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☆石垣島の大自然、海、森が創る、新しい癒しの空間

☆観光客、地元市民問わず、全ての人が憩いの場とし

てくつろげる空間

☆石垣島の魅力を地元食材、特産物を知る・見る・聞

くことで発見できる空間

☆石垣島の魅力を地元食材を通して発信

☆地域共創石垣島の未来の創造につながる貢献

☆飲食以外にも各種イベントや催し物を開催し、

人との繋がりや温かみを感じ思い出を作って
もらえる空間発見

発信

地元食材

貢献・地域共創

施設テーマ 『癒し』と『くつろぎ』新しい時代の新しい空間でリゾートを感じるレジャー施設。

癒し・くつろぎ

南ぬ島ココナッツテラス施設コンセプト



南ぬ島ココナッツテラス™施設規模、エリア、ロケーションについて

施設ロケ 石垣市字新川奈良佐1703番地－4

石垣空港から車で43分（19.3キロ）、石垣港離島タ-ミナル内から12分（5キロ）

□施設ロケーション特徴
・敷地の数メートル先からは石垣市景観地区となり、リゾート
エリアとして石垣島では希少な場所で今後の開発はかなり
限られる場所です。

・背面は森、前方は道路を介して海が見えるロケーションです。
・周辺はリゾートホテルが立ち並び、観光客が最も多く行き来す
る場所です。

□施設エリアの特徴
・石垣の中心市街地から15分の距離、市街地から最も近い、
リゾートホテルが立ち並ぶエリアの中心に位置します。

・石垣島の最も有名な観光スポットである川平湾に
市街地から向かう途中に位置。

・近くにはフサキリゾート様、グランビリオ石垣様が立ち並び
石垣随一のリゾート感が満喫出来るスポットです。

好立地



石垣島観光客の推移と南ぬ島ココナッツテラス来場ターゲット①

石垣島観光客の消費額と国内各県の比較

出典：石垣市H.P 入域観光客数より抜粋

推察）
・コロナ渦の石垣島は平均4万人／月の観光客数で推移。
・コロナ以前は平均12万人／月であり、約7割減にて推移。
・コロナ以前の12万人／月の内2.4万人が台湾を中心とし
た外国人観光客で占める。
・2019年までは毎年前年比増で推移しており、コロナ明け
では外国人観光客の見通しは立たないまでも国内観光客は
爆発的な増加が見込める。

石垣島観光客推移と今後の展望

推察）
・沖縄本島、石垣島、宮古島は国内でも有数の消費額を誇る。
・滞在日数の多い、石垣島は島の購買先の充実により更に消
費額の増加が見込める。
・今後数年は海外旅行が低調に推移すると思われ、海外旅行
を控え国内に切替えたリゾートを望む、旅行客は非日常を沖
縄県、そして石垣島にシフトすると推察される。
・21年4－6月期では滞在日数が3位となっているが、消費
金額はトップ。富裕層の長期滞在が影響していると推察。
・石垣島は19年1人当たり6.6万と消費金額が全国的には
高いものの、県内では低く、上昇余地が高い。

石垣島は国内観光客にとってのイメージはプレミアムなリゾート
南ぬ島ココナッツテラスは国内観光客に対して、様々なアプローチを通して、リゾートを演出。
プレミアムなリゾートを広告宣伝、演出することで石垣島全体の観光客数増に貢献することが目標です。

出典：観光庁旅行・観光消費動向調査2019年、2020年より抜粋 文中・石垣市H.Pより算出

目的地別消費金額
主目的地平均 50,716円
　沖縄 118,382円
　四国 55,401円
　九州 55,213円
　北海道 54,222円
　関東 52,895円
　中国 49,929円
　北陸信越 48,931円
　近畿 48,361円
　東北 47,959円
　中部 40,774円

県別滞在日数
主目的地  1) 2.2 日
　沖縄 3.1 日
　中国 2.9 日
　四国 2.8 日
　東北 2.5 日
　九州 2.5 日
　近畿 2.3 日
　北海道 2.1 日
　関東 1.9 日
　北陸信越 1.8 日
　中部 1.7 日

2019年データ 20２１年4－6月期

目的地別消費金額
主目的地平均 50,716円
　沖縄 80,271円
　北陸信越 53,940円
　九州 47,568円
　中国 45,377円
　四国 42,999円
　北海道 42,926円
　関東 39,625円
　東北 37,108円
　中部 35,424円
　近畿 31,996円

県別滞在日数
主目的地  1) 2.2 日
　北陸信越 6.0 日
　中国 4.7 日
　沖縄 4.4 日
　四国 3.5 日
　東北 3.3 日
　近畿 2.9 日
　九州 2.4 日
　北海道 2.0 日
　関東 1.9 日
　中部 1.7 日



石垣島観光客の推移と南ぬ島ココナッツテラス来場ターゲット②

観光客の滞在時導線 観光客タイプ（国内のみ）

※立ち回り主要先

離島観光（竹富島、西表島など）

アクティビリティ（シュノーケル、サップ、海水浴など）

市内での飲食（八重山そば、美崎町夜飲みなど）

石垣島内名所ドライブ（川平湾など）

最低2泊3日、長期滞在が増加

・滞在場所、長時間居れる場所が不足
ドライブ中の立ち寄り、滞在時間が
長くとれる場所には大きなチャンス

※独自調査

上記に加え、地元の方々の憩いの場所としての機能を持つ施設とすることで
年間を通した集客が見込めます。

石垣島は国内観光客にとってのイメージはプレミアムなリゾート



施設全体のイメージ俯瞰図

単に購買、食事のみではなく、楽しめる魅力あるロケーションを構築

鮮魚店を中心にデザート、
テイクアウトフードを提供

体験スペースで感動を提供

アトラクションで楽しさを提供

ハンモックスペースでくつろぎを提供

飲食スペースはリゾートならでは
の奇抜な座席を提供 バーベキュー機材を施設に配置

夜はライトアップ、ナイトバーで軽食

定期的なイベントを開催
物販、フリマスペース

音楽
LIVE

Coming soon

※施設部材については順次追加していきます
島野菜の提供



施設運営の仕組み

テナント様とテーマ、ビジョンを共有し、達成できる仕組み作りでサイクルを回す

・共有施設の活用
でテナント様、運

営費を抑制

・施設共通販促広告
でテナント様、店舗

運営をサポート

・様々なテナント様、プ
ランを用意。アイデア

と努力で収益増を図る

・施設収益からロケー
ション内の魅力アップ

のため施設充実

努力して売り上げを上げれば、
収入に繋がる仕組み作り

店舗運営をサポート
・トイレ、飲食席の共有
・売れ筋販売分析（ご依頼時）
・広告類の制作サポート

運営
応援

来場客のボリュームに
応じて施設を順次充実



テナント様募集店舗



テナント①

飲食客席１

ウッドデッキ席

テナント② テナント③

施設活用のポイント（第１期）オープンから半年間
施設の全体像としてテナント中心の形態とする

キッチンカー
テナント１

キッチンカー
テナント２

キッチンカー
テナント３

店舗

テナン
ト⑤

テ
ナ
ン
ト
⑥

テ
ナ
ン
ト
⑦

飲食客席２

テナン
ト④

土産物等物品
土産物等物品

テナント１、２、３は飲食
その他は工芸品などの土産品等物品テナント
※スペースによってテナントスペース調整

キッチンカーはドリンク系は不可。食のみの提供
ウッドデッキは排気上の問題から、BQは煮る系のみ

アク
ティビ
リティ
テナン

ト

ウッドデッキ席

空きスペースで🛴🛴キックボード等、アクティビリティテナント

テナント第一期
通常テナント７店
キッチンカーテナント3店募集
※テナント②と③は結合が可能
※第二期、第三期は近隣状況、観光客数によって調整

共
用
レ
ス
ト
ル
ー
ム

テナントテナント 第二期

第二期

店舗

アク
ティビ
リティ
テナン

ト

ウッドデッキ席

テナントテナント 第二期

第三期

第二期

第一期

本資料は21年12月1日時点の資料となりま
す。変更の可能性がある点ご留意ください。



施設全体平面図

第二期、第三期予定地

当面は駐車場、キッチンカー
用地として使用

向かい側は大型リゾートホテルが建設中です。

※施設樹木は
ヤシの木、芭蕉を中心に施設周りを囲
むように植樹の予定



施設平面図

第一期テナン
ト用地
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