
について

情報掲載までの流れ

　（一財）沖縄美ら島財団（以下「当財団」とします）では、沖縄北部地域の観光振興に寄与するため、北部の観光拠
点である海洋博公園が果たす役割、地域との連携のあり方や方策について検討を進めてまいりました。

海洋博公園への来場者は平成27 年に 460 万人にのぼり、北部観光への大きな原動力となっております。その為、
海洋博公園関連のホームページを起点にして、北部周辺の観光情報を公開することで、公園に来場した人がさらに北
部の観光を楽しんでいただく効果が期待できます。

そこで当財団は、北部地域の詳細な観光情報を無料で発信するポータルサイト「やんばる旅なび」（以下「本サイト」
とします）を構築し、公開することといたしました。

本サイトでは、北部の観光・旅行・宿泊に役立つ情報を集め、同時に各種おすすめプラン等の情報も公開しております。
なお、本サイトへの情報の登録・更新は無料で行い、今後も沖縄本島北部地域の観光支援に努めたいと考えております。

また、本サイトへの情報提供や維持運営の為のご協力案等がございましたら、「お問い合わせ」よりご連絡いただけれ
ば幸いです。
今後とも本サイトの発展と情報掲載のご協力を宜しくお願いいたします。

掲載までのルートとして郵送とメールがあります。
掲載の際、内容の確認等お問い合わせすることがありますので、メールでのフォーマット請求をおすすめ致します。

掲載依頼フォーマットの請求
(郵便又はメール)

(一財)沖縄美ら島財団より
掲載依頼フォーマットの発送

(郵便又はメール)

掲載依頼フォーマットのダウンロード

写真の掲載を希望する場合
郵送：jpg形式の画像ファイルを CD-R に書き込んでください。
メール：jpg形式の画像ファイルを添付してお送りください。
※お送り頂いた写真データについてはお返しできませんのでご了承ください。

（一財）沖縄美ら島財団へ発送
(郵便又はメール)

掲載可否の審査

掲載

掲載依頼フォーマットに必要事項を記載
※記載方法は別紙を参照



広告 広告

プランを探す

「全ての観光プランを見る」をクリックすると、全プラ
ンが一覧で表示されます。カテゴリ別に表示すること
もできます。

PICK UP

イベントやおすすめ情報を掲載しています。

お知らせ

新規掲載施設や更新情報など、やんばる旅なびについ
てのお知らせを掲載しています。

やんばるお役立ちガイド

沖縄に行く前に知っておくと役に立つ情報が満載！
スマホからも確認ができるので、ブックマークしてお
くと便利です。

観光施設を探す

各カテゴリの一覧を表示します。
クリックした対象カテゴリに属する観光施設を表示さ
せます。小カテゴリでさらに絞り込めます。

場所からプランを探す

北部の市町村名をクリックすると、対象地域にある観
光施設が含まれたプランを表示させます。

http://www.ytabi.jp/ info@ytabi.jp

( 一財 )沖縄美ら島財団
沖縄県国頭郡本部町字石川888〒905-0206

TEL:0980-48-3649 FAX:0980-48-2200



宿泊

②観光施設の名称

①イメージ写真

③キャッチコピー

宿泊カテゴリの観光施設の情報が掲載されるページのサンプルです。

外観や内装、オーシャンビューの部屋など宿泊施設と
してアピールできる写真などを最大5枚まで掲載でき
ます。

住所や電話番号、営業時間やアクセス方法などの基本
情報が掲載されます。

チェックイン・アウト、宿泊料金、設備、サービスな
ど

ランダムで同じ宿泊カテゴリの施設が表示されます。

スマホやタブレット等でQRコードを読み取っていた
だくと、スマホサイトのURLを取得できます。施設
専用のURLになりますので、ブックマークしておく
と外出時に確認できるので便利です。
※QRコードは本掲載後自動生成されます。

お客様が来たくなると思うようなキャッチコピーを載
せることができます。文字数に制限はありませんが、
あまりにも多すぎる場合は事務局で調整させていただ
くことがあります。

④QRコード

⑤基本情報

⑥宿泊情報

⑦その他の「宿泊」施設

広告

ペンション、ホテル、
民宿、旅館、貸別荘 etc

http://www.ytabi.jp/ info@ytabi.jp

( 一財 )沖縄美ら島財団
沖縄県国頭郡本部町字石川888〒905-0206

TEL:0980-48-3649 FAX:0980-48-2200



別紙の記入用紙に、お客様の施設情報を記入していただき、下記の宛先までお送りください。
掲載情報の修正や変更につきましても、同様のフォーマットをお使いください。なお、修正、変更
箇所のみのご記入でもかまいませんが、情報を変更する施設が分かるように「名称」「住所」「電話」
の項目は必ずご記入ください。確認のため運営事務局よりご連絡させていただく場合がございます
のでご了承ください。

記入者やメールアドレスはサイト上には掲載いたしません。

掲載の削除や修正、その他の理由により担当者と連絡を取る

ために必要となります。

電話番号や FAX はサイト上に掲載する項目に入ります。個

人でご利用の携帯電話やFAX はご記入なさらなようお願い

します。

運営上共用してご利用の場合は、記入していただいて構いま

せんが、インターネットという特性上、不特定多数のお客様

の目に触れるということを認識の上、お客様ご自身の責任で

お願いいたします。

サイトに来ていただくお客様に正確な情報を見ていただくた

めにも、なるべく多くの項目を埋めていただきますようご協

力をお願いいたします。

年中無休の場合、定休日を無記入ではなく「なし」もしくは、

「年中無休」とご記入ください。不定休の場合もその旨、記載

をお願いします。

ただし、当サイトで掲載ページに表示させることが難しいと

判断した場合は、運営事務局で予告なく変更する場合があり

ますのでご了承ください。

※体験プランや宿泊プランが多すぎる場合、または複雑すぎ

る場合 etc

アクセス方法はお客様から頂いた情報とこちらでお調べした

方法を総合的にまとめて記載します。近くの交差点に信号機

の名称や大きな目印となるものがなく、看板などがあれば、

看板があることを記載してください。

郵送の場合、写真を同封していただければ、紹介ページに掲

載しますが、なるべくデジカメ等で撮影したデータをCD-R 

に焼いて送ってください。写真は最大5 枚まで掲載すること

ができます。

写真をお送りいただく前に

郵送 メール
jpeg, jpg
png, gif
( 拡張子 )

CD-R,DVD-R
(jpeg, jpg)

現像写真

上記以外では掲載できない場合があります。

資料送付先

郵送：

メール：

（一財）沖縄美ら島財団　やんばる旅なび担当

〒905-0206
沖縄県国頭郡本部町字石川888 番地
電話 0980-48-3649　FAX 0980-48-2200

info@ytabi.jp

やんばる旅なび
※サイトには記載されません

※サイトには記載されません

※他サイトではなく、オフィシャルサイトのURLをご記入ください

※規定のフォーマット項目がない場合、本シートに記載しきれない場合は別紙に記入していただき同封を
お願いいたします。

2016

905

0980-48-3649
1234＠ytabi.jp
http://www.ytabi.jp/

空港から国道329号線経由で那覇 I.Cから沖縄自動車道で許田 I.Cへ
国道58号線を北上し、国道449号線、県道114号線を経て海洋博公園へ

盲導犬・介助犬及び聴導犬のみ可

大浴場、宴会場、自動販売機、マッサージチェア (有料 )、コインランドリー、FAX送信、
宅急便、足湯、コイン式携帯充電器、喫煙所

冷蔵庫、テレビ（BS,CS, 地上波）、トイレ、湯沸しポット、空調設備、電話、ドライヤー、
布団一式（毛布の追加は従業員へお問い合わせください）

ボディーソープ、シャンプー、リンス、歯磨きセット、カミソリ、ブラシ、浴衣、
バスタオル、ファイスタオル、スリッパ

バーベキューセット（有料）

喫煙所以外での喫煙はできません。ご了承下さい。　　　　　　　

0980-48-2200

VISA,JCB,MASTER,AMEX

当旅館「鎖之間・蘭の間」宿泊のお客様

多目的トイレ

5

15

100％

キャンセル料は銀行振込とさせていただきます。

80％ 50％
3日前30％
～4日前無料

00 11 00

0206 国頭郡本部町字石川888

( 一財 )沖縄美ら島財団
（一財）沖縄美ら島財団（以下「当財団」とします）では、沖縄本島北部地域の観光振興に寄与するため、
北部の観光拠点である海洋博公園が果たす役割、地域との連携のあり方や方策について検討を進めてまいり
ました。

旅館

6 1

記入例に記載している情報は、やんばる旅なびへ情報を掲載するためのフォーマットサンプルとして記載し
ております。実際の（一財）沖縄美ら島財団の情報と異なります。

簡単！メールでの登録方法！
①先ずは旅なびお問い合わせフォームより資料請求を行ってください。
②運営事務局担当者より資料をお送りいたします。
③フォーマットに記入の後、写真データとともに担当者へご返信下さい。
④担当者が内容確認後ページを作成いたします。作成したページの仮URLを送信します。
⑤ページをチェックいただいた後（修正・追加・本掲載）の旨ご返信下さい。
⑥修正等の対応後本掲載し、URLをお送りいたします。
・チェックできるので情報の誤掲載を防げます。



料金体系が複雑で当サイトのフォーマットで対応できない場合は料金表のみ、お客様のサイトへリ
ンクさせていただく場合がございます。
・3か月や半年といった比較的短期間で料金改定を行う場合。
・いろいろなキャンペーン企画と連動しており、一定の価格提示ができない場合。
・シーズンや期間ごとの料金が細かく設定されている場合。

ホテルなどで部屋のタイプがある場合はタイプ名を、特にな

い場合は和室や洋室、和洋室などと記載して下さい。

期間が細かく決められている場合はその日程をご記入くださ

い。

また年度ごとに替わる場合は、その都度変更内容をご連絡い

ただくか、オフィシャルサイトに記載されている場合は該当

ページのURLを記載してください。

消費税込の金額表示義務化により当サイトでは料金はすべて

税込み価格で表示いたします。

記入例に記載している情報は、やんばる旅なびへ情報を掲載

するためのフォーマットサンプルとして記載しております。

実際の（一財）沖縄美ら島財団の情報と異なります。

写真をお送りいただく前に

郵送 メール
jpeg, jpg
png, gif
( 拡張子 )

CD-R,DVD-R
(jpeg, jpg)

現像写真

上記以外では掲載できない場合があります。

資料送付先

郵送：

メール：

（一財）沖縄美ら島財団　やんばる旅なび担当

〒905-0206
沖縄県国頭郡本部町字石川888 番地
電話 0980-48-3649　FAX 0980-48-2200

info@ytabi.jp

簡単！メールでの登録方法！
①先ずは旅なびお問い合わせフォームより資料請求を行ってください。
②運営事務局担当者より資料をお送りいたします。
③フォーマットに記入の後、写真データとともに担当者へご返信下さい。
④担当者が内容確認後ページを作成いたします。作成したページの仮URLを送信します。
⑤ページをチェックいただいた後（修正・追加・本掲載）の旨ご返信下さい。
⑥修正等の対応後本掲載し、URLをお送りいたします。

メール登録の利点
・チェックできるので情報の誤掲載を防げます。

鎖之間 4名 朝夕付
1名様
25,000円

1名様
18,000円

GW・年末年始
7～8月

葵之間 4名 朝夕付
1名様
15,000円

1名様
10,000円

GW・年末年始
7～8月

椿之間 4名 朝夕付
1名様
15,000円

1名様
10,000円

GW・年末年始
7～8月

菊之間 10名
（5名様～） 朝夕付

1名様
12,000円

1名様
8,000円

GW・年末年始
7～8月

蘭之間 2名 貸し切り
25,000円

貸し切り
18,000円 朝夕付

GW・年末年始
7～8月

藤之間
（宴会場） 80名 貸し切り

50,000円
貸し切り
40,000円 要相談GW・年末年始

7～8月
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