報道関係者各位
2021 年 12 月吉日

ANA インターコンチネンタル石垣リゾート

2021 年 12 月 21 日(火)より販売開始！

「石垣の自然と文化を後世に繋ぐ サステナビリティ島旅プラン」
ネイチャーガイドや地場産業事業者から学ぶ、持続可能な未来を目指す新たな旅の提案

冬でも温暖な八重山諸島 石垣島に位置する ANA インターコンチネンタル石垣リゾート（所在地：沖
縄県石垣市真栄里、総支配人：秋間友）は、旅行先の地域文化と環境の保全を第一に考えた「持続可
能な観光」の推進を目指し、石垣島の豊かな自然環境や文化・ヒトとの交流を通して、“サステナビリ
ティ”を楽しみながら学び、体験できる、当ホテルオリジナルの「石垣の自然と文化を後世に繋ぐ サ
ステナビリティ島旅プラン」の販売を、2021 年 12 月 21 日(火)から開始します。
「豊かな自然と文化が根付いた島で、心の琴線に触れる出会いと発見に満ちた、ラグジュアリーリゾー
ト」という当ホテルのコンセプトのもと、八重山諸島の多様な生態系について学ぶネイチャーツアーや、
島の資源を守りながら後世に受け継ぐ地場産業体験、ラムサール条約の国際自然保護区に指定されてい
る、名蔵湾の海水から作られた石垣島伝統の塩を使った体験など、先代より八重山の島々に受け継がれ
た自然や文化に触れ、心身ともに健康で心を豊かにするサステナブルな旅を提案します。
世界中の温室効果ガス排出量の約 10 分の 1 は、観光により発生していると言われている一方で、世
界の旅行者のおよそ 4 分の 3（72%）が「次世代のために地球を守るには、人々は今すぐ行動しサステ
ナブルな選択を行う必要がある」と回答しています。（2019 年ブッキング・ドットコム「サステイナブル・トラベル」
に関する調査結果より引用）

また、アメリカン・エキスプレス・トラベルが、2021 年 1 月に米国、オーストラリア、カナダ、イン
ド、日本、メキシコ、英国で実施した旅行動向調査の結果によれば、全体の 55%が「二酸化炭素排出に
配慮した旅行に関心がある」と回答。60%が「カーボンニュートラルに取り組んでいる航空会社を予約
したい」と答え、68%が「サステナビリティに配慮した旅行ブランドを支援したい」と回答しました。
そうした社会的ニーズや消費者動向を背景に、ANA インターコンチネンタル石垣リゾートでは、一方
的に旅行先のコンテンツを消費するだけでなく、その地域に暮らす人々の生活や産業が豊かになること
を目的とした思いが紡がれる旅の提供をしてまいります。石垣島をはじめとする八重山諸島の貴重な自
然環境や文化は後世へ残すべき貴重な財産です。当ホテルが提案する、心躍る体験を通して、ゲストの
皆さまが自然の恵みや人々の営みに想いを寄せ、あらためて日々の消費行動を見つめ直すきっかけとな
ることを願い、本プランをご用意いたしました。

【報道関係者からのお問い合わせ先】
ANA インターコンチネンタル石垣リゾート PR 事務局（サニーサイドアップ.内）
担当：俊成(080-4904-3118)、田中(TEL:070-1639-9624)・福田
TEL：03-6894-3251 FAX：03-5413-3051 E-mail: ihg_ishigaki@ssu.co.jp

＜「石垣の自然と文化を後世に繋ぐ サステナビリティ島旅プラン」概要＞

予約受付期間：
利 用 期 間：
ご 予 約：

2022 年 12 月 21 日～2022 年 4 月 21 日
2022 年１月 4 日～4 月 28 日
ANA インターコンチネンタル石垣リゾート
公式 HP https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/
予約ページ https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/2022-chimdondon/

① 【ちむどんどん】2 泊 3 日の宿泊プラン
・料金
：２名 1 室料金 106,000 円～(税・サービス料込、宿泊料込)
料金は部屋タイプにより変動。ベイウィング限定（2020 年オープンの新棟）の宿泊プランです。
・含まれるもの ：2 泊 3 日の宿泊費、アクティビティ、現地までの送迎、ガイド料、備品レンタル
・申し込み人数 ：1 室 2 名～
※「ちむどんどん」は、沖縄の方言で「胸がわくわくする気持ち」を表します。
＜プラン内容＞
■南の島の星空ツアー
大自然の中で、心地よい夜風に吹かれながら、ホテル前のビーチで星空鑑賞ツアー。星空ガイドによる
解説付き。星座の成り立ちや宇宙の神秘を学ぶことで、島の環境維持と発展について考えます。
・時間（所要時間）
： 20:00～21:20（約 80 分）
※荒天時中止（ホテル館内ご利用券に変更）
■畑人（はるさー）体験／月桃ハーブティー作り、または、エッセンシャルオイル作り（追加料金別途）
強烈な台風が毎夏やってくる石垣島では、雨の影響で農地の赤土が海に流
れ込み、珊瑚が破壊されるという深刻な問題を抱えています。石垣島の大
切な資源を守るための、“グリーンベルト”（月桃や糸芭蕉などを農地に植
え、根っこの力で赤土の流出を抑える）
、への協力農家を拡大するために、
グリーンベルト植物を原料とする商品を販売している農家を訪れ、月桃を
使った精油づくりを体験します。
訪問先の島人ファーム「畑里」では、グリーンベルトの植え付けにより畑
の面積が狭くなったことで、収穫物が減少するという農家の経済的な負担
を軽減するために、農家から月桃を買い取り、100％オーガニックの精油
（アロマオイル）を販売しています。
・訪問先：島人ファーム「畑里」
（ホテルから車で約 10 分）
・催行時間：約 60 分
※荒天時中止荒天時中止（ホテル館内ご利用券に変更）
※エッセンシャルオイル作りは、追加料金 1500 円がかかります。

② 【ちむぐくる】2 泊 3 日の宿泊プラン
・料金
：2 名 1 室 109,000 円～(税・サービス料込、宿泊料込)
料金は部屋タイプにより変動。ベイウィング限定（2020 年オープンの新棟）の宿泊プランです。
・含まれるもの ：2 泊 3 日の宿泊費、アクティビティ、現地までの送迎、ガイド料、備品レンタル
・申し込み人数 ：1 室 2 名～
※「ちむぐくる」とは沖縄地方の方言で「まごころ（真心）
」の意味。
＜プラン内容＞
■石垣の塩を使ったバスソルト作り
塩づくりは、石垣島を支える重要な伝統産業のひとつです。今から約 300 年
前の沖縄最南端八重山諸島･塩づくり発祥の地で生まれた「石垣の塩」
。西表
石垣国立公園にそびえ立つ沖縄最高峰の於茂登岳の森とサンゴ礁の自然の
エッセンスを自然に含む、島人（シマンチュ）仕込みの石垣の塩は、季節や
潮汐・月齢潮を感じながら自然と共に釜で仕上げられます。成分無調整・無
添加の 100％沖縄･八重山諸島･石垣島産の塩作りをしている石垣の塩工房
で、命の源である塩を使ったバスソルト「塩ばくだん」作りを通して、海と
大地の恵みについて考えます。
・訪問先：石垣の塩工房（ホテルから車で約 10 分）
・催行時間：約 90 分

■石垣窯元での陶芸体験
八重山の海の色が陶器に映し出されているような錯覚を覚える、美しいブルーが特徴的な石垣焼の陶芸
体験です。島の粘土を使い、手で捏ねながら制作するので初めての方でも楽しくお作りいただけます。
（完成した作品は後日、郵送でお届けいたします。
）お手製の陶器を見るたびに、石垣島の海を身近に感
じられる世界に一つだけの陶芸体験がお楽しみいただけます。
・訪問先：石垣焼窯元（ホテルから車で約 25 分）
・催行時間：約 60 分

③ 【ちむどんどん】
【ちむぐくる】3 泊 4 日の宿泊プラン
上記①②のツアーに、2021 年 7 月に世界自然遺産登録をされた西表島でのアクティビティ体験と、沖
縄の長寿の秘訣である晩酌セットが付いた、3 泊 4 日の宿泊プランです。
・料金
：2 名 1 室 177,000 円～(税・サービス料込、宿泊料込)
料金は部屋タイプにより変動。ベイウィング限定（2020 年オープンの新棟）の宿泊プランです。
・含まれるもの ：3 泊 4 日の宿泊費、アクティビティ、現地までの送迎、ガイド料、備品レンタル
・申し込み人数 ：1 室 2 名～

■西表島秘境体験 ECO ツアー（ネイチャーアクティビティとビーチクリーンがセットになったツアー）
2021 年 7 月に世界自然遺産登録された西表島は、島全体の 90％以上を
亜熱帯の自然林に覆われている大自然の宝庫。イリオモテヤマネコな
ど、天然記念物に指定されている珍しい動物や植物が棲息し、「東洋の
ガラパゴス」とも称されています。石垣港から西表島に渡り、島の生態
系には欠かせないマングローブや、西表島独自の豊かな生態系について
学びながら楽しむトレッキングを通して、海と山のつながりを感じてい
ただくホテルオリジナルツアーです。

■ビーチクリーン
西表島には、毎年約 100 トンのごみが漂着しています。漂着ゴミの 90％
以上はリサイクルができないプラスチックゴミです。漂着ゴミ問題の背
景を知り、実際に目で見て体験するビーチクリーン活動を通して、環境
問題に目を向けるきっかけを作り、環境保全活動について考えます。
・場所：西表島（ホテルから石垣島離島ターミナルまで車で約 10 分。
西表島までフェリーで約 40 分）
・時間（所長時間）
：8 時～17 時（約 7 時間）
※荒天時中止（ホテル館内ご利用券に変更）
■オリジナル晩酌セット
沖縄は、健康で長生きをする人が多く居住する特別な地域であるブ
ルーゾーンのひとつです。石垣の酒蔵所の泡盛と泡盛リキュール、沖
縄野菜のピクルスをセットにした、オリジナルの晩酌セットをご用
意しました。

〈促進できる SDGs 目標〉
11．住み続けられるまちづくりを
12．つくる責任 つかう責任
14．海の豊かさを守ろう
15．陸の豊かさも守ろう

＜ANA インターコンチネンタル石垣リゾート:環境貢献への取り組み＞
ANA インターコンチネンタル石垣リゾートでは、八重山の自然環境に配慮しホテル全体でエネルギー
のコントロールをはじめ、ホテルに隣接する海と防風林に生息する多様性ある動植物を保護し、訪れる
ゲストがリゾート内で自然を身近感じていただけるよう保全しています。光害の軽減やビーチや近隣の
清掃活動、サトウキビを使用したストロー、グッズを使用した Stop the Road Kill の訴求、地産地消の
推進のため全レストランで島食材を使用する等、環境配慮への取り組みを実施しています。
■“島の育む宝石フルーツ”「Koppari（こっぱり）」の冷凍フルーツを使ったスムージー
新型コロナウイルスの影響により、県外への流通が困難となった農産物を救う為に立ち上げられた
「KOPPARI（こっぱり）
」は、島のみずみずしくて甘いフルーツをいちばんおいしい時に瞬間冷凍させ
て、その味と鮮度をとじこめ、カットフルーツやスムージーパックとして県外に販売しています。島の
基幹産業である農業の支えとなる事業を救いたいという思いでスタートした活動に賛同し ANA インタ
ーコンチネンタル石垣リゾート内施設「PALETTE Terrace Lounge」では Koppari フルーツを使用した
コラボレーションスムージーを販売しています。

■Pokke104 さんとのコラボレーション
2021 年 10 月に ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの公式アンバサダーに就任した、沖縄県出
身のアーティスト、Pokke104(ぽっけいちまるよん)さんと共に、訪れる人々に石垣の豊かな資源を守る
ことの大切さを知ってもらうきっかけにして欲しいという想いから、石垣の海と山の美しさを描いたア
ート作品や、不定期で開催されるワークショップを通して、八重山諸島の魅力を発信しています。
Pokke104 さん／本名：池城由紀乃（いけしろ ゆきの）プロフィール
アーティスト・イラストレーター 沖縄生まれ
2003 年より活動。イラストレーターを中心に、壁画、ライブペイント、グ
ラフィックデザイン、テキスタイルデザイン、CD ジャケットデザイン、
アートワークショップなどを手掛ける。

■SALTIDA
石垣・八重山の海と大地の恵みを丸ごと味わえるフィッシュ&ミート ビストロ「SALTIDA(サルティー
ダ)」では、地元で塩づくり一筋に取り組む「石垣の塩」工房から専売で仕入れた、ANA インターコン
チネンタル石垣リゾートでしか味わうことのできない「にがり 8 年 珠塩(たまじお)」と名付けられた
希少な塩を使用し、地元でとれた、海の幸、山の幸、森の幸を使った食事を提供しています。

海の恵みと大地の恵み。人の手が入る前からあった八重山の資源を守るために、先人たちは知恵を絞り、
石垣島の農業・畜産を反映させてきました。
「気軽に旅する機会が限られている今だからこそ、より強く旅先に想いを馳せ、その土地や人々と繋が
りたい。」「旅の楽しみや喜びを、環境や地域社会に還元していきたい。」
そんな気持ちを持った旅行者に、島の事業者との交流や、島人の活動を知ってもらう体験を通して、持
続可能な社会について考えるきっかけとなる、新しい旅のスタイルと提案したいという思いから企画し
た「石垣の自然と文化を後世に繋ぐ サステナビリティ島旅プラン」をお楽しみください。

【ANA インターコンチネンタル石垣リゾートの衛生基準について】
IHG ホテルは今年 5 月、「IHG クリーンプロミス」を立ち上げました。これを受け、全世界のインターコンチネンタル® ホテルズ＆リ
ゾーツにおいてもホテル内全施設の衛生基準を再定義し、ゲストエクスペリエンスの向上を図っております。ANA インターコンチネン
タル石垣リゾートにおいても新たな衛生基準を順守し、お客様の安心・安全を最優先したサービスに努めてまいります。IHG クリーン
プロミスの詳細は、こちらでご覧いただけます。
インターコンチネンタル® ホテルズ&リゾーツについて
インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツは、70 年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅力を体験できる旅を提
供。いずれのホテルでも、インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみいただけます。インターコンチネンタルは、さりげ
ない心遣いが感じられる上質なサービスと充実したアメニティを通した、グローバルで洗練された旅を実現します。お客様ひとりひと
りに合わせたきめ細かなサービスによる心のこもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいご滞在をご満喫いただけます。また、
インターコンチネンタル アンバサダープログラムと最上級の特典が付いたクラブインターコンチネンタルを通して、大切なお客様に特
別なサービスをお届けします。旅慣れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものとなるよう、ほかでは味わえない特別な体験など、
その土地ならではの魅力をご紹介しています。
IHG(インターコンチネンタルホテルズグループ) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、下記の幅広いホテルブランドのポートフォリオ
を有する、インターナショナル企業です。
シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ, キンプト
ン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディゴ, EVEN ホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ, クラウンプラザ ホテルズ&リゾー

ツ, voco™, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス, ホリデイ・イン クラブバケーションズ, avid ホテルズ, ス
テイブリッジ スイーツ, Atwell スイーツ, キャンドルウッド スイーツ
世界約 100 ヶ国に約 6,000 ホテル、890,000 室を展開するグローバルホテルオペレーターです。さらに、世界、約 1,900 軒のホテルが
開発中となっています。また、IHG のロイヤリティプログラム、IHG リワーズクラブは、世界最大級のロイヤリティプログラムで、現
在、世界 1 億人を超える会員の皆様に様々な特典をお楽しみいただいております。

InterContinental Hotels Group PLC は、グループの持株会社であり、英国に設立、英国およびウェールズに登録されています。現在世
界中の IHG ホテル及びコーポレートオフィスには、350,000 人を超える IHG チームメンバーがおり、日々世界中から集まるお客様を
お迎えしています。
日本国内では、2006 年 12 月に、IHG と ANA の業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパン
を設立。2021 年 11 月現在、国内 37 ホテル、約 10,000 室を展開しています。その内、9 軒がインターコンチネンタル、19 軒が ANA ク
ラウンプラザ、6 軒がホリデイ・イン、1 軒がホテルインディゴブランドの下に運営しています。また、2020 年 10 月には新規ブランド
としてキンプトン新宿東京、同じくホリデイ・イン&スイーツ新大阪を開業しました。今後も ANA インターコンチネンタル安比高原リ
ゾート、ANA クラウンプラザリゾート安比高原、ANA ホリデイ・インリゾート安比高原、ANA クラウンプラザホテル秋田、ホテルイ
ンディゴ犬山有楽苑、ホテルインディゴ軽井沢、インターコンチネンタル沖縄美ら SUN リゾート、リージェント京都の開業を予定して
おり、日本においても IHG ホテルズ＆リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届けして参ります。
<展開数は、2020 年 9 月 30 日現在>

【報道関係者からのお問い合わせ先】
ANA インターコンチネンタル石垣リゾート PR 事務局（サニーサイドアップ.内）
担当：俊成(080-4904-3118)、田中(TEL:070-1639-9624)・福田
TEL：03-6894-3251 FAX：03-5413-3051 E-mail: ihg_ishigaki@ssu.co.jp

補足資料
【ANA インターコンチネンタル石垣リゾート 概要】
名
称：
総支配人：
所 在 地：
電話番号：
ア クセス：
予約・問合せ：
公式 HP：
Facebook：
Instagram：
客室（458 室）

ANA インターコンチネンタル石垣リゾート
秋間友
〒907-0002 沖縄県石垣市真栄里 354-1
0980-88-7111（代表）
南ぬ島 新石垣空港 車・タクシーで約 20 分
石垣港 離島ターミナルより 車・タクシーで約 10 分
ANA インターコンチネンタル石垣リゾート
リザベーションコンシェルジュ concierge@anaintercontinental-ishigaki.jp
https://www.anaintercontinental-ishigaki.jp/ja/
https://www.facebook.com/anaintercontinental.ishigaki
https://www.instagram.com/ana_ic_ishigaki_resort/
クラブインターコンチネンタル（86）
*プレミアムガーデンルームを除く全客室が
バルコニー付きオーシャンビュー

ベイウィング（117）

レストラン＆バ
ー（9）

宴会・会議施設
（4）

プール（4）
スパ＆
フィットネス
その他の施設

スイートルーム
プレミアムルーム
プレミアムガーデンルーム
デラックスルーム
スーペリアルーム

1 (132.9 ㎡)
8 (43.2 ㎡)
5 (43.2 ㎡)
36 (43.2 ㎡)
36 (43.2 ㎡)

プレミアムベイルーム
デラックスベイルーム
スーペリアベイルーム

22 (43.2 ㎡)
44 (43.2 ㎡)
51 (43.2 ㎡)

オーシャンウィング（173）

客室タイプ詳細はウェブサイトにてご確認ください。

コーラルウィング（82）

客室タイプ詳細はウェブサイトにてご確認ください。

メインダイニング「SALTIDA（サルティーダ）
」
（新設、ベイウィング 1F、214 席、テラス 54 席を含む）
デリ＆カフェ「PARETTE TERRACE LOUNGE（パレット テラスラウンジ）」
（新設、ベイウィング
2F、62 席、テラス 18 席を含む）
*リゾートセンター、デリ＆カフェ、ミーティングルーム、ショップなどを併設する複合施設内
オールデイダイニング「サンコーストカフェ」
（オーシャンウィング 1 階、90 席）
日本料理「八重山」
（オーシャンウィング 1F、98 席）
中国料理「チャイナシャドー」（オーシャンウィング 1F、76 席）
すき焼き・しゃぶしゃぶ・焼肉「ファイヤーサイドテラス」（オーシャンウィング 1F、68 席）
寿司「石垣」
（オーシャンウィング 2F、14 席・カウンターのみ）
ラウンジ＆バー「トロピックス」
（オーシャンウィング 2F、82 席＝ラウンジ 18、バー32、テラス 32）
鉄板焼「於茂登」
（タワーウィング 1F、24 席）
ボールルーム真栄里（オーシャンウィング 1F、最大収容人数 570 名）
トップオブやいま（オーシャンウィング 12F、最大収容人数 150 名）
ボールルームぱなり（オーシャンウィング 2F）
、最大収容人数 12 名）
プライベートルーム輝（オーシャンウィング 1F、最大収容人数 10 名）
クラブインターコンチネンタル プール（新設）
、サンセットプール（新設）
サンライズプール（アウトドアプール）
、インドアプール
スパアガローザ（オーシャンウィング 1F）
、
フィットネスジム（オーシャンウィング 1F、24 時間営業）
キッズクラブ「プラネット・トレッカーズ」
、ウェディング施設「クルデスールチャペル」、マエサトオ
ーシャンパーク（3 月末～10 月）
、ビーチレストラン＆プールバー（季節限定）
、マエサトゴルフコー
ス、テニスコート、ジム、リゾートセンター、ビジネスセンター、など

※

全ての料飲施設で全席禁煙となっております。

※

今後の新型コロナウィルス感染症の状況に応じて、料飲施設の営業形態（営業日や営業時間）が変更になることがございます。

※

(*)の施設は 2021 年 9 月現在、新型コロナウィルス感染症防止策の一環として当面休業となっております。

