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※写真はすべてイメージとなります。※写真はすべてイメージとなります。※現地参考価格は、特に記載のない限り2019年10月現在の価格（消費税込）となり、変更となる場合があります。
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①500円分
②1,000円分
③1,500円分

八重山の
伝統かまぼこ
金券として
利用可能

石垣島名物の楽しいあじをひとつまみ

営業時間
7:00～18：00
休:無休
年末年始休：1/1・2

〒907-0014

石垣市新栄町73-9
イシガキシシンエイチョウ

（0980）82-3084

特産品

現地参考価格
500円

現地参考価格
1,000円

現地参考価格
1,500円

金券として
利用可能

①500円分
②1,000円分
③1,500円分

石垣島のお土産、お食事、
体験メニューなどをご用意。

営業時間 9：00～18：00
休:不定休
年末年始休：不定休

〒907-0453

石垣市川平917-1
イシガキシカビラ

（0980）88-2440

①八重山そば
②ソーキそば+ビール1杯
　またはソフトドリンク1杯

静かなたたずまい。どこか懐かしい川平の茶屋

営業時間
10:30～14：00
休:木曜日
年末年始休：不定休

〒907-0453 石垣市川平934-37
イシガキシカビラ

（0980）88-2210

500円お買いもの券
南ぬ島石垣空港の搭乗待合室内

営業時間 7：00～20：00
休:無休　 年末年始休：無休

〒907-0242 石垣市字白保1960-104-1
石垣空港搭乗待合室内

イシガキシアザシラホ

（0980）87-0158

川平ファームのパッションフルーツジュース
＋自家製レアチーズケーキセット

名勝・川平湾を見渡すカフェで癒しのひととき

〒907-0453 石垣市川平934（琉球真珠内）
イシガキシカビラ

営業時間
9:00～17:00（L.O.16：30）
※季節により変動あり
休:無休
年末年始休：無休

（0980）88-2596

①花織みんさー商品金券として利用
八重山女性の心を織りなした花織りを制作体験

営業時間 9：30～18：30
休:無休　 年末年始休：無休

〒907-0024
石垣市新川1129-2
イシガキシアラカワ

（0980）83-0039

営業時間
9:00～17:00
休:日曜日（不定休）
年末年始休：不定休

香辛料を1つチョイス
人魚の里・星野で地元素材を生かして手作り

〒907-0241 石垣市桃里165-413
イシガキシトウザト

（0980）86-7757

特産品

金城かまぼこ店
キンジョウ　　　　　　　　 テン

石垣島 海のもの山のもの生産組合
農事組合法人
イシガキジマ

ノウジクミアイホウジン

ウミ　　　　　　  ヤマ セイサンクミアイ

みね屋工房
ヤ　コウボウ

島の駅カビラガーデン
シマ 　  エキ

川平公園茶屋
カビラコウエンチャヤ

Coralway 石垣空港売店
コーラルウェイ　　イシ ガキ クウ コウ バイ テン

川平湾の海カフェ R`s Café 
カ  ビラ ワン       ウミ　　　　　　　アールズカフェ

現地参考価格／1,050円 現地参考価格／500円

現地参考価格／600円

現地参考価格
1,100円

現地参考価格
1,000円

現地参考価格
1,500円

現地参考価格
500円

※5名以上の場合は要事前連絡
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1 2 3
日本最南端・石垣島最大の鍾乳洞

一人鍋でゆっくり本格しゃぶしゃぶ

営業時間
11:30～ 13:45
休:無休
年末年始休：無休

〒907-0023 石垣市石垣1666
イシガキシイシガキ

（0980）83-1550

〒907-0024 石垣市新川1129-2
イシガキシアラカワ

（0980）87-8737

鍾乳洞入場料＋ミニそば＋
ソフトドリンク1杯

営業時間 9:00～18:00
　　　　 （レストラン11：00～16：00）
休:無休　 年末年始休：無休

石垣島鍾乳洞
イシガキジマショウニュウドウイシガキジマショウニュウドウイシガキジマショウニュウドウ

和流ダイニング みふね
ワリュウワリュウワリュウ

島野菜とあぐー豚の
しゃぶしゃぶ

現地参考価格
1,800円

③1,500円の金券として利用
　または、はた織り体験
　（コースターまたはカラーパワー携帯ストラップ作り）

現地参考価格
1,500円

現地参考価格
1,500円

①予約不要 ②予約推奨 ③予約推奨

現地参考価格／500円

②1,000円の金券として利用
　または、はた織り体験（しおり作り）

①琉装体験撮影
②シーサー絵付体験（ミニ）
③シーサー絵付体験（小）
④シーサー絵付体験（中）

現地参考価格
550円

現地参考価格
550円

現地参考価格
1,100円

現地参考価格
1,650円

八重山の旅の思い出つくりをお手伝い

営業時間 9:00～19：00
休:不定休　年末年始休：不定休

〒907-0022

石垣市大川287-5
イシガキシオオカワ

（0980）83-2333

石垣島八重山観光サービス
イシガキジマ ヤ  エ  ヤマカンコウ

※天候・潮位により運行時間が変更
　もしくは中止になる場合があります。
　要事前問合せ。

※5歳以下のお子様は保護者同伴で無料。

①500円の金券として利用
ジャングルクルーズへレッツゴー！

営業時間 8:30～16：30
休:無休　 年末年始休：不定休

（0980）85-6154

〒907-1541

八重山郡竹富町上原870-3
ヤエヤマグンタケトミチョウウエハラ

現地参考価格／500円

現地参考価格／1,800円

②1,000円の金券として利用または
　ジャングルクルーズ乗船（小人/小学生）
③ジャングルクルーズ乗船（大人/中学生以上）

浦内川観光
ウラウチガワカンコウ

現地参考価格
1,000円

現地参考価格／1,300円

要予約

予約推奨



写真提供：ＯＣＶＢ写真提供：ＯＣＶＢ
※写真はすべてイメージとなります。※写真はすべてイメージとなります。※現地参考価格は、特に記載のない限り2019年10月現在の価格（消費税込）となり、変更となる場合があります。

〒907-0243 石垣市宮良1051-2
イシガキシミヤラ

（0980）86-8686

〒907-0012

石垣市美崎町1
石垣港離島ターミナル内

イシガキシミサキチョウ

（0980）82-5010

〒907-0004 石垣市登野城909
イシガキシトノシロ

（0980）82-3473

①石垣島=竹富島  往復 乗船券（大人）

※予約優先

営業時間
手織り体験対応時間
9：00～16：30
（12：00～13：30は除く）
休:無休　　年末年始休：無休

営業時間 7：00～19：00
休:無休
年末年始休：無休

国の天然記念物に指定されている宮良川のマングローブで少しだけ
冒険気分を味わってみませんか。

みんさー織り体験で石垣のお土産をゲット！

昔ながらの沖縄の原風景が今なお残る竹富島へ

営業時間 8：00～20：00
休:無休　年末年始休：無休

ご来店前迄に要予約

石垣島観光
イシガキジマカンコウ

八重山観光フェリー
ヤ   エ ヤマカンコウ

あざみ屋 みんさー工芸館
ヤ　 　　　　　　　コウゲイカン

予約推奨

現地参考価格
1,330円

※濡れても良い服装でご参加ください。 ※タオル、着替えをご持参ください。
※催行時間は潮の干満により毎日変わりますので詳細は直接現地へお問い合わせください。

※現地にて追加代金として1,000円のお支払いが必要です。

※現地にて追加代金として2,000円のお支払いが必要です。

マングローブカヌー体験
①小人
②大人

現地参考価格
2,500円～3,000円

※石垣港離島ターミナル内 八重山観光フェリーカウンターでのみ引き換え可能。 
※他割引券等との併用不可

想いを込めて手織り体験（コースター） 現地参考価格
1,500円
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※悪天候時は欠航になる
　場合もございます。

※5歳以下のお子様は大人1名につき1名乗船無料。

①グラスボート乗船（小人/6歳～11歳）＋星の砂

営業時間 9：00～17：00
（15分おきの運航となります）
休:無休
年末年始休：無休

世界有数の透明度を誇る川平湾。色鮮やかな熱帯魚や珊瑚礁が見える
スポットへご案内します。

②グラスボート乗船（大人/12歳以上）
　＋ブルーシールカップアイス1個

〒907-0453 石垣市川平934
イシガキシカビラ

（0980）88-2335

川平マリンサービス
カビラ
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要予約

石垣島


