★

１日最大４
日最大４組様まで
組様まで！
まで！
石垣島・
石垣島・冨崎の
冨崎の高台で
高台で 八重山の
八重山の島々を
島々を眺めながら
ゆったりと流
ゆったりと流れる島時間
れる島時間 リラックスした時間
リラックスした時間お
時間お過ごしください
アットホームなサービスで 皆様をおもてなしいたします
皆様をおもてなしいたします

♪

宿・八重山すてい楽楽楽
Yado Yaima Stay Ra-ra-ra

♪

八重山の
八重山の島風を
島風を感じてください
やわらかい島風
やわらかい島風と
島風と美しい風景
しい風景につつまれ
風景につつまれ
南の島の楽園で
楽園で ゆったりとした島時間
ゆったりとした島時間を
島時間を過ごす
庭から 南に竹富島 空気が
空気が澄む日は黒島を
黒島を臨む
西に西表島 小浜島 夕陽を
夕陽を美しく映
しく映す海 そして西表島
そして西表島に
西表島に沈む夕陽
ごゆっくりと こころゆくまで 八重山の
八重山の島々・
島々・石垣島の
石垣島の風を感じてください
ゆったりとした時間
ゆったりとした時間をお
時間をお過
をお過ごしいただくためのお手伝
ごしいただくためのお手伝いをさせていただきます
手伝いをさせていただきます
♪
ぜひ、
ぜひ、宿・八重山すてい楽楽楽 で心地よい
心地よい島風
よい島風をお
島風をお楽
をお楽しみください
皆様のお
皆様のお越
のお越しを 心よりお待
よりお待ち申し上げております

八重山でみつけよう
八重山でみつけよう 私の宝物
石垣島から
石垣島から西表島
から西表島に
西表島に至る珊瑚礁は
珊瑚礁は 「石西礁湖」
石西礁湖」と言われ
日本国内最大の
日本国内最大の珊瑚礁です
珊瑚礁です
その珊瑚礁
その珊瑚礁と
珊瑚礁と熱帯の
熱帯の魚たちは 自然が
自然が私たちに与
たちに与えてくれた宝物
えてくれた宝物です
宝物です
八重山には
八重山には 昔から伝
から伝わる神事
わる神事も
神事も多く残り
十六日祭、
十六日祭、浜下り
浜下り、ハーリー、
ハーリー、八月世迎い
八月世迎い、アンガマ、
アンガマ、
エイサー、
エイサー、節祭、
節祭、結願祭、
結願祭、種子取祭 など 今でも島々
でも島々で
島々で行われています
島の自然は
自然は 海だけではなく 私たちにたくさんの感動
たちにたくさんの感動を
感動を与えてくれます
夜空を
夜空を見上げれば
見上げれば 満天の
満天の星 そして 水平線に
水平線に浮かぶ南十字星
かぶ南十字星
月夜の
月夜の晩は 月明かりの
月明かりの明
かりの明るさに驚
るさに驚かされます
ヤエヤマボタルが天
ヤエヤマボタルが天の川のように光
のように光り カンムリワシが羽
カンムリワシが羽を休める
石垣島をはじめ
石垣島をはじめ 八重山の
八重山の島々で
島々で 心に残る私だけの宝物
だけの宝物みつけてください
宝物みつけてください

〒907-0024 沖縄県石垣市字新川1641-64
TEL 0980-87-0692 FAX 0980-87-0719
E-mail info@yado-rarara.com
URL http://yado-rarara.com

Planning Office E-CAMP
〒907-0024 沖縄県石垣市字新川1641-64
TEL 0980-87-0692 FAX 0980-87-0719
E-mail e-camp@jeans.ocn.ne.jp

お問合わせ、ご予約は ：
TEL

0980-87-0692

URL

FAX

0980-87-0719

●ゲストルーム
当館は、館内全面禁煙とさせていただいております。 ご喫煙は、指定
の喫煙スペースにてお願いいたします。
チェックイン 2：00PM～7:00PM

チェックアウト 7:00AM～10：00AM

●ゲストルーム数 全４室 洋室ツイン ３室 和室（約９畳） １室
●全室／バス・トイレ（おしり洗浄機付・ユニットバス）、ヘアドライヤー、
カラーテレビ、LAN回線 ※1、冷蔵庫、エアコン、アメニティ
アメニティ／バスタオル、ファイスタオル、歯ブラシ、
シャンプー、リンス、 ボディソープ、髭剃り

●レストラン（食堂）
●共用洗濯機・乾燥機

●ロビー
●物干場

●フロント
●共用トイレ

※1 有線LANおよび無線LAN(Wi-Fi)を各室にご用意しております。また、館内ロビー、
ダイニングでも無線LAN(Wi-Fi)機能を使用することが可能です。
※1 ご使用機器の設定は、お客さま自身でお願いいたします。

洋室（ツイン） ３室
エキストラベッドの使用でトリプル
(大人３名様)のご利用が可能です。

● ご宿泊料金

和室（約９畳） １室
大人の方４名様までのご利用が可
能です。

※2

シーズンやプランにより ご宿泊料金が異なります。 詳細につきましては、
にてお問い合わせください。
お電話、
◆ レギュラーシーズン
4/10～4/20、5/16～6/30、10/1～12/20、1/16～3/15
◆ オンシーズン／休前日、日曜、祝日
◆ ハイシーズン
4/29～5/5、7/19～8/31、12/24～1/15
※2 楽天トラベル および インターネットでは、サービスプランヤ割引情報等を掲載しており
ます。 詳細は、ご確認、お問い合わせください。

宿までは、レンタカー、タクシー、路線バスをご利用ください。
◎ 南ぬ島・石垣空港まで
○東京（羽田・成田） ⇔ 石垣 約3時間30分 ○中部 ⇔ 石垣

平久保崎灯台 ●

約3時間

Ｈ

○大阪（関西） ⇔ 石垣 約3時間
○那覇 ⇔ 石垣 約50分
◎ 南ぬ島・石垣空港～楽楽楽♪ …レンタカー・タクシーで〔約40分〕
① 南ぬ島・石垣空港から国道390号を南（白保方面）⇒ 390号バイパスを約30分
② シーサー給油所（大きなシーサーが目印）を過ぎた最初の信号を左折
⇒ そのまま海沿いの道を約5分
③ 冨崎観音堂の先を右折（カーブミラーのあるＴ字路が目印）⇒ 約600ｍ 宿・八重山すてい楽楽楽♪

◎石垣港（離島ターミナル）～楽楽楽♪ …レンタカー・タクシーで〔約15分〕

Ｈ
Ｈ
Ｈ

● 玉取崎展望台

① 石垣港（離島ターミナル）⇒ 730交差点を左折 約10分
② シーサー給油所を過ぎた最初の信号を左折 ⇒ そのまま海沿いの道を約5分
③ 冨崎観音堂の先を右折（カーブミラーのあるＴ字路が目印）⇒ 約600ｍ 宿・八重山すてい楽楽楽♪

◎バスターミナル～楽楽楽♪ …路線バスで約20分「唐人の墓」下車、徒歩10分
○空港－バスターミナルは、空港線バスをご利用ください（所要時間35～45分／540円）。
① バスターミナルにて「川平リゾート線」にご乗車になり、「唐人の墓」にて下車。
② 「唐人の墓」と「冨崎観音堂」の間のカーブミラーのあるＴ字路の坂道を上ってください。
○ 「唐人の墓」より、徒歩約10分で 宿・八重山すてい楽楽楽♪到着です。

〒907-0024 石垣市字新川1641-64
TEL 0980-87-0692 FAX 0980-87-0719
E-mail info@yado-rarara.com
URL http://yado-rarara.com

川平湾
∴
御神崎灯台●

石垣港方面から 冨崎観音堂を過
ぎましたら、すぐ右側のアスファルト
道路をお上り 下さい。歩
歩 道側 の
カーブミラーのあるＴ
カーブミラーのあるＴ字路が
字路が目印
です。坂道を600mほど上がった
高台にございます。

✈ 南ぬ島・
石垣空港

於茂登岳▲

やいま村 ●

宿・八重山すてい楽楽楽♪

バンナ
公園

観音崎灯台 ●
唐人墓

✈ 石垣空港
石垣港
離島ターミナル
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