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株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 
 

客室＆敷地面積を 2倍に拡張中の石垣島「フサキリゾートヴィレッジ」が名称を新たに 

「フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ」として 12/28（金）リブランド開業 

海を望むエントランスホール、ロビーラウンジ＆BAR、島内最大級 100品を揃えたオールデイブッフェダイニングが誕生 

新客室棟「ノースウイング」（来年 7/19 オープン決定）の記念プランを 10/30（火）より予約開始 

 

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント（本社：東京都港区、代表取締役社長：麻野篤毅）が運営するフサキリゾート

ヴィレッジ ビーチ＆ガーデン（沖縄県石垣市）はこのたび、ホテル名称を新たに「フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ」に変更し、

2018 年 12 月 28 日（金）にリブランド開業します。同日、拡張リニューアル第 2 弾として、ロビーラウンジ＆BAR、レストラン、  

ショップを新設した「セントラルヴィレッジ」がオープンし、第 3 弾となる新客室棟「ノースウイング」の開業が 2019 年 7 月 19 日

（金）に決定、この記念プランを公式サイト（http://www.fusaki.com/）で本年 10月 30日（火）より予約開始します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“石垣リゾートモダン”をコンセプトにリブランド～「フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ」誕生 

石垣島の西海岸に面するフサキリゾートヴィレッジ ビーチ＆ガーデンは 1982 年の開業以来、島内随一のサンセットやウミガメが

産卵に訪れる天然ビーチなど、ゆったりと流れる島時間を楽しみながら大自然を体感できるリゾートホテルとして、国内外から多くの

旅行者にご愛顧いただいております。36 年目を迎え、客室数および敷地面積を約 2 倍に拡張する大規模なリニューアルを展開 

しており、“石垣リゾートモダン”をコンセプトに、石垣島らしさを大切にしながら、洗練されたリゾート感をミックスさせた新たな施設に

生まれ変わります。そして、このたび、名称を「フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ」に変更し、ロビーラウンジ＆BAR とレストラン、

ショップを新設した「セントラルヴィレッジ」のオープンとともに、リブランド開業する運びとなりました。 

石垣島最大級！常時 100品を揃えた上質なリゾートダイニング 

拡張リニューアル第 2 弾として、ホテルの新しい顔となる「セントラルヴィレッジ」が登場します。ロビーは約 8m の天井高を活かした

開放的な空間に、季節の島食材を使ったデリメニューや野菜のスムージー、オリジナルのトロピカルカクテルなどが楽しめるラウンジ＆

BAR を備え、寛ぎの時間をご提供します。新設のホテルショップ「リゾートショップ＆マーケット」（約 180 ㎡）には、石垣島・八重

山で活躍するクリエイターのアート＆クラフト、島フードや新鮮な農産品など、ハイセンスなセレクトアイテム 2,000 点をラインナップ。

レストラン「ISHIGAKI BOLD KITCHEN（イシガキボールドキッチン）」（272席/1,154㎡）は、地元はもとより世界の料理を

常時 100 品（平日ランチは約 50 品）ご提供する島内最大級のオールデイブッフェダイニングとして展開します。シェフのライブ   

パフォーマンスが楽しめるショ－キッチンに、吹き抜け空間には島の工芸品をモチーフにしたデザインを施すなど、躍動感と開放感の 

あるリゾートダイニングにご期待ください。 

新客室棟「ノースウイング」オープン記念～お得な宿泊プランの予約を開始 

第 3 弾となる新客室棟「ノースウイング」（3 階建/約 4,000 ㎡）の開業日が 2019 年 7 月 19 日（金）に決定しました。

151 室の客室は、絶景の石垣ブルーの海と白浜ビーチを望むオーシャンビューや、亜熱帯植物に囲まれたパティオタイプ、お子様 

連れでのご滞在にぴったりなファミリールームなど全 11 種をご用意。今回、オープンを記念し、「ISHIGAKI BOLD KITCHEN」の

ディナーブッフェやレイトチェックアウトなどが付いたお得な連泊プランを公式サイト限定でご提供します。美しい自然に包まれた上質な

リゾートライフをお楽しみください。 
 

「フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ」では、2020年までに 5段階に分けた拡張工事を遂行しており、第 1弾は島内最大級

となるプールエリア「アクアガーデン」を本年 6 月にオープンし、ご好評いただいております。2020 年春には、屋内プールや大浴場、

SPA施設を、南側新客室棟（サウスウイング）の完成後は、施設全体の敷地面積を現在の 44,000㎡から86,000㎡へ拡張、

客室数も現在の 188 室から 398 室へ増設され、一大リゾート施設として生まれ変わります。 

NEWS RELEASE 

第 3 弾「ノースウイング」来年 7/19 OPEN 第 1 弾「アクアガーデン」6/1 OPEN 第 2 弾「セントラルヴィレッジ」12/28 OPEN 



★★★★ 「フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ」拡張計画について ★★★★ 

※2018 年 10 月 18 日現在 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1 弾 2018年 6 月 1 日 ：プールエリア「アクアガーデン」OPEN 

第 2 弾 2018年 12 月 28日 ：「フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ」としてリブランド開業（名称＆ロゴマーク変更） 

  「セントラルヴィレッジ」OPEN（ロビーラウンジ＆BAR／オールデイダイニング／ショップ等） 

第 3 弾 2019年 7 月 19 日 ：「ノースウイング」OPEN（北側客室棟） 

第 4 弾 2020年 春 ：「エイトスターズヴィレッジ」OPEN 

   （屋内プール／スパ／ジム／大浴場／琉球中華レストラン／多目的宴会場等） 

第 5 弾 2020年 秋 ：「サウスウイング」OPEN（南側客室棟） 
 

■第２弾：2018年 12月 28日（金）「セントラルヴィレッジ」OPEN 

ホテルの新しい顔となる「セントラルヴィレッジ」のロビーは約 8m の天井高を活かした

開放的な空間にラウンジ＆BAR を備え、島内のアート＆クラフト、フード等 2,000 

アイテムが揃うホテルショップを併設。上質な空間デザインの中、世界の料理を常時

100品（平日ランチは約50品）ご提供する島内最大級のオールデイブッフェダイニ

ングにご期待ください。 
 
＜ロビー棟：ラウンジ＆BAR「Lounge Bar ADAN」＞ 

・営業時間 ：ラウンジ 9:00～18:00、BAR18:00～23:30（L.O.23:00） 

・席 数 ：ラウンジ 32 席、BAR27 席（内カウンター9 席） 

・面 積 ：62.72 ㎡（19 坪） 

＜ロビー棟：ホテルショップ「リゾートショップ＆マーケット」＞ 

・営業時間 ：7:30～23:00 

・展開アイテム ：約 2,000 点 

・面 積 ：約 180 ㎡（55 坪） 

＜レストラン棟：オールデイブッフェダイニング「ISHIGAKI BOLD KITCHEN＞ 

・営業時間 ：朝食 6:30～9:30、昼食 11:30～15:00、夕食 18:00～21:00 

・料 金 ：朝食 2,000 円～2,200円、昼食 2,500 円、夕食 6､000 円 ※大人料金（税別）、お子さま料金有 

・メニュー ：朝食 95 品、昼食 95 品（平日約 50 品）、夕食 100 品 ※各お子さま料理（約 10品）を別途ご用意 

・席 数 ：272 席 

・面 積 ：1,154 ㎡（344 坪） 
 

■第３弾：2019年 7月 19日（金）「ノースウイング」OPEN 

151 室の客室は、絶景の石垣ブルーの海と白浜ビーチを望むオーシャンビューや、 

亜熱帯植物に囲まれたパティオタイプ、お子様連れでのご滞在にぴったりなファミリー

ルーム等全 11種をご用意。美しい自然の中、寛ぎの時間をお過ごしください。 
 
・客室タイプ ：全 151 室／オーシャンビューツイン 19 室＋和洋室 3 室、 

 デラックスオーシャンビュー4 室、オーシャンビュースイート 1 室、 

 スーペリアツイン 53 室＋和洋室７室、ファミリー2 室、 

 パティオツイン 52 室＋和洋室 7 室、バリアフリー1 室など 

・面 積 ：3 階建、約 4,000 ㎡（1,210 坪） 

アクアガーデン 
2018/6/1OPEN 

エイトスターズヴィレッジ 

2020年春 OPEN 
セントラルヴィレッジ 

2018/12/28OPEN 

ノースウイング 
2019/7/19OPEN 

サウスウイング 
2020年秋 OPEN 

ロビー 

「Lounge Bar ADAN」 

「ISHIGAKI BOLD KITCHEN」 



＜公式サイト限定特典！「ノースウイング」オープン記念プラン＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【プラン名称】 「ノースウイング」オープン記念！世界のメニューが楽しめるディナーブッフェ 1 回＆朝食付き 

【宿泊期間】 2019 年 7 月 19 日（金）～9 月 30 日（月） 

【プラン内容】 ※2 連泊以上限定のプラン 

 ・「ISHIGAKI BOLD KITCHEN」ディナーブッフェ 1 回付き（通常 6､000 円・税別） 

 ・添い寝のお子さま「石垣ボールドキッチン」ディナービュッフェ 1 回無料（4～6 歳 通常 1,000 円・税別） 

 ・レイトチェックアウト 12 時（通常 11 時） 

【予約人数】 予約可能人数 2～4 名 

【プラン料金】 お一人様 15,768 円～（税込）／泊 

【予約サイト】 公式サイト http://www.fusaki.com/plan/shimajikan/3305 
 

 

■フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズについて ※2018 年 12月 28 日時点 

2020 年秋までの拡張計画に際し、このたび、ホテル名称を新たにリブランド開業します。 

ホテルのシンボルロゴ「エイト・スターズ」は空・星・音・風・土・海・心・雨の象徴で、ゆったりと

流れる島時間の中で、フサキビーチリゾートでしか味わえない特別な体験を表現しています。 
 
・ホテル名称 ：フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ 

・所 在 地 ：沖縄県石垣市新川 1625 番地 ※石垣空港から車で約 25 分、石垣港離島ターミナルより車で約 15 分 

・代 表 者 ：総支配人 塩田 和巳 

・開業年月 ：1982 年 7 月 

・客 室 数 ：333 室（2020 年の拡張後は 398 室） 

・料飲施設 ：レストラン 2 軒、ラウンジ＆BAR、ビーチサイドレストラン（夏期）、ビーチサイド BAR（夏期） 

・その他施設 ：プール／ビーチステーション／ベビー＆キッズルーム／SPA／ショップ／宴会場、他 

・敷地面積 ：約 49,000 ㎡（2020 年の拡張後は約 86,000 ㎡） 

・延床面積 ：約 14,657 ㎡（2020 年の拡張後は約 28,000 ㎡） 

・お問合せ ：TEL：0980-88-7000  公式サイト：http://www.fusaki.com/ 
 
 

 


