
令和2年4月1日　改定

施設での過ごし方につきまして

受付時にお渡しするリストバンドを必ず手首に装着の上、お過ごしください。

未装着の場合、未精算の方と判断し、スタッフよりお声がけさせていただきます。

再入場する際には、必ず受付スタッフへ装着したリストバンドをご提示ください。

紛失されますと、再発行料としてお一人1,000円いただきます。

チェックアウト時間につきまして

キャンプサイトは、翌朝11：00です。

バンガローは、翌朝10：00です（チェックインは15：00から）。

ゲート閉門につきまして

20：00～翌朝8：00の間は、防犯上、入口ゲートを閉門致します。

閉門後は、徒歩も車も一切出入り出来ません。

万が一、20：00～翌朝8：00の間で出入りをご希望の場合は、

必ず事前（チェックイン～20：00まで）にスタッフへご相談ください。

開門手数料1,000円／回を頂き、ご対応致します。

事前の相談が無いお客様の場合、ご対応致しかねますのでご了承下さい。

事務所受付時間につきまして

20：00～翌朝8：00までは、閉めさせていただきます。

シャワーにつきまして

ご利用時間は8：00～20：00です（男女とも温水は、2基。その他は冷水）。

消灯・静寂TIMEにつきまして

22：00に、外灯を消灯させていただきます。

21：00以降は、静寂TIMEとし、音楽・話し声・車のドアの開け閉め等

他の方へのご配慮をお願いいたします。

花火につきまして　（21：00まで）

芝生の上、キャンプ区画内では絶対に行わないでください。

手持ち花火に限り、遊泳ネット近辺は避け、ビーチ（砂浜）で楽しんでください。

ゴミは、各自で片付けてください。

ビーチご利用、遊泳につきまして

4～10月はクラゲ防止ネットを設置しておりますが、あくまでも対策です。

万が一、刺された場合はスタッフにご連絡ください。

飲酒した状態での遊泳は、絶対に行わないでください。

また、日没後の遊泳は、非常に危険ですので禁止とさせていただきます。

干潮時、近くの島に徒歩で渡ることが出来ますが、潮が満ちると戻れなくなります。

散策される際は、十分に気を付けて、単独での行動はお控え下さい。

ビーチ（砂浜）での釣りは禁止です。
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バーベキュー・焚火等、火のご利用につきまして

芝生保護にご協力お願いします。直火は禁止です。

BBQ・焚火をする際は、必ず脚付きのBBQ台や焚火台等をご利用ください。

高さが足りない場合は、ブロックやテーブル・台をご利用ください。

また、熱された鍋やフライパンは、絶対に芝生の上へ直接置かないで下さい。

使用済みの木炭は、指定の場所に廃棄してください。

※ 芝生の焦げや損傷が激しい場合、別途費用をご請求することがございます。

ゴミ処理につきまして

ゴミは、各自でお持ち帰りください。

食べ物、ゴミを放置していると、カラスの被害にあう可能性があります。

県外・海外からのお客様に限り、有料でお引き取りしております。

持ち込み禁止物につきまして

発電機・カラオケ・ボート・カヤック・SUP等のお持ち込みは禁止です。

ドローンのお持ち込み及び使用も禁止です。

また、ペット（動物全般）の同伴は、固くお断りしております。

　※ペット同伴につきましては、令和2年8月～試験的解禁中とさせていただいております。

車のアイドリングにつきまして

車のアイドリングは禁止です。停車後は必ずエンジンをお切りください。

施設内は必ず徐行運転（5ｋｍ以下）してください。

施設内設備の取り扱いにつきまして

施設内設備や芝生や植物は丁寧に取り扱うようお願い致します。

万が一、破損が確認された場合、修理費用をお支払い頂く場合がございます。

天候・体調管理につきまして

天候には、十分お気を付けください。

また、熱中症対策及び体調管理もしっかりとおこなってください。

雷が鳴る際は、すみやかに車内へ避難してください。

施設内での事故、盗難及びその他トラブルに関しまして

当施設は、一切責任を負いません。

十分注意の上、ご利用ください。

上記規定に抵触した場合につきまして

当規定に抵触する場合は、直ちに施設内全ての利用を停止させていただき

構内より退去していただきます。

尚、ご利用料金の返金は、一切いたしませんので、ご了承ください。

　　緊急連絡先：080-6481-4676

ルール・マナーを守っていただき、楽しい思い出をお作りください。
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金額

大人(中学生以上) 500

子ども(３歳～小学生) 300

ペット 300

大人(中学生以上) 1,000

子ども(３歳～小学生) 600

ペット 600

2,000

7,000

6,000

28,000

15,000

6,000

9,000

手ぶらソロキャンプ

（おひとり様用）

6,000円+（宿泊入場料1,000円）＝7,000円　　1名様専用

（テント・ローテーブル・イス・寝袋・ランタン・シングルバーナー・クッカーセッ

ト・ゴミ処理付）

※室内調理・喫煙禁止、ペット同伴不可

※BBQはオプションです。

【グロッケ24】手ぶらキャンプ

（定員：10名様まで）

28,000円+（宿泊入場料×人数）定員：10名（イス・寝袋は6名分迄）

（テント・タープ・テーブル・イス・寝袋・ランタン・ゴミ処理付）

※室内調理・喫煙禁止、ペット同伴不可

※BBQはオプションです。

【CHUMSセット】手ぶらキャンプ

（定員：6名様まで）

15,000円+（宿泊入場料×人数）定員：6名（イス・寝袋は5名分迄）

（テント・タープ・テーブル・イス・寝袋・ランタン・クーラーボックス・

ゴミ処理付）

※室内調理・喫煙禁止、ペット同伴不可

※BBQはオプションです。

7,000円+（宿泊入場料×人数）　定員：２名〜5名

（テント・タープ・テーブル・イス・寝袋・ランタン・ゴミ処理付）

※機材設置場所を指定させていただく場合がございます。

※室内調理・喫煙禁止、ペット同伴不可

※BBQはオプションです。

【１部屋＝約24畳（テレビ・冷蔵庫・エアコン・テーブル付）】

9,000円＋（宿泊入場料×人数）

※寝具無し、室内調理・喫煙禁止、ペット同伴不可

※寝袋レンタル　１個５００円

フリーサイト（キャンプ）

（5名様毎に１サイト）

屋我地ビーチ料金表

項目

バンガロー（小）

（推奨人数：6名まで）

バンガロー（大）

(推奨人数：7名以上）

2021/9/1〜

【１部屋＝約12畳（テレビ・冷蔵庫・エアコン・テーブル付）】

（6,000円×部屋数）+（宿泊入場料×人数）

※寝具無し、室内調理・喫煙禁止、ペット同伴不可

※寝袋レンタル　１個５００円

【１サイト=5名まで】※以降5名様毎に1サイト追加

（2,000円×サイト数）+（宿泊入場料×人数）

※フリーサイトの為、区画が整備されているわけではございません。

※テント・タープの利用数制限はございませんが、他のお客様の迷惑

にならないようご利用下さい。

備考

日帰り入場料

駐車料・シャワー込

※ご宿泊者様が含まれる場合は、宿泊入場料をいただきます。

※日帰りのご利用時間は当日17時までです。

【トップシーズン　大人：750円　子ども：450円　ペット：450円】

宿泊入場料

駐車料・シャワー込

※宿泊される方（グループ）には、『フリーサイト』『バンガロー』

『手ぶらキャンプ』のいずれかの利用料が必須。

※『バンガロー』『手ぶらキャンプ』はペット同伴不可。

【トップシーズン　大人：1,500円　子ども：900円　ペット：900

手ぶらキャンプ

（定員：5名様まで）



10,000

4,000

3,000

金額

2,500

1時間以内 1,000
2時間 1,500
3時間 2,000
4時間 2,500
5時間 3,000
6時間 3,500

1日貸し 4,000

200

価格 価格

3,000 1,100

2,000 600

2,500 200

1,500 200

1,000 300

1,000 300

500 100

500 200

500 350

500 300

3,000 20

3,000 100

1,000 300

2,000

300

300 　屋我地ビーチ

300 　　〒905-1631

20 　　沖縄県名護市屋我143

500 　　TEL：0980-52-8123

500 　　http://yagaji-beach.com/

500

ヤカン

シーカヤック（1艇：1時間）

貸ボート

（1艇）

テント

レンタル品・販売品　料金表
販売品

皮手袋

薪

大人二人乗り

入場料別　パドル・ライフジャケット込

※当日の天候・海況によってご利用できない場合もございますので、必ずお問合せの上、ご予約下さい。

トング

※中学生以下が利用する場合、必ず保護者の方と一緒にご利用ください。

※利用可能時間：8：00～16：00（最終受付15：00）

焚火セット（薪・着火剤・ライター込）

氷

紙皿

割り箸（5膳）

アルミプレート

2021/09/1〜

着火剤

備考

タープ

ポップアップシェード

テーブル

※要予約　入場料別

二人乗り

小学生低学年以下のお子様が含まれる場合、1艇3

名まで乗船可。

パーティーシェード

木炭

手ぶらＢＢＱプラン料金表

レンタル品

ワンポールテント

ゴミ袋（45L/枚）

クーラーボックス（45L）

BBQセット（箸・皿・調味料込）

手ぶらBBQ ペアプラン

県産和牛 or あぐーコース

（２名限定）

手ぶらBBQ ファミリープラン

（定員：３～６名）

手ぶらBBQ グループプラン

県産和牛 or あぐーコース

（定員：３～６名）

【2名様限定】2名様で10,000円

入場料・食材・機材一式込み

パーティシェイド・テーブル・イス・ステーキ・ゴミ処理付

※機材設置場所を指定させていただく場合がございます。

4,000円/名 入場料・食材・機材一式込み 定員：6名迄

パーティシェイド・テーブル・イス・ゴミ処理付

※機材設置場所を指定させていただく場合がございます。

3,000円/名 入場料・食材・機材一式込み 定員：6名迄

パーティシェイド・テーブル・イス・ゴミ処理付

※機材設置場所を指定させていただく場合がございます。

シーカヤック・貸ボート料金表

ライフジャケット（1着）

項目

※貸ボート用

BBQ網

ライター

スキレット

※ペット同伴者はテント類・寝袋のレンタル不可。ホットサンドメーカー

ペグ（1本）

ガスボンベ（ブランク品）

ハンマー

調味料

シングルガスバーナー （ガス付）

焚火台（単品）

缶ビール（350ml）

アームチェア

寝袋（マット込）

ランタン（２つ）
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