
 

2018 年 1 月 18 日 
報道関係各位           株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 

 
フサキリゾートヴィレッジ ビーチ＆ガーデン、敷地面積や客室数を約 2 倍へ拡張し、2020 年に新生フルオープン 

「石垣リゾートモダン」をコンセプトに、天然ビーチやスパ、大浴場、多彩なレストランを有するリゾートホテルに生まれ変わります！ 

リニューアル第一弾、石垣島最大級のプールエリア「アクアガーデン」を 2018 年 6 月オープン 
 

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、代表取締役社⻑：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、石垣島の更なる観光客数の増加を⾒込み、2018 年から 2020 年にかけて段階
的に客室棟や施設棟などのリニューアルや増設を⾏い、施設全体の敷地面積を現在の約 2 倍へ拡張する計画を進めます。この拡
張リニューアルの第一弾として、2018 年6 月、約1km の天然ビーチが目の前に広がる絶好のロケーションに高さ最大6m50cm の
ウォータースライダーを完備したプールエリア「アクアガーデン」をオープン。リゾートビーチバーや託児スペースなども新設いたします。 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

アクアガーデン（スプラッシュパーク）                      アクアガーデン（ビーチサイドプール） 
 

 フサキリゾートヴィレッジ ビーチ＆ガーデンは、1982 年 7 月に開業。石垣島の⻄海岸に面し、島内随一のサンセットが楽しめるほ
か、ウミガメが産卵に訪れる天然ビーチが目の前にあることも魅⼒の施設です。敷地内にはハイビスカスやヤシの木など亜熱帯植物に
囲まれたガーデン、サンセットや満天の星空が楽しめる桟橋「Fusaki Angel Pier（フサキ エンジェル ピア）」もあり、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、これまで国内外から多くの旅⾏者にご利⽤いただいています。 
 

そして開業から36年目を迎える本年、フサキリゾートヴィレッジ ビーチ＆ガーデンは「石垣リゾートモダン」をコンセプトに、石垣らしさ
を大事にしながら、洗練されたリゾート感をミックスさせた新しい空間作りを目指し、大規模な拡張リニューアルを実施します。2018
年から 2020 年までの 3 年間で、現在の敷地の北側と南側に新しい施設棟や客室棟を増設するなど段階的な拡張工事を遂⾏。
施設全体の敷地面積を現在の 44,000 ㎡（総延床面積 11,600 ㎡）から将来的に 86,000 ㎡（延床面積 28,000 ㎡）へ
拡張し、客室数も現在の 195 室から 398 室へ増設する予定です。  
■今後予定する拡張リニューアルスケジュール 
・2018 年 6 月 ：「アクアガーデン」オープン 
   （スプラッシュパーク／ビーチサイドプール／ベビー＆キッズスペース「AYAPANI」／「THE STAR BAR」／ 

ビーチステーション／ビーチショップ／シーサイド BBQ「夏至南風」）  
・2018 年 冬 ：「セントラルヴィレッジ」オープン（ロビー棟／レストラン棟（オールデーダイニングレストラン））  
・2019 年 夏 ：「ノーステラス」オープン（北側客室棟）  
・2020 年 春 ：「エイトスターズヴィレッジ」オープン 
   （屋内プール／スパ／多目的宴会場／大浴場／ジム／コンビニエンスストア／コンセプトレストラン）  
・2020 年 秋 ：「サウステラス」オープン（南側客室棟） 
 

アクアガーデン 
2018 年 6 月オープン 

サウステラス 
2020 年秋オープン 

エイトスターズヴィレッジ 
2020 年春オープン 

セントラルヴィレッジ 
2018 年冬オープン 

ノーステラス 
2019 年夏オープン 



 

 

 
 

拡張リニューアルの第一弾として、2018 年 6 月に現在のプールエリアを「アクアガーデン」としてリニューアルオープン。その後、2018
年冬に敷地の北側にロビー棟、レストラン棟を含む「セントラルヴィレッジ」、2019 年夏に北側客室棟「ノーステラス」を新設します。 
さらに、2020 年春には当施設初となる屋内プールやスパ、大浴場、ジムなどを含む新しい施設棟「エイトスターズヴィレッジ」をオープ
ン。そして 2020 年秋、敷地の南側に新たに南側客室棟「サウステラス」を増設し、当施設の大規模リニューアルを完了する予定で
す。このリニューアルの完了に伴い、島内随一の天然ビーチと充実した設備を有するリゾートホテルとして生まれ変わり、幅広い客層に
支持されるホテルを目指します。 

 
2018 年 6 月にリニューアルオープンする「アクアガーデン」には、石垣島最大級のウォータースライダーを備えたスプラッシュパークや、

水平線を眺めながらゆったりと泳ぐことができるビーチサイドプールを設置。スプラッシュパークには、小さなお子さまも一緒に楽しめるよう
に水深の浅いキッズプールのほか、複合遊具や屋内プレイスペースを備えたベビー&キッズスペース「AYAPANI（アヤパニ）」も完備
しています。そしてビーチサイドプールのすぐ側には、絶景の石垣ブルーの海と白浜ビーチを望むリゾートビーチバー「THE STAR BAR
（ザ・スターバー）」がオープン。旬のフルーツを使ったジェラートやグラニータなどをご提供するほか、サンセット後はジャズの生演奏を
BGM にラグジュアリーな雰囲気の中でリゾートフルなカクテルもお楽しみいただけます。 

 
今後も進化を続けるフサキリゾートヴィレッジに是非ご期待ください。 

 
 
■2018 年 6 月のリニューアル概要 
 
▼アクアガーデン（プールエリア）  

天然ビーチをすぐ目の前に望める開放的なプールエリアには、スプラッシュパークとビーチサ
イドプールを設置。スプラッシュパークには石垣島最大級のウォータースライダーがあるほか、
様々なアクアプレイが楽しめる遊具も揃えております。また、スプラッシュパーク内のキッズプー
ルエリアには、小さなお子さまも楽しんでいただけるように、水深 600ｍｍ、300ｍｍ、150
ｍｍの 3 タイプのプールを完備。さらに、屋外に複合遊具、屋内にプレイスペースなどがある
ベビー&キッズスペース「AYAPANI（アヤパニ）」も設置しています。「AYAPANI」には有
資格者のスタッフが常駐しており、エステや食事の時間などパパ・ママが安心してゆったりと寛
げるようお手伝いします。また、ライブカメラを設置し、アプリからキッズスペースのお子さまの
様子をスマートフォンやタブレットからリアルタイムで確認することも可能です。 
 

ビーチサイドプールには、ゆったり過ごせるカバナを設置。そしてビーチサイドプールのすぐ側、
天然の白砂ビーチの目の前には、石垣ブルーの絶景を望むリゾートビーチバー「THE STAR 
BAR（ザ・スターバー）」をオープンします。潮風が心地よい日中のおススメは旬のフルーツ
を使ったジェラートやグラニータ。そしてサンセットの後はジャズの生演奏をBGMに、リゾートフ
ルなカクテルが味わえるラグジュアリーな空間をお楽しみいただけます。 
   
▼ビーチエリア  

天然のフサキビーチでは、多彩なマリンメニュー（フライボード、SUP 体験ツアー、クリアカ
ヤック体験ツアー、シュノーケルツアーなど）が体験できます。ビーチ⽤品の貸出や、各種マリ
ンスポーツ、レジャーに関する問い合わせやご予約などの総合受付を担うビーチステーション
を新たに「アクアガーデン」に設置するほか、お子様⽤から大人⽤マリングッズまで揃えるビー
チショップもオープン。遊泳エリアも広がり、石垣島の大自然をこれまで以上に満喫していた
だけます。 
   
▼シーサイド BBQ「夏至南風（カーチバイ）」  
 絶景のサンセットを目の前にしながら、石垣牛を中心とした BBQ が楽しめる屋外レストラ
ンをリニューアルオープン。夏期は毎日ショーを開催するほか、1 日 8 組限定でビーチサイド
のプライベート空間でスペシャルなコース料理「サンセットビーチグリルディナー」をお楽しみい
ただけるプランも⽤意。波の音と潮風を感じながら、豪快に炭火でグリルしたフサキリゾートヴ
ィレッジでしか味わえないスペシャル料理を堪能できます。 
 
 
 
 



 

 

 
■「フサキリゾートヴィレッジ ビーチ&ガーデン」施設概要（2020 年リニューアル完了時） 
 

・施設名称 ：フサキリゾートヴィレッジ ビーチ＆ガーデン 
・所在地 ：沖縄県石垣市新川 1625 番地 
・開業 ：1982 年 7 月 
・運営会社 ：株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 
・総支配人 ：塩⽥和⺒ 
・構造 ：鉄筋コンクリート造 
・延床面積 ：28,000 ㎡ 
・客室数 ：398 室（コテージ／ガーデンテラス／ノーステラス／サウステラス） 
・飲食施設 ：オールデーダイニングレストラン／コンセプトレストラン／夏至南風／ゆんたく／THE STAR BAR／ロビーラウンジ 
・施設内容 ：プール／ウォータースライダー／ビーチステーション／ベビー＆キッズスペース「AYAPANI」／ビーチショップ／ 
 売店／コンビニエンスストア／大浴場／ジム／多目的宴会場／スパ／屋内プール など 
・アクセス ：石垣空港から⾞で約 35 分、石垣港離島ターミナルより約 15 分 
  ※石垣空港⇔ホテル間のみ、無料送迎バスを運⾏しております。（所要時間 約 40 分） 
・予約 ：お電話もしくは公式サイトから予約 
・公式サイト ：http://www.fusaki.com/ 
・問い合わせ ：0980-88-7000 

 
 
■シンボル 「Eight Stars（エイト・スターズ）」  

Eight Stars と名付けられたフサキリゾートヴィレッジのシンボル。水のキラメキや木漏
れ日、南国の花々など、⼋重⼭諸島・石垣島フサキの「自然」や、魅⼒的なアクティビテ
ィーやゆったりと過ごす島時間などの「楽しみ」を、「輝く 8 つの星」として表現しています。 
上下⼆つの三角形が交差するデザインは、ここが多様な⽂化が交流する場所であること、
また、あたたかくきめ細やかなおもてなしをお約束することを、⼆つのハートの交わりとして
表しました。ゲストの皆様に、Fusaki Resort Village でしか味わえない感動と体験を
提供したいという思いが込められています。 
 
■株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメントについて  

株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメントは、北海道から沖縄までの日本各地で宿泊施設を管理・運営しております。2005 年
より本格的にホテル事業に参入し、現在は宿泊主体型施設から総合リゾートホテルまで、形態に応じた 5 つのブランドで全国に展開
しております。 
 
＜展開ブランド＞ 
・ホテルマイステイズ・・・大都市を中心に快適さと上質なサービスをご提供する宿泊主体型ホテル。 
・ホテルマイステイズプレミア・・・ホテルマイステイズにさらにゆとりや寛ぎなどを加えたホテル。 
・アートホテル・・・会議や婚礼などの需要にも対応するその⼟地ならではの魅⼒あふれるおもてなし。 
・フレックステイイン・・・全室ミニキッチン付で 1 泊から中⻑期滞在まで幅広くご利⽤いただけるホテル。 
・マイキューブ by マイステイズ・・・マイステイズブランドから新しく派生した「CUBE」型宿泊施設。 
 
＜会社概要＞ 
・商号    ：株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 
・事業内容 ：国内 82 棟（12,812 室）のホテル運営・管理業務、開発およびコンサルタント、 
 事業評価（デューデリジェンス）、フランチャイズ運営事業など。（2018 年 1 月 16 日現在） 
・代表者   ：代表取締役社⻑ ：麻野 篤毅 
・所在地   ：東京都港区六本木 6-2-31 六本木ヒルズノースタワー14F 
・設⽴年月日 ：1999 年 7 月 8 日 
・公式サイト   ：http://corporate.mystays.com/ 
  

＜ 当リリースに関する報道関係者からの問合せ先 ＞  
株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 広報担当 TEL：03-6866-4350  

フサキリゾート PR 事務局（サニーサイドアップ内）担当：服部（携帯：080-4094-8949）、小林、池嶋 
TEL：03-6894-3200 ／ FAX：03-5413-3050 ／ MAIL：MHM＠ssu.co.jp  

オフィシャル画像ダウンロード先：https://goo.gl/Yzb4Nc  
「フサキリゾートヴィレッジ ビーチ＆ガーデン」公式サイト：http://www.fusaki.com/ 


