
アウトドアをもっと身近に

アウトドアをもっとスタイリッシュに

ゲストがくつろげるラグジュアリーな空間を創りたい…

楽しみ方は十人十色です

くつろぎの時間、美味しい食事、家族や仲間たち

石垣島の空、海、山…

~自分らしいグラマラスバーベキューをお楽しみください~

島野菜バーベキュー 炎空HONOSORA へようこそ



ご利用当日の流れ ①

※セッティング器材で足りないものなどがございましたら
　お手数ですがスタッフまでお声がけくださいませ。

※火おこしからバーベキューがはじまります。
　やけどにはご注意いただきながら行いましょう。

「スリーゾーンファイヤー」
炭の並べ方例 …

強火ゾーン
200℃以上
強火ゾーン強火ゾーン
200℃以上200℃以上
強火ゾーン
200℃以上

中火ゾーン
160℃程度
中火ゾーン
160℃程度
中火ゾーン
160℃程度

弱火ゾーン
120℃程度
弱火ゾーン
120℃程度
弱火ゾーン
120℃程度

火を起こしたり、暑さ
をしのげる当リゾート
のうちわは、お持ち帰
りいただけます。

■   うちわ

■   バーベキューグリル
炭
炭用トング
軍手
着火剤1個
チャッカマン
等
※バケツに必須
アイテムを
セットしてい
ます。

■   火おこしセット

ステーキナイフ・BBQ用トング・サラダ用トング
鍋つかみ・鍋敷き・焼きそば用テフロンシート
食器用ふきん・ウェットティッシュ・虫よけスプレー

丸皿・お箸
ランチョンマット
角皿・フォーク
スプーン

■   食器

炭火グリル 着火手順

二つに分ける方法の発展形
で、端には更に高くの炭を盛
る事で、強火で調理できるエ
リアを作ります。
◎これで強火、中火、弱火の
同時調理が可能になります。

※ご利用時間は、120分とさせていただきます。
　スタッフより終了時間を事前にお知らせいたします。

※追加のご注文は、コンシェルジュカウンターに
　て承ります。ご利用ブース・メニューの確認の為、
　ご着用のリストバンドを スタッフが拝見いたし
　ます。
※飲み放題コースをご利用のお客様は、飲み放題
　用リストバンドの別途着用をしていただきます。

飲み放題コースをご利用のお客様は
リストバンドは計 2 本ご着用いた
だきます。

グランピングコンシェルジュ
カウンターまでお越しください。
※ご予約なしの場合、空き状況を確認してからの
　ご案内となります。

※メニューブック、ご利用の流れ・ご利用マニュ
　アル等をご確認ください。
※ご不明点は、スタッフまでお願いいたします。

火が安定してきたら、お好みの
グリルゾーンに炭を並べ、網を
のせたら完成です！
※使用中はグリルが大変熱く
なってますので、気を付けて
BBQをお楽しみください。

4

着火剤に火を付けます。
※15分程グリルから離れ、炭は
動かさずにお待ちください。動
かしてしまうと、着火に時間が
かかります。

3

図のようにグリル端に着火剤を
1個セットします。
※着火剤は袋のままご使用くだ
さい。

1

着火剤を中心に、縦長に炭を積
んでいきます。
※ぎゅうぎゅうに詰め過ぎず、
空気の通り道が出来るように、
重ねます。

2

5 へ 7 へ➡

人数分（各1つ）
セット

ご来店 /受付1 ご利用時間5

火おこしスタート！（20分～30分程）6
ご利用のコース / 施設利用の確認2

お１人様1本ずつリストバンドのご着用3

ブースへご案内 /器材のご確認4



ご利用当日の流れ ②

火が安定してきたら、
いよいよグラマラスバーベキューのスタートです！！7

8 追加ご注文方法

9 洗い場のご利用

10 お時間終了30分前　

11 お会計（現金・各種クレジット）

￥
※当館にご宿泊のお客様は、お部屋付けができます。
　チェックアウト時にご宿泊代と合わせてご精算いたします。

原則として食器類の追加、交換は致しかねます。
コンシェルジュカウンター横の洗い場にて食器類のリフレッシュは、ご自身でお願い致します。
※器材セット内の食器用ふきんをお使いください。

それ以外の

ゴミ ※ドリンクのラストオーダーおよび、ご退出の準備をお願いします。
※終了後は食器類は洗わずにテーブルにまとめて置いていただければ結構です。

燃えるゴミ、生ごみ（食べ残し）は、各ブースごとに設置してある
ゴミ箱にお願いします。

☆美味しいお食事と、各々の時間をお楽しみください。

お忘れ物のない様、お気をつけてお帰りくださいませ。またのご来店を心よりお待ちしております！！

※着用されているリストバンドをスタッフにご提示ください。
※飲み放題コースのお客様はグラス交換制とさせていただいておりますので、
　新しいお飲み物をオーダーされる際は空いたグラスをお持ちください。

グランピングコンシェルジュカウンターにて
追加のお食事・お飲み物のオーダーを承ります。



グランピングご利用マニュアル ①

120分
営業時間11：00～23：00
※ドリンクL.O.30分前。
　お食事L.O.原則１時間前。
　（メニューによって異なります）
※退出時間はお守りください。

ご利用時間
ご来場の際、代表者様は
グランピング コンシェルジュ
カウンターまでお越しください。
※ご予約なしの場合、空き状況を確認
してからのご案内となります。

受付

後払い精算です。
※当館にご宿泊のお客様は、お部屋付
けできます。チェックアウト時にご宿
泊代と合わせてご精算いたします。

お支払い
チェックアウト時にご利用料金
の精算があります。
ゴミ・器材の片づけを完了後、ご
利用時間終了とともにご退場い
ただくよう、お願いいたします。

退出

当リゾートの駐車スペースを
ご利用ください。
※駐車場には限りがございます。予め
ご了承ください。

駐車場
ペットは1ブース２匹までご一緒
にご入場いただけます。
場内では必ずリードをお付けく
ださい。

ペットのご入場
天候による途中キャンセルにつ
いて、返金は一切行っておりま
せん。

天候キャンセル
運転代行業者の手配も可能です
ので予めスタッフにお申し出くだ
さい。
※混雑や待ち時間を回避するために、
事前にご予約がお勧めです。

代行運転の案内

喫煙は灰皿の設置してある場所、
各ブースにある灰皿をご使用く
ださい。歩きタバコは絶対にお止
めください。
※非喫煙者へのご配慮もお願いいたし
ます。

喫煙場所
当リゾート内では防災管理の為、
必ずスタッフの指示に従ってくだ
さい。
ご利用可能エリア以外の場所に
は立ち入らないようご注意くだ
さい。

安全確保
・バーベキューをご利用のお客様も
プールをご利用いただけます。
・ご利用時間はバーベキュー終了時間
までです。
・原則タオルはご持参くだい。
 （ レンタルタオルは1枚1000円 にてお貸出し
がございます。在庫状況によりお貸出しできな
い場合もございます。予めご了承ください。）

プールのご利用
更衣室のご用意はございません。

タイルは濡れると大変すべりや
すくなります。
プールの監視員はおりません
ので、お客様ご自身で安全確認
を充分に行ってください。

※ 当リゾートでは、プールでの事故
等について一切責任を負いませ
んので、予めご了承ください。

￥

携帯電話や貴重品等のお忘れ物
が大変多くなっております。お忘
れ物にも十分お気をつけくださ
い。

お忘れ物

P

注

注

注

ご利用ブースがわかるリストバン
ドをコンシェルジュカウンターに
てご提示ください。追加のお食事・
お飲み物 のオーダーを承ります。
※飲み放題コースをご利用のお客様は、
飲み放題用リストバンドの別途着用を
していただきます。

追加オーダー方法
燃えるゴミ、生ごみ（食べ残し）
は、ブース内のゴミ箱にお願いし
ます。

ゴミ



グランピングご利用マニュアル ②

ご利用規約を守れなかったお客様には
当リゾートを退場頂きます。

お守りください

20 ♪

♪

ドライバーのお客様の飲酒を固
くお断りしております。

ドライバーの飲酒
未成年者の喫煙および飲酒は法
律で禁止されています。

禁止事項
過度の飲酒による泥酔には十分
にご注意ください。
泥酔者は強制的に退場していた
だく場合もありますので予めご
了承ください。

呑みすぎ注意
楽器演奏、カラオケ、スピーカー
のご利用等、他のお客様への迷
惑となる行為は禁止させていた
だいております。

騒音・音量制限

打ち上げ花火、噴射式花火、直火
でのご利用は禁止とさせていた
だいております。
手持ち花火については、ご相談く
ださい。

花火のご利用
当リゾート内でのボール遊び全
般、バドミントン、フリスビー等遊
具を使った遊びは禁止しており
ます。

ボール遊び禁止

KEEP OUT

フロント、プールサイドを除く宿
泊登録者以外の客室と客室エリ
アへのお立ち入りは固くお断り
いたします。

ご利用エリア

お客様の故意、過失による当
リゾートの損害、機材の破損が
認められた場合は、当リゾート
での購入時代金をご請求させて
いただきます。

機材破損
場内で発生した事件、事故、盗
難、紛失等について、当リゾート
では一切の責任を負いません
ので、予めご了承ください。

免責事項
・嘔吐により設備等を汚し　た
場合。

・喫煙可能エリア以外での喫　煙
ならびに灰などを落とす　行為。

・奇声やコールなどの騒音行為。

罰金
・ゴミの不始末や、食べ物等を落
とす行為。

※上記については、罰金５０万円以下の
請求、並びに即時退店していただき
ます。


