
「アーヂ島」利用規約 

 お客様（以下、利用者という）が快適に「アーヂ島」（以下、「当施設」という）
をご利用いただく為、株式会社 OKINAWA RESORT LAB（以下、「当社」とい
う）が定める本規約を事前にご確認頂き、ご予約をお願いいたします。当施設の利
用者は「アーヂ島」利用規約を確認し、全ての事項を了承したものといたします。 

 

第1条 利用資格 

 当施設は完全予約制となっており、利用するには下記の条件を満たす必要があり
ます。 

(1)予約する者(以下、「代表者」という)は予約時に20歳以上であること (原則、未
成年者のみの受付は行いません)。  

(2)利用者が高校生または20歳未満の場合は保護者の同伴もしくは親権者又は法定
代理人の同意書の提出が必要です。 

(3)利用者が中学生以下の場合は保護者の同伴の下、保護者の責任で安全に利用す
ること。 

(4)自力で上陸が困難な方(介助・補助が必要な方)は、お申し込み前にご相談くださ
い。ご相談なくお越しいただいた場合はご利用いただけない可能性があります。 

(5)イベント等でご利用の場合、島内へ出入りを許可する際は受付時にリストバン
ド等の着用をするなど、島内のゲストであることがすぐに判断できる様に手配する
こと。島内ゲストであることが判断できない場合は入島をお断りさせていただく場
合があります。イベント時の事故及び事件は代表者ならびに保護者の責任となりま
す。 

(6)外部業者の入島および島内での営業行為は原則お断りしております。外部業者
のご利用を検討する際には当社と事前のご相談・打ち合わせをお願いいたします。 

 



第2条 予約について 

(1)申し込み時に20歳未満の方を代表者として予約はできません。また、当方が不
適切と判断した場合、予約を取り消しさせていただく場合があります。 

(2)予約システムおよびメールでのみ受け付けます。電話では受け付けられません
のでご了承ください。 

(3)ご予約は利用日７日前の23時59分を締め切りとします（ご利用日7日前から当
日のキャンセルはご契約料金の100%がキャンセル料金としてかかります。*第6条
参照）。 

(4)当日はご予約を承っておりませんのでご注意ください。 

 

第3条 予約（利用規約）の成立について 

(1) ご予約はWebページ上の予約システムまたはメールを通じて行うものとしま
す(利用の7日前23時59分まで受付)。電話では受け付けません。また、利用日当日
の予約は受け付けておりません。  

(2)代表者は予約時に20歳以上とし、代表者が20歳以上と当社に告げた場合は代表
者を20歳以上とみなします。代表者が20歳未満であることが判明した場合には予
約の取り消し、当施設の利用をお断りすることがあることを利用者は予め了承する
ものとします。代表者が20歳未満である事を理由に当施設を利用できなくなった場
合に利用者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。ま
た、利用者が20歳未満の方は20歳以上の保護者の同伴を必須とします。未成年者
は当施設の利用に際し、親権者又は法定代理人の同意を必ず得て下さい。当社とし
ては20歳未満の利用について、親権者等の同意を得ている事を前提として申し込み
の受諾をいたします。 

(3) 利用者が予約システムまたはメールにて当施設の予約申し込みを行い、当社か
らのメールもしくは書面等を用いて双方で予約内容の合意を得たのち、利用者が当
社の指定する金融機関へ料金の振り込みをもって「予約完了」といたします(以下、
予約完了後の予約内容を「本予約」という)。  



(4) 前項の利用契約の成立を証するため、当社より利用者からのご入金の確認がで
きた旨を記載したメールを利用者が予め指定したメールアドレスに配信します。但
し、通信事情や当該メールアドレスの誤記、サーバーの不具合等により、このメー
ル を利用者が受信することができていない場合であっても利用契約は成立するも
のとします。  

(5)利用者が当施設に関わる予約の申し込みをした場合、当社の担当者が利用者に
「ご入金の確認ができた旨」を通知した時点をもって、当社と利用者の間に利用契
約が成立するものとします。 

(6)当社と利用者との間で利用契約が成立した場合、利用者は第6条に規定するキャ
ンセル料の負担等の義務が自己に生じる事を承諾したものとみなされます。 

(7)当施設に関わる予約をした場合、利用者は本規約に予め同意したものとみなさ
れます。 

 

第4条 予約内容 

(1)予約システムまたはメールにて当施設の予約申し込みを行った場合、予約内容
とは予約時点でホームページに記載されている全ての内容を指すものとします。ま
た、メールにて追加のやり取りが発生した場合、予約とは当社が送信したメールに
記載の全ての内容も含むものとします。 

 

第5条 予約の変更について 

(1)予約の変更は代表者のみ行えるものとします。予約の変更とは、前条で規定し
た予約内容における日程の変更(短縮および延長も含みます)、人数変更、レンタル
用品の数量変更を指します。但し、予約完了以降の利用期間変更(延長を除きます)、
人数減少、オプションレンタル用品の減少等の予約内容の取り消しを伴う場合はキ
ャンセル(以下、「キャンセル」という)として取扱い、キャンセル料が発生するも
のとします。なお、日程の変更、人数増加、オプションレンタル用品の増加を行お
うとするときには、希望する予約の変更ができない場合があることを利用者は予め



了承するものとします。また、人数増加やオプションレンタル用品の増加に関する
追加料金のお支払いは、チェックイン当日に現金にてお支払いいただくか事前に当
社と利用者間で支払い方法についてメール文面等での取り決めをした場合はそれ
に則った方法でお支払いいただくことといたします。  

(2)予約の変更はメール（7日前の23時59分まで受付）で受け付けます。 

(3)チェックインとは受付場所にて受付確認用紙を記入した時点を指します。当日
に予約を変更する場合は当施設の受付にて予約を行った利用者が当施設のスタッ
フに直接申し出るものとします。なお、その場合には希望する予約の変更ができな
い場合がある事を利用者は予め了承するものとします。 

(4)予約の変更の成立については次の所定の方法をもって成立するものとします。 

①利用者がメールにて予約の変更を行った場合には、当社から了承の旨のメールを
送信した時点。  

②当日に当施設で予約の変更を行う場合には、当施設のスタッフが利用者に対し予
約変更の変更手続きを完了した旨を通知した時点。 

(5)度重なる予約の変更は他の利用者の機会損失となるため、予約を取り消す場合
もあることを利用者は予め了承するものとします。 

 

第6条 キャンセルについて 

(1)キャンセルは代表者のみが行えるものとします。キャンセルとは第5条で規定し
たとおりとします。本条に規定するキャンセル料は全ての予約内容の実施日や使用
日ではなく、チェックインの日を当日として起算します。チェックインとは第５条
で規定したとおりとします。 

(2) キャンセルの連絡は次の所定の方法をもって行うものとします。  

①メール(７日前の23時59分まで受付)にて行うものとします。メールの受信日時
を受付日時とします。 



②キャンセル料発生期間に当社が休日の場合は、メールにて連絡の場合はメール受
信日時をキャンセル受付日とします。翌営業日後に当社が確認し、利用者に連絡を
差し上げます。  

③キャンセルの成立については利用者がメールにて予約キャンセルを行い、当社が
キャンセル了承の旨を送信した時点。 

(3)キャンセル料については、次に定める通りとします。 

①本予約から14日前のキャンセル：ご契約料金の内、基本料以外の料金の30%が
キャンセル料金となります（ご契約料金の内、基本料についてはキャンセル料金を
いただいておりません）。 

②ご利用日13日前から8日前のキャンセル：ご契約料金の内、基本料以外の料金の
50%がキャンセル料金となります（ご契約料金の内、基本料についてはキャンセル
料金をいただいておりません）。 

③ご利用日7日前から当日のキャンセル：ご契約料金の100%がキャンセル料金と
なります。 

④理由の如何を問わず連絡なしの無断キャンセル：ご契約料金の100%がキャンセ
ル料金となります。 

なお、①～④の規定は人数が減る場合も同様になります。 

(4)キャンセル料は当社より送付されるメールに記載の金額を指定の金融機関に振
り込むものとします。その際の手数料は利用者の負担とします。キャンセル料の振
り込みが確認できるまで、次の予約は受け付けないものとします。すべてのご利用
契約の取り消しを伴う場合で、既に当社に入金が済んでいる場合はキャンセル料を
差し引いた額を指定された金融機関口座へ当社からの振込により返金いたします。 

＊飛行機の到着遅れの際のキャンセル料は原則頂いております。 

 

 



第７条 天候などに起因する中止、キャンセルについて 

(1)以下の事由による場合は、キャンセル料金の発生はございません。 

①天候事由により当施設側が閉島を決定した場合 

②天災地変、及び各種気象注意報及び警報発令など利用者の安全確保が困難な場合 

③飛行機が離陸しなかった場合 

④双方により事前に書面による定めがある場合 

⑤行政機関等から指示があった場合 

⑥当施設側が閉島する必要があると判断した場合 

 

第8条 本人確認の方法および利用者本人とみなす規定 

(1) 当施設の利用に係る予約の申し込み、変更およびキャンセルをする方が、代表
者であることの確認は、次の所定の方法をもって行うものとします。 

①予約システムまたはメールにて当施設の利用にかかる予約の申し込み、変更およ
びキャンセルをする場合には、代表者が氏名等を当社に告げ、代表者本人であると
の申し出を行う。 

②チェックイン当日は、受付にて本条(2)項に定める本人確認書類を提示すること
により、予約時に当社に告げた個人情報の一致確認を行う。 

(2)本人確認書類とは下記のものとします。 

①運転免許証(顔写真、現住所が記載、各公安委員会発行で有効期限内のもの)。 

②日本国パスポート(日本国政府発行の顔写真、氏名、生年月日が記載、有効期限
内のもの) 。 



③身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳 (氏名、生年月日、住所記
載、有効期限の記載があるものは有効期限内のもの。写真貼付欄があるものについ
ては写真貼付があるもの)。 

④在留カード（旧 外国人登録証明書）+外国パスポート(氏名、生年月日、住所が
記載、有効期限の記載があるものは有効期限内のもの。在留資格が「資格なし」の
場合は受け付けできません)。 

⑤個人番号カード<マイナンバー> (顔写真、氏名、生年月日、現住所記載、有効期
限内のもの。マイナンバーの通知カードは本人確認書類として受け付けできませ
ん)。 

⑥健康保険証 (氏名、生年月日、住所記載、有効期限の記載があるものは有効期限
内のもの。国民健康保険証の場合、保険証発行元の市区町村と申込住所の市区町村
が同一であること)。 

⑦年金手帳 (氏名、生年月日、住所記載、有効期限の記載があるものは有効期限内
のもの。表紙がブルーの年金手帳は「住所欄」がないため受け付けできません)。 

⑧顔写真付きの学生証(学生の場合)。 

 

第9条 当施設利用時の注意点 

 当施設を利用しようとする者は、以下を承認しているものとします。 

(1)当施設で発生する、または発生した、いかなる原因に起因する事件、事故、窃
盗、紛失等について利用者本人および利用グループにその責任があり、当社に一切
の損害賠償および責任追及を行わないこと。 

(2)無人島という特殊な環境であることを理解し、自己の安全管理を厳守すること。  

(3)場所によっては危険な箇所もある為、ご利用区画以外の場所や立ち入り禁止区
域には立ち入らないこと。 



(4)スタッフがいる際には防災、安全管理のために指示に従うこと。台風や悪天候
等により利用者の安全上危険と判断した場合は当施設の利用やバーベキュー、遊泳
を中止する場合があること。 

(5)潮の干満により設備や機材など備品の浸水や流出をしないように努めること。
なお、故意もしくは粗雑な扱いによって機材や施設等に破損・紛失したとみられる
場合は、その修理費や購入費を負担することに了承すること。  

(6)海で泳ぐ際には事故が起こらないように細心の注意を払うこと。 お子様だけの
遊泳は大変危険ですのでさせないこと。必ず保護者が責任を持って監視すること。 

(7)飲食物の持ち込みは可能（イベント時など持ち込み禁止時を除く）ですが、食
材の衛生安全管理には十分に注意すること。当社は一切の責任を負わないこと。 

(8)イレズミ、タトゥーのある方はできるだけ露出を控えること。 

(9)当施設での機材や工作物、構築物などの設営・釘うち等は事前相談すること。 

(10)発電機及び投光機の使用はイベント利用時、または事前の相談による許可が必
要であること。 

(11)楽器演奏、カラオケ、スピーカーの利用等は事前の相談が必要であること。 

(12)当施設での釣りを希望の際は事前の相談が必要であること。 

(13)当施設へのペットの入島は可能です。利用者の責任で管理すること。 

(14)キャンプ・寝泊まり等は原則不可です。希望の場合は事前に相談が必要である
こと。 

(15)当施設は原則として喫煙の制限を設けておりません。喫煙エリアを設けるなど、
マナーをお守りください。利用者の喫煙による当施設への損害は賠償の対象となる
こと。 

(16)手持ち花火のみご利用可能です。打ち上げ花火、噴射式花火などのご利用は禁
止です。手持ち花火であっても、他の利用者へ危険が及ぶこう行為は禁止です。安
全を確認してご利用ください。当施設への損傷や破損は賠償の対象となること。 



(17)イベント時における未成年者の時間制限は特に設けておりません。いかなる事
故および事件も利用者および保護者の責任となること。 

(18)20歳未満の方へのアルコール提供はいたしません。法律により禁止されてい
ます。20歳未満の方へのアルコール提供または飲酒を発見した場合は、即時退出し
ていただき、関係機関へ通報すること。 

(19)ドライバーの飲酒は固くお断りしております。過度の飲酒による泥酔等にも十
分にご注意ください。泥酔者は強制的に退場して頂く場合もあること。 

(20)第11条記載の禁止事項を遵守すること。 

 

第10条 レンタル用品について  

 本施設には設備、機材等のレンタル用品が付属しております。ここでの「レンタ
ル用品」とは、≪アーヂ島ご利用案内≫に記載しているもの、事前に当社と利用者
の間で取り決めているもの、当日追加でレンタルしたもの等を指します。 

(1)事前に申し込みしたレンタル用品がそろっていることを使用前にご確認いただ
き、万一不備がある場合は使用前にお申し出ください。 

(2)レンタル用品は皆さんで使うものです。使用後は可能な限りきれいにしてご返
却ください。 

(3)レンタル用品の持ち帰り・持ち出しは禁止です。 

(4)ペットと一緒での当施設の利用は可能ですが、レンタル用品や当施設への損害
は賠償の対象となります。 

(5)レンタル用品や施設使用中の事故等に関しては、当社では一切の責任を負いか
ねますので、十分ご注意のうえご使用ください。 

(6)故意もしくは粗雑な扱いによって破損したと見られる場合、レンタル用品の代
金を賠償していただきます。 

 



第11条 禁止事項  

●指定場所以外での直火●木の伐採、建造物の建築、建造物の破損および迷惑行為 
●指定の駐車場以外での駐車や路上駐車●打ち上げ花火・噴出花火・ロケット花火 
（＊手持ち花火は可能）●当施設、ビーチ、海へゴミや割れ物（ビン・ガラス製品）
等を捨てる行為●ゴミや割れ物等の放置および指定場所以外に捨てる行為 ●モリ
の持ち込み、モリの使用●エアガン、ガスガン、BB弾の使用 ●立ち入り禁止エリ
アへの侵入 ●貝類採取など、漁業権に抵触する行為●飲酒した状態での遊泳●他
の利用者に迷惑となるような行為 ●公序良俗および法令に違反する行為、または
それらの恐れがある行為 ●当施設内での無許可の販売行為・商業行為・イベント
等●当施設内への無許可の個人持ち込みによるマリンスポーツ（水上バイク、ウイ
ンドサーフィン、原動機付乗物、その他許可の無い行為等）●未成年者へのアルコ
ール類の提供●予約の変更や、予約のキャンセルを繰り返す行為●予約・使用の際
の名義貸し、レンタル用品の転貸●安全管理および施設管理上、好ましくない行為。 

 

第12条 当施設の利用ルールについて  

 第11条に記載の禁止事項の遵守に加え、下記のルールに沿って利用してください。 

●チェックアウト前に当施設の原状復帰に努めること。 ●指定場所以外へのゴミ
の放置、直火、草木の伐採などをしないこと。これらの行為またはその他悪質な利
用方法により利用後の当施設の状態が著しく荒廃し、清掃・整備の必要、営業停止
等の処置が必要となるなど、当社が損害を被る場合は利用者に賠償責任が生じる場
合があります。●当施設内のゴミ(タバコ、紙くず、焚き火台上の燃えかす等)を確
認し、各自指定の場所へ処理すること。●利用エリア周辺には釣り人など突発的に
人が訪れる可能性があることを了承した上で利用すること。 

 当社は利用者と他の利用者または第三者との間において生じたトラブル等につ
いて一切責任を負いません。 

 

 



第 13 条ご利用案内 
 
≪アーヂ島ご利用案内≫ 

 
開島・閉島時間 １０：００～日没（※要相談） 

遊泳時間も同様としております 

イベント開催時 

イベント開催時の時間については変更になる場合がございます 
イベント開催時は以下の資料の提出をお願いしております 
①オペレーションマニュアル 

②来場者導線計画（歩行者導線及び立ち入り禁止サイン設置など） 

③組織図 

④施工スケジュール 

⑤タイムテーブル 

⑥運営体制及びスタッフセクション 

⑦緊急時対応オペレーション（イレギュラー対応含む）及び救護体制 

⑧その他、必要と判断するもの 

料金 

≪基本料≫ 
・無人島貸切り：150,000円～／1日 
＊2022年７月以降は施設利用料、シーズン料金が加算されます。 
≪参考オプション※ご希望により承ります≫ 
・マリン（3h放題）：150,000円～／1組（※ツアー別途見積り） 
・BBQ（食材、機材貸出）：3,500円～／1名 
・フリードリンク（2h）：2,000円～／1名 
・沖縄豚の丸焼き（調理付き）：100,000円／1頭 
・食材及び飲み物（アルコール含む）個別受注 
・機材手配（音響やスタッフなど） 
・テント手配 
・その他、どのようなご要望ご期待にもお応えいたします 

駐車場 

・当施設内での駐車は可能です。（制限はございません） 
※但し、島内スペースには限りがございますので現地を確認うえご判

断ください。 
・近隣に市営駐車場ございます。（イベント開催時の場合は別途ご相談） 
※過去の事例からイベント開催時は送迎バスを手配することも可能で

す 
施設 トイレ・簡易更衣室・簡易シャワー室・ビーチソファーセット 

設備・機材 水道・電源・BBQ器材・水上バイク・ゲート・スピーカー・他 
お問い合せ 098-858-8188（株式会社 OKINAWA RESORT LAB・アーヂ島担当） 

 

アーヂ島はお客様に安心して快適な時間を過ごして頂けるよう努めて参ります。 

皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 



 

第14条 その他注意事項 

(1)台風･強風･豪雨等の悪天候、及び各種気象注意報及び警報発令時など、利用者
の安全確保が困難と判断した場合は、ご利用の途中であっても閉島とし、安全の為、
ご退場いただく場合がございます（その際、一度受領した利用料金の返金には対応
しておりませんので予めご了承下さい）。 

(2)前日までに、上記の理由により閉島を決定した場合には、ご予約頂いたお客様
には弊社より直接お電話でご連絡いたします。その後、メールにて返金作業等を進
めさせて頂きます。 

(3)当施設は屋外であり沖縄の気候から、通常は雨天決行となっております。 

※お席に雨が入り濡れることがあります。お客様ご自身で対策をお願いいたします。 

(4)当施設ではスタッフの指示に従ってください。安全管理および施設管理上、好
ましくない行為が行われた場合は、利用者へご利用のお断りと退場をお願いするこ
とがございます（その際、一度受領した利用料金の返金には対応しておりません）。 

(5)当施設での盗難、事故等に関して当社は一切の責任を負いかねますので十分ご
注意ください。 

(6)規則に違反した場合、当施設の予約および利用の停止をする場合もございます。 

 

第15条 免責事項 

(1)当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合に免責され
るものとします。 

(2)当社は何らかの理由によって責任を負う場合にも、通常生じうる損害の範囲内
かつ有料サービスにおいて代金額の範囲内においてのみ賠償の責任を負うものと
します。 



(3)当社は当施設利用において利用者と他の利用者または第三者との間において生
じた取引、連絡または紛争等について一切責任を負いません。 

※当社の故意または重過失によらない利用者の怪我や損害について一切責任を負
いません。 

 

第16条 利用規約の変更  

 当社は民法548条の4に基づき、当社が本サービスの目的に沿うものであり、変
更が相当で合理的と判断した内容については、事前にお客様の了解を得ることなく
本規約を変更できるものとします。なお、変更後の規約は本サイト上に掲載した変
更日から効力を生じるものとします。 

 

（2022年４月 改訂）株式会社 OKINAWA RESORT LAB 

 


