
 
 
 
 
 

小浜島 
   リフレッシュアイランドへ 

ようこそ！ 
 

僕の名前は、 ヤモリ やも吉 です！ 

このリフレッシュアイランドの自称アイドルです。（笑） 
 

僕は、おとなしくて、とっても怖がりなんだ。 
たまに、みんなの楽しそうな話し声が聞きたくて、ちょっとお部屋を 

覗いちゃうこともあるけれど、すぐにお暇します。 
とっても恥ずかしがり屋だから、みんなに害を加えるどころか、 

近づくこともできません。 
だから、僕や僕の家族をみかけても・・そーっとしておいてください。 

 
小浜島は「大自然の恵み」をいっぱい受けてるんだ。 

都会からみると信じられないこともあるかもしれないな～。 
 

僕の幼馴染のあり（蟻）ちゃんは、食べ物や甘いものが大好物！ 
床やテーブルにあると、家族で食べに来ちゃいます。 

あまりにもおいしいと、そこで集会をして、ついつい長居をしてしまう
ので、食べ物はこぼさないようにしてね～ 

 
あと、僕の友達の虫くんたちは、大の音楽好き！ 

すぐに演奏会を始めてしまうんだよね～ 
演奏者たちが集まってきたら、ごめんさない！！ 

 
これも、大自然ならではのことだから。 

 
では、素敵な研修の時間となるように、 

お祈りしています！アーメン！ 
 

                      やも吉より 
 
 
 
 

 



チェックイン  15:00 
 

チェックアウト １１：００ 

リフレッシュアイランド 
（ＲＩＫ） 

ＴＥＬ：0980-85-3401 
ＦＡＸ：0980-85-3201 

〒907-1221  
沖縄県八重山郡竹富町字 

小浜758-1  
 ご宿泊の皆様へ 

 
当施設は、キリスト教研修特化施設となっております。 
皆様が「幸せ」「生きがい」を見つけていただく「研修または講座」や「礼拝」を受けていただくこと
で、お気軽にご宿泊していただけるシステムとなっております。 
 
 
 
✞フロント 
 
 ただいま、回線復旧工事中のため、電話機が使用できません。  
 ご不便をおかけして大変申し訳ございません。 
 フロントに御用の方は、恐れ入れますが（080-555-55550）までコレクトコールにてご連絡 
 ください。その際、お部屋番号が必要です。 
 
 なお、夜間フロント不在時の緊急連絡先は、 
          （080-555-5555） でございます。 
 
✞お食事 
   
 
 
 
 
  
 
   ◆ご昼食、ご夕食、お弁当もご予約もできます。 
 
✞小浜港への送迎   ※ご予約制 
  
 送迎スケジュールがフロントにございます。 
 ご利用の場合は、１時間前まで必ずご予約をお願いします。 
 
✞フェリー 
 小浜港から石垣港のフェリーの時刻表がフロントにございます。季節により時刻が変更します 
 ので、お気をつけください。また、台風や強風などの場合は、欠航の時があります。 
 
  
✞何かお気づきの点がございましたら、ご遠慮なく、スタッフまでお申し付けくださいませ。 
 

ご朝食       ７：００～ ８：３０  ご朝食券をご提示ください。 

ご昼食      １２：００～ １３：３０  前日までにご予約ください。 

ご夕食      １８：００～ １９：３０  前日までにご予約ください。 



一般講座 対象 内容 受講料 

婚活講座 パートナーを見つけたい 
あなた向け(男女） 

あなたの魅力を最大限引き出す方法や恋愛スキルを学びます。 
あなたに合ったパートナーを見つけ、「幸せ」を感じてください。 

９月より 
開講 

結婚講座 結婚したい 
あなた向け(男女） 

生涯を共にするパートナーと仲良く幸せな生活を続けていくにはどうすれ
ばよいか。結婚観や価値観の一致の必要性などを学びます。 

９月より 
開講 

就活講座 就活をする人、している 
あなた向け 

面接力養成講座で就活の不安を吹き飛ばそう！自信と誇りを身
に着け、目指す会社に就職できるように学びます。 

９月より 
開講 

母親・父親 
講座 

①幼児～小学生 
②中・高校生 
対象のお母さん、お父さん 

子供の才能や能力を最大限引き出し、「積極的・前向き」な思考をつくる方
法。また、お子様がうつや引きこもりなどで、どのようにすればよいかを学
び、お子様の根幹治療を目指します。 

１回3,500円 

夢実現講座  中学生～大人の 
すべての方 

人間の無限の潜在能力を体験できます。この体験をすることにより夢実現
の確信が得ることができます。成功への３つ穂秘訣を伝授します。 

１回3,500円 

ＲＬ（RosyLife)アカデミー講座のご案内 
RLアカデミーは、本来生まれながら持っている、「生きる目的」「与えられた使命」を明確にし、 

今以上に豊かで喜びあふれた人生を歩んでいただくことを目的としています。 
         世界のベストセラーといわれる「聖書」=「人の取扱説明書」をわかりやすく紐をとき、講座を通して、皆様の人生のエッセンスとしてください。 

味わったことのないような喜び、心の平安、そして、愛で満ち溢れることでしょう。 

RL(Rosy Life) バラ色の将来と希望を約束する。 (聖書 リビングバイブル エレミヤ書 29:11) 

健康講座 対象 内容 受講料 

ダイエット
講座 

３キロ～５キロ減量 
デトックス講座 

体にたまった余分な毒素を出し、日頃の体の疲れを追い出しま
しょう。簡単なストレッチやリンパマッサージも学びます。 

７日間～ 
35,000円 

超ダイエット 

講座 

５キロ～15キロ減量 
ファスティング講座 

重力に負けたプルプルのお腹、浮き輪のようにベルトに乗ったお肉。 
そろそろ引き締まっていきましょう。 
身も心も軽くなって、活動的なあなたになれます！！ 

９月より 
開講 

ゆるやか 
ダイエット講座 

１～２キロ減量 日頃の食べ過ぎを解消しましょう！ ３～５日間 
15,000円～ 

半断食 
残断食 

クリスチャン対象 
祈りの目的が 

はっきりしていること。 

半断食・断食を通して、祈りをお捧げください。 
ただし、目的を明確にして的を得た祈りをお勧めします。 

９月より 
開講 

講座 対象 内容 受講料 

いやし 
講座 

(メンタルヘルス) 

気分が沈みがち、 
気力が出ない、 
やる気がでない、 
拒食、過食気味 

体重が増えた、減った方 

うつや引きこもりなどの精神障害、過食・拒食、過食嘔吐などの 
摂食障害など、日頃のストレスを抱えた方々が、自分自身を定期的にケアを
するためのリラックスできる学びと実践。 
根幹治療を目指し、社会復帰できるように促します。 
牧師によるカウンセリングなどもあります。 

９月より 
開講 

自然講座 すべての方 
対象 

大自然を教材した自然体験を通じて、自然の豊かさを学びつつ、健全な精
神の育成を目指しまず。 
シュノーケル、ダイビング、島巡りなどの実践を通し、学びます。 

5,000円～ 

リーダー 
育成講座 

リーダのあなた、 
これからなるあなた向け 

世界に羽ばたくことのできるリーダーシップ能力を養うための座学と実習
をおこないます。実習では、自然学校でのカリキュラムを取り入れた無人島
研修をメインに行います。企業の人材育成研修として最適です。 

5,000円～ 
 

ビジネス 
講座 

社会人のあなた 
これから社会人に 
なるあなた向け 

社会に出て自力でお金を稼ぐ実力をつけるための実践学校です。 
働くことの純粋な喜びを聖書の成功法則を学びながら、実際に働きます。各自のレベル
に合わせ、できることにチャレンジしつつ、就職を目指します。更に起業を目指すための
コースも選択できます。 

5,000円～ 
 

専門 
講座 

すべての方 
対象 

ビジネスマナー・プレゼンテーション講座・コーチング講座・ 
女性のためのステップアップ講座・コミュニケーション講座・ 
タイムマネジメント講座 他 

5,000円～ 
 

９月より 
開講 

教会 対象 内容 受講料 

礼拝 すべての方 対象 礼拝堂にて、礼拝を捧げます。 席上献金が 
あります。(自由） 

９月より 

ﾊﾞｲﾌﾞﾙｶﾌｪ はじめて聖書にふれる方 「聖書」って何？どんなことが書いてあるの？やさしい学び会です。 ５００円 ９月より 

聖書学び会 初級・中級 もう少し、詳しく聖書を学びたい方向けの学び会です。 ５００円 ９月より 

祈祷会 ①初めてお祈りをする会 
②通常の祈祷会 

①お一人でお祈りができるようになることが目的です。 
②しっかり祈ることができます。 

９月より 
 



海と島の一日 
Ａ：幻の島上陸ツアー半日コース 

＜注意事項＞ 
◆海の変化に注意しましょう。潮の流れ、水深も変わります。 
 お子様連れのご家族はご一緒に遊泳する様お願いします。 
◆のんびり１日をお過ごしください。飲酒しての遊泳は 
 ご遠慮下さい。直射日光は想像以上に強いのでご注意下さい。 
◆海遊びはライフジャケットをつけましょう。 
 自分の身は自分で守りましょう。 

小浜⇒幻の島⇒お魚畑⇒小浜 お魚畑 幻の島 

①ＡＭ 9:40 集合⇒ＰＭ12:40 着 
（９：２０ 小浜港まで送迎）  

②ＰＭ13:40 集合⇒ＰＭ16:40 着 
（13：２０ 小浜港まで送迎）  

(4月１日～９月３０日まで） 

※大好評の理由はきれいな 
 ポイントに近いからです！ 
※AMコースに限り、他のコースに変更可能です。 
※オプションで体験ダイビングが楽しめます。 
※小浜島までの往復定期船代は含まれておりません。 

※水着着用の上、バスタオル持参。 

料金に含まれるもの： 
乗船料、シュノーケルセット、麦茶、
ライフジャケット 
（寒い時はウエットスーツ）、 
保険料 

大人 ８０００円 子供 ６０００円  
（幼児は２名から子供） 

体験ダイビング  追加 ５０００円 
当日、飛行機搭乗予定の方は参加出来ません。 

石垣島と小浜島の中
間に浮かぶ白い砂浜
だけの島。 
通称『幻の島』 
潮が引くと現れる三日
月型の島、逆に潮が満
ちるにつれて、次第に
海中に隠れていってし
まいます。 
毎日の潮の干満に合
わせて見 え隠れし、
その姿かたちは時々
刻々と変わり続けてい
ます。 
島の内側は遠浅になっ
ていて小さなお子様
や、シュノーケリングに
不安な方の絶好の遊
び場所！！ 
ロケーションがとって
もきれいで、ドラマや
CM撮影、カタログの 
撮影などに 
   使われます！ 

カヤマ島と小浜島の 
さんご礁に囲まれた 
穏やかなポイント 
『お魚畑』 
石西礁湖の北側に 
位置し、サンゴがとっ
てもキレイ！！ 
サンゴが生き生きして
いるので魚もたくさん
生息しております。 
サンゴ礁に囲まれてい
るためどんな海況でも
比較的穏やかに遊ぶ
ことができます。 



Ｂ：幻の島上陸ツアー１日コース 
小浜⇒幻の島⇒お魚畑⇒小浜 

４月１日～９月３０日まで限定 
大人 １０，０００円 子供 ７，０００円  （幼児２名から子供料金） 

９：４０分集合(９：２０小浜港まで送迎） ※２名様より運行 
料金に含まれるもの： 乗船料、シュノーケルセット、カレーセット、麦茶、 

           ライフジャケット（寒い時はウエットスーツ）、保険料 
※水着着用の上、バスタオル持参 

 

Ｃ：船長気まぐれコース 
船長気まぐれコース⇒２ポイントシューノーケル⇒小浜 

４月１日～９月３０日まで限定 
料金 8，０００円 （１２歳～） 

         13：30分(１３：１０小浜港まで送迎） 発ー１６：３０ 着 ※２名様より運行 
料金に含まれるもの： 乗船料、シュノーケルセット、麦茶、 

                 ライフジャケット（寒い時はウエットスーツ）、保険料 
※水着着用の上、バスタオル持参 

 
◆リピーターの貪欲さに応えてます！天候に合わせて船長一押しのポイントへLet’s Snorkeling！ 
 パナリ島、バラス島、黒島、ヨナラ水道、大シャコ貝化石、アウターリーフから当日の天候に合わせて 
 船長おすすめの２ポイントでのシュノーケル！ 
◆特典コース 小浜島発着 ＡＭコースからそのまま参加の特典コースです。 
 定価：１６，０００円 ⇒ １３，０００円 
 小浜港発 9：40 → 幻の島 → お魚畑 → 小浜港 １２：３０着 ※各自でランチを済ませてください。 
 小浜港発 13：30 →  16:30 着 

 

   Ｄ：よくばりコース アウターリーフ 

  石垣港発 （9：10 定期船利用）⇒小浜港着 （9：40 集合）⇒ 
  お魚畑 （10：15着～11：30発） → 幻の島 （１２：００着～13：00発）  
  → アウターリーフ (１３：３０着～15：30発） → 石垣港 （16：00） 

7月１日～９月３０日まで限定 
大人 12，5００円 子供 ８，８００円 （幼児２名から子供料金） 

体験ダイビング  追加 ５０００円 
当日、飛行機搭乗予定の方は参加出来ません。 

 
料金に含まれるもの： シュノーケルセット、麦茶、ランチ 

                 ライフジャケット（寒い時はウエットスーツ）、保険料 
※水着着用の上、バスタオル持参 

 
    ◆色鮮やかな熱帯魚がいっぱいのお魚畑や幻の島、アウターリーフの３ポイントへご案内します。 

     ＲＩＫ一押しのコースです。 シュノーケル、アクティブ派にお勧めな欲張りコースです。 

竹富島の北側、石西礁湖
のリーフを少し入った場
所。お魚畑に比べ水深が
深くサンゴがダイナミッ
クです。潮流があること
もあってサンゴも生き生
きしております。お魚もた
くさん生息しております。
運がよければウミガメを
みれるかも！！海況の
影響を受けやすいため、
状況に応じて竹富島の南
側のポイントに行くこと
もあります。 

アウターリーフとは？ 



ＲＩＫ⇔小浜港 送迎スケジュール＆フェリー時刻表 

小浜航路 
～ＫＯＨＡＭＡ～ 

片道：１，２２０円 往復：２,３４0円 
所要時間：２５～３０分 

石垣発 小浜発 ホテル送迎 

7：10 7：40 7：20 

★7：55 ★8：30 8：10 

8：15 ーーー 

★9：10 ★9：45 9：20 

10：30 11：10 10：50 

★11：30 ★12：10 11：50 

12：50 13：30 13：10 

★14：00 ★14：40 
竹富島経由 

14：20 

15：00 15：30 15：10 

★16：00 ★16：40 16：20 

17：15 17：15 16：50 

★18：00 ★18：35 18：10 

2014年 

４月～９月 
送迎は、１時間前までにフロントにて

ご予約をお願いします。 

八重山観光フェリー 

※★印は、安栄観光の船舶運航予定便です。 
※天候・潮の干潮等により時間を多少変更する   
 ことがあります。 

小浜～竹富航路 

片道：１，１８０円 往復：２,２６0円 
所要時間：２５～３０分 

小浜発 竹富発 

13：50 16：45 

事前にご予約が必要です。 

小浜～大原航路 

片道：１，62０円 往復：3,100円 
所要時間：３０～３５分 

小浜発 竹富発 

８：50 １２：３０ 

事前にご予約が必要です。 

石垣島ドリーム観光 

石垣発 小浜発 

8：05 8：40 

9：40 10：15 

10：50 11：25 

Ｆ12：50 13：10 

13：40 14：10 

ー Ｆ14：20 

14：40 竹15：20 

15：15 16：00 

16：35 17：20 

Ｆ：カーフェリー（３０分）毎週月・火・木・土曜日運航 
竹：竹富経由（45分） 

高速船 片道 
往復 

大人 1,220円 
大人 2,330円 

小人  610円 
小人 1,170円 

フェリー 片道 大人  900円 小人  450円 

※弊社乗車券で安栄観光に乗船できます。 
※団体割引（１５名以上）・障害者他割引有 
※運賃は平成３６年４月１日現在（燃料油価格変動調整金込） 
 のものです。 

営業時：7：00～19：00 
0980-84-3178 

0980-82-5010 
http://www.yaeyama.co.jp 



リフレッシュアイランド小浜島 
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売 店 料 金 表 
本館1階 カフェラウンジ前にございます！  

＜ソフトドリンク＞ （税込価格） 

・さんぴん茶 
・ウーロン茶 
・緑茶 

160円 
160円 
160円 

・シークヮーサージュース 
・パインジュース 
・オレンジジュース 

200円 
200円 

 

・コカコーラ 
・コーラゼロ 
・ＣＣレモン 
・午後の紅茶 
・Ａ＆Ｗ  

・コーヒー 
・カフェオーレ 

・お水 500ｍｌ 
・お水   2Ｌ 

 
 

＜スナック菓子＞ （税込価格） 

・ポテトチップス 
・ポップコーン 
・チップスター 
・カラムーチョ 
・ビーノ 

160円 
160円 
160円 

・プリッツ 
・ポッキー 
・トッポ 

200円 
200円 

 

・おせんべい 
・あられ 
・クッキー 
・ 

・グミ 
・チョコレート 

・のど飴 
・キャンディー 

 
 

＜カップめん＞ （税込価格） 

・どん兵衛 そば 
・どん兵衛 うどん 
 
 
・カップヌードル 
・カップヌードル カレー 
 
 
・ＵＦＯ 
・スパゲティー 
     ミートソーズ 
 
・沖縄そば 
 

160円 
160円 
160円 

＜ケア用品＞ （税込価格） 

・日焼け止めクリーム 
・ＵＶケアミルク 
・ 
・虫よけ 
・ 
・ 
 
 
 

160円 
160円 
160円 



時間 内容 心構え 

6：00 起床 賛美が流れ、お祈りがあります。 新しい一日を感謝を持って始めましょう。 

7：00 
～ 

8：30 

ご朝食  
   曜日によりメニューが決まって 
   います。朝食券をご提示ください。 

 
お食事前には、お祈りをささげてから 

いただきましょう。 

9：30 掃除 お部屋のお掃除、 
   身の回りの整理整頓 

次の方が気持ちよく使用できるように 
心を込めてお掃除しましょう。 

１2：00 
～ 

13：00 

ご昼食 
   前日までのご予約が必要です。 
   お弁当もございます。 

午前中が守られたことを感謝しましょう。 
お食事前には、お祈りをささげてから 

いただきましょう。 

18：00 
～ 

19：30 

ご夕食 
   前日までのご予約が必要です。 
   送迎付きの外食できるお店なども  
   あります。 
   フロントに詳細がございます。 

今日も恵まれ祝福された一日を過ごす
ことができたことを感謝しましょう。 

 
お食事前には、お祈りをささげてから 

いただきましょう。 

22：00 消灯 賛美が流れ、お祈りがあります。 一日を感謝し、寝ている間も神様が守っ
てくださるように祈りましょう。 

★体調のすぐれない方は、ご自由にごゆっくりお過ごしください。 

一日の流れ 

言葉 方言 

おはよう・こんにちは 
     こんばんは 

クヨーナーラ 

ありがとう ニーファイユー 

いらっしゃい オーリトーリ 

とてもおいしいよ マルマーサン 

楽しい アッパリシャーン 
 

かわいい ンゾーサーン 
 

おしゃべり 
 

ユンタク 

すごく、とっても まーる 



●人口568人 ●面積7.84km2 ●周囲16.57km ●最高標高99m 
 
小浜島はサトウキビ畑が広がるのどかな島です。  
八重山諸島のほぼ中心に位置し、島の中央にある大岳（うふだき）からは周辺の島々
を見渡すことができます。  
ＮＨＫの連続ドラマ、「ちゅらさん」の舞台になったことで全国的に知られるようになり
ました。 
小浜島の芸能は国の「重要無形文化財」に選抜されています。 
昔ながらの沖縄の風景を楽しめる他、南国のリゾート気分を満喫することもできます。  

 

※小浜島は、とにかく ゆっくり、のんびりお過ごしできる最高の場所です！ 

ＲＩＫ 



時間 レンタカー レンタルバイク レンタルサイクル 

軽 
自動車 

定員４名  
（保険・ガソリン代込） 

１人乗り ２人乗り 変速ギアなし 変速ギア付 電動 
アシスト自転車 

１時間 
２時間 
３時間 
４時間 
５時間 
６時間 
１２時間 
２４時間 
３６時間 
48時間 
  

２，５００円 
３，５００円 
４，５００円 
× 
× 
５，５００円 
６，５００円 
７，５００円 
× 
１２，０００円 

８００円 
1,600円 
2,400円 
3,200円 
4,000円 
4,000円 
4,000円 
4,000円 
6,000円 
8,000円 

1,100円 
2,200円 
3,300円 
4,400円 
5,500円 
5,500円 

× 
× 
× 
× 

３００円 
６００円 
９００円 
１，２００円 
１，５００円 
× 
× 
× 
× 
× 

３５０円 
７００円 
１，０５０円 
１，４００円 
１，７５０円 
× 
× 
× 
× 
× 

５５０円 
１，１００円 
１，６５０円 
２，２００円 
２，５００円 
× 
× 
× 
× 
× 

 ※送迎あり  090-1948-2167  http://kohama-yui.com （予約） 

レンタル料金表 

店名 詳細 送迎 
Ｓａｎｕｆａ （居酒屋） 18:00-～翌2:00 

0980-85-3280 水曜定休 
ＲＩＫの目の前にあります。 

Ｓａｎｕｆａ 細崎店 11:00～23:00 
090-5720-4075  不定休 

送迎あり（要予約） 

島夢人 （しゅむちゅ） １1：00～14：00ランチ 
18:00～22：00ディナー 
0980-85-3881 不定休 

 夜は、送迎あり（要予約） 

BOB’S CAFE 11:00～23:00 
月は、17;00～ 
0980-85-3970  火曜定休 

夜は、送迎あり 
19:00以降。多少融通が利く。 
要予約 

あーじゅ （居酒屋） 
  

18:30～24:30 
0980-85-3271  月曜定休 

  
送迎あり(要予約） 

シーサイド 10:00～14:00 ランチ 
17:00～21:00 ディナー 
0980-85-3124  日曜定休 

  
送迎なし 

さとうきび 18:00～23:00 
0980-85-3254 
月曜日定休 

Ｐａｐａｉｙａ 
(カフェレストラン） 

11:00～15:00 
18:00～22:00 
0980-85-3980  水曜定休 

ヤシの木 （喫茶） 11:00～19:00  
0980-85-3253 金曜定休 

結 (居酒屋） 18:00～23:00 (LO 23:00) 
0980-85-3178  不定休 基本月曜日 

送迎あり(要予約） 

やらます (居酒屋） 11：00～14:00 
18:00～22:00(LO 21:00) 
0980-85-3881  不定休 

送迎あり（要予約） 

小浜島にあるお店 



～ご滞在中、より安全におくつろぎいただくために～ 
ご注意ください！ 

何かございましたら、すぐに遠慮なくお近くのスタッフまでご相談ください！ 

リフレッシュアイランド      なるべく深い草むらには入らず、遊歩道を楽しみましょう！ 
敷地内の散策・・          夜間や雨上がりの外出時には、特にご留意ください！ 

サキシマハブ 
先島地方（＝八重山） 
生息するハブ 
 
茶の地に黒いギザギザ模様 

ハブ 
ネズミを食べるために 
人家近くにもおおい 
 
黄色か白の地に黒いかすり模様 

ハブを見かけたら・・・！！ 
１．５ｍ以上離れていれば、攻撃範囲外なので襲ってきません。いたずらをしたりせず、そっとその場を離れましょう。 

もし、万が一・・・嚙まれてしまったら！！ 
（ハブ類に共通の応急処置です。） 

①走らない！ あわてず、傷を確かめる。⇒牙のあとが普通2か所（１、３～４か所のときも）あり、5分もしないうち  
                    に腫れて痛んできます。 
②助けを呼び、病院へ行く。      ⇒走ると毒の周りが早くなるので、ゆっくり歩いていくか、車で病院には 
                    こんでもらう。 
③傷口から血と一緒に毒をだす。     ⇒毒を飲みこんでも胃の中で消化分解されるので、害はありません。 
                    また、口の中に傷があると軽い炎症を起こすことがありますが、 
                     心配無用です。 
④（病院への到着に時間がかかる場合） 
  指が一本通る程度にゆるく縛る。  ⇒強く縛ると血が止まり、逆効果です。噛まれた部位から心臓に近い 
                   部分をゆるく（血の流れを減らす程度）縛り、15分に1回暖めるようにします。 

ビーチで遊んでいるとき・・ 
ウエットスーツ・Ｔシャツ・スパッツなどを着用、肌の露出を少なくしましょう！ 

指されても毒針が皮膚まで届きにくくなります。 

カサが半透明なため、気づきにくいことがあります。 
水深５０ｍほどの浅瀬にも来ます。 

 
極力、被害に遭わないようにするため、 

クラゲネット内での遊泳をお願い致します。 
 

もしも、刺されてしまったら・・・ 
①刺されたら部分をこすらず、すぐに海から上がる。  ⇒とても痛く、ショックを起こすこともありますが、傷口には触       
                          れたりしないでください。  付着した触手をこすって刺激   
                                                   すると、傷が広がってしまいます。 
②酢（食酢）を傷口にたっぷりかける         ⇒巣は触手に含まれる刺胞（毒針と毒液が入ったカプセル）  
                                                   の発射を止める働きがあります。 
③触手を手でそっと取り除く。            ⇒そのまま刺激を傷口になるべく与えないよう、落ち着いて 
                                                   処置しましょう。 
④（痛みがひどい時）患部を冷やす。         ⇒氷や冷水で冷やす。 

その他海に潜む危険生物 

カツオノエボシ ウンバチイソギンチャク ウミヘビ ヒョウモンダコ 

特徴 青い浮き部栗（気胞体） 
素謡の長い触手 

岩にくっついている 
海藻と間違えやすい 

縞模様 
牙はないが毒性は強い 

体調１２ｃｍくらいの小さなタコ 
驚くと青い豹柄が鮮やかになる 

処置 （注意）酢を使用しないでください！ 
海藻で付着物を洗い流し、氷や冷水で冷やします。 

毒を口で吸い出し 
病院へ！ 

（注意）毒を吸ってはいけません！ 
毒をしぼりだして、病院へ！ 

ハブクラゲ 

カサ 
触手 

腕 



観光スポット 

大岳（うふだき） 

小浜港 

シュガーロード 
民宿こはぐら荘 

 
リフレッシュアイランド 

(RIK) 
 

RIK 

細崎（くばざき） 
海人公園 

（うみんちゅう） 

ﾏﾝﾀ 

小浜ハイウェイ 

大岳からみたＲＩＫ ＲＩＫ 目の前の海 

RIK小浜名物 

 
 

一女（かずめ）母ちゃんの 
ヨベルのペイストリー 

 
 

山羊もリラックス 
メ～～ 

牛もモ～んびり 
（のんびり） 



(本約款の適用） 
第１条 
１、当ホテルの締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款
に定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項につ
いては、法令または慣習によるものとします。 
２、当ホテルは、前項の規定にもかかわらず、この約款の趣旨、法令慣習
に反しない範囲で特約に応じることができます。 
（宿泊引き受けの拒絶） 
第２条 
当ホテルは次の場合には、宿泊の引き受けをお断りすることがあります。 
１、宿泊の申し込みが、この約款によらないものであるとき。 
２、満室（員）により客室の余裕がないとき。 
３、宿泊しようとするものが宿泊に関し、法令の規定または公の秩序もし
くは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。 
４、宿泊しようとするものが、伝染病患者であると明らかに認められると
き。 
５、宿泊に関し特別の負担を求められたとき。 
６、天災、施設の故障、その他やむをえない理由によりお宿泊させること
ができないとき。 
７、宿泊しようとする者が、泥酔者で、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす
と認められたとき。 
８、宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすと認められたとき。 
９、都道府県条例に特に規定される場合に該当するとき。 
（氏名等の明告） 
第３条 
当ホテルは、宿泊日に先立つ宿泊の申込（以下「宿泊予約の申込み」と
いう。）をお引き受けした場合には、期限を定めてその宿泊予約の申込
者に対して、次の事項の明告を求めることがあります。 
１、宿泊者の住所、氏名、性別、年齢、国籍、および職業。 
２、その他、当ホテルが必要と認めた事項。 
（予約金） 
第４条 
１、当ホテルは、宿泊日予約申込みをお受けした場合に期限を定めて、宿
泊機関（宿泊機関が３日を超える場合は３日間）の宿泊料金を限度とす
る予約金の支払いを求めることがあります。 
２、前項の予約金は、第５条の定める場合に該当するときは、同条の違約
金に充当し、残高があれば返還します。 
（予約の解除） 
第５条 
当ホテルは、宿泊予約の申込者が、宿泊予約の全額または一部を解除
したときには、次に掲げるところにより違約金を申し受けます。ただし、
団体客（ペイイングメンバー１５名以上のものをいう。以下同じ）の一部に
ついて、宿泊予約の解除があった場合には、宿泊日の１０日前の日（その
日より後に当ホテルが宿泊予約の申し込みをお引き受けした日）におけ
る宿泊予約人数の１０％にあたる人数（端数が出たとき場合には、切り上
げる）についてこの限りではありません。 
１、 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

契約申込人数 14名まで 15～30名 

まで 
31～100名 

まで 
101名以上 

契約解除通知 

受けた日 

不泊 100％ 100％ 100％ 100％ 

当日 50％ 50％ 70％ 70％ 

前日 20％ 20％ 50％ 50％ 

2日前 20％ 20％ 20％ 25％ 

3日前 20％ 20％ 20％ 25％ 

5日前 20％ 20％ 25％ 

6日前 20％ 25％ 

7日前 20％ 25％ 

8日前 10％ 15％ 

14日前 10％ 15％ 

15日前 10％ 

30日前 10％ 

(注） 
１、％は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。 
2、契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分（初日）の違約金を収
受します。 
３、団体客（15名以上）の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前（その日よ
り後に申し込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日）における宿泊人数の
10％（ハウスがでた場合には切り上げる。）にあたる人数については、違約金は頂きません。 
 

２、当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで、宿泊日当日の午後9時（あら
かじめ予約到着時刻明示されている場合は、その時刻を2時間経過した
時刻）になっても到着しないときは、その宿泊予約は申込者により解除
されたものとみなし、処理することがあります。 
３、前項の規定により、解除されたものとみなした場合において、宿泊者
がその連絡をしないで到着しなかったことが、列車、航空機等、公共の
運送機関の不着または遅延、その他ご宿泊の責に帰さない理由による
ものであることが証明されたときには、第1項の違約金は頂きません。 
第6条 
当ホテルは、ほかに定める場合を除くほか、次の場合には予約を解除す
ることができます。 
１、第2条第3号から第7号まえに該当することとなった時。 
２、第3条第1号の事項の明告を求めた場合において、期限までにそれら
の事項が明告されない時。 
３、第4条第1号の予約金の支払いを請求した場合において、期限までに
その支払いがない時。 
当ホテルは、前項の規定により、宿泊予約を解除したときは、その予約
について既に収受した予約金があれば返還します。 
（宿泊の登録） 
第7条 
宿泊者は、宿泊当日、当フロントにおいて、次の事項を当ホテルに登録し
てください。 
１、第3条第1号の事項 
２、外国人にあっては、旅券番号、日本上国お呼び上陸年月日 
３、出発日および時刻 
４、その他、当ホテルが必要と認めた事項 
（チエックアウト） 
第8条 
１、宿泊者が、当ホテルの客室を開けて頂く時刻（チェックアウトタイム）
は、午前11時とします。 
２、当ホテルは、前項の規定にかかわらず、チェックアウトタイムを超えて
客室を使用に応ずる場合があります。この場合には、次に掲げるとおり
の追加料金を申し受けます。 
追加料金 
1、12時00分まで・・・お一人様 3,000円 
２、14時00分まで・・・お一人様 6,000円 
３、15時00分まで・・・一泊料金の金額 
（料金の支払い） 
第9条 
１、料金の支払いは、原則として現金払い制と致します。ただし、当ホテ
ルが認めたものに関してはこの限りではありません。 
２、宿泊者が客室の使用を開始したのちに任意に宿泊しなかった場合に
おいても宿泊料金は申し受けます。 
第10条 
宿泊者は、当ホテル内において当ホテルが定めて当ホテル内に掲示し
た利用規則に従って頂きます。 
（宿泊継続の拒絶） 
第11条 
当ホテルは、お引き受けした宿泊期間中といえども、次の場合には、宿
泊の継続をお断りすることがあります。 
１、第2条第3号から7号までに該当することになったとき。 
２、前条の利用規則に従わないとき。 
（宿泊の責任） 
第12条 
１、当ホテルの宿泊に関する責任は、宿泊者が当ホテルのフロントにおい
て宿泊の登録を行った時または客室に入った時のうち、いずれか早い
時に始まり、宿泊者が出発するために客室をあけたときに終わります。 
２、当ホテルの責に帰するべき理由により、宿泊者に客室の提供ができ
なくなったときは、転載、その他の理由による困難な場合を除き、その
宿泊者に同一または類似の条件による他の祝は買う施設を斡旋します。
この場合には、客室の提供が継続できなくなった日の宿泊料金を含む
その後の宿泊料金は頂きません。 
（駐車の責任） 
第13条 
宿泊客は当ホテルの駐車場になる場合、車両のキーの寄託の如何にか
かわらず当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任
まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテル
の故意または過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに応じ
ます。 

宿 泊 約 款 


