車→「琉銀本店前バス停」から「那覇市内線
バス１番」「5 番三重城行き」乗車 

------- 

¥21,000 

(１人利用) 

 

¥24000 

http://www.loi

sir-naha.com/

pages/index2.

html 

沖縄かりゆし 

アーバン 

リゾート 

・ナハ 

那覇空港： 

モノレール/那覇空港駅から 15 分、美栄橋駅下車徒歩約 10 分   

車/約 20 分（料金約 1,500 円） 

バス/99 番にて泊高橋停留所下車（200 円）徒歩約１分   

駐車場）隣接する「とまりんパーキング」約 450 台駐車可。契
約により１泊 500 円にて 

------- 

¥17,850 

(１人利用) 

 

¥18,900 

http://www.ka

riyushi.co.jp/u

rban/ 
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◆ 会場周辺図 
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