
 

 
 

 

平成 23 年 6 月 22 日 

報道関係者各位 

三井不動産株式会社 

三井不動産リゾート株式会社 

株式会社はいむるぶし 

 

 

 

 

 

 

 

■三井不動産グループは、リゾート施設「はいむるぶし（沖縄県八重山郡・客室数110室）」を平成23年

7月7日（木）にリニューアルオープンいたします。 
 
■“ぬちぐすい”とは、沖縄では美しい風景やおいしい料理などに出合い、心温かくなり、癒されるこ

とを言います。『ぬちぐすいリゾート』がコンセプトの新生「はいむるぶし」では、ハード面のリニ

ューアルに合わせて、ソフト面でも“ぬちぐすい”を具現化するサービスの充実を目指し、マドンナ

のプライベートシェフを務める西邨マユミ氏とのコラボレーションにより誕生した、はいむるぶしオ

リジナル「プチマクロ」料理のご提供や、日本初上陸のオーガニック・スパ・コスメ「オーガニック

エレメンツ」を使用したトリートメントメニュー、ヨガ等のリトリートプログラムの導入など、様々

な滞在中の過ごし方のご提案を行って参ります。 
 

■また、夏休み期間中は、「はいむるぶしＫＩＤＳ・プログラム」を開講します。八重山の大自然に触

れ、浜辺の貝殻を使った工作などを通して、こどもたちの想い出づくりのお手伝いをさせていただき

ます。さらに特別プログラムとして、海洋生物楽
がく

研究所 所長・林正道氏をお招きして「海の環境教室

2011夏」を開催。本物そっくりに泳ぐ、廃材を利用して作った水中生物ロボット（エコ・ロボット）

とのふれあいを通じて、自然の大切さをお子様たちに伝えます。 
 
＜“ぬちぐすい”を実現する新サービス＞ 

① マドンナのプライベートシェフを務める西邨マユミ氏とのコラボレーションにより誕生し

た、ぬちぐすいリゾートにふさわしい「プチマクロ」料理 

② 日本初！イタリアのオーガニック・スパ・ブランド「オーガニックエレメンツ」のプロダク

トを使用したスパ・トリートメント・メニュー 

③ 八重山の自然と一体感を感じることのできる「ヨガプログラム」やソウル五輪代表・遠藤司

氏プロデュースの「ジョギング＆ウォーキングプログラム」など、充実の「ぬちぐすいリト

リートプログラム」 

④ 八重山の自然に触れる「はいむるぶしＫＩＤＳ・プログラム」と海洋生物楽
がく

研究所 所長・

林正道氏の「海の環境教室2011夏」を開講 

 

 

 

 

 

南十字星という名のリゾート施設『はいむるぶし』 

リニューアルコンセプト「ぬちぐすい（命薬）リゾート」を実現する、

料理・アクティビティ・スパの新サービスメニューを導入！ 

 



① マドンナのプライベートシェフを務める西邨マユミ氏とのコラボレーションにより誕生し

た、ぬちぐすいリゾートにふさわしい「プチマクロ」料理 
  

◆「プチマクロ」料理とは 

からだを内側からきれいにする食事法「マクロビオティック」の第一人者であり、マドンナのプラ

イベートシェフを務め、健康な生活を目指し今日から始められる「プチマクロ」を提唱する西邨マユ

ミさんとのコラボレーションにより誕生した、ぬちぐすいリゾートにふさわしい「プチマクロ」料理

を新たなメニューとして提供いたします。 

 

◆「プチマクロ」料理概要 

＜プチマクロ・コース＞ 

■期 間 ： 平成 23 年 7 月 7 日（木）～8月 31 日（水）および 12 月 30 日（金）～1 月 3日（火） 

■時 間 ： 18：00～21：30（要予約） 

■場 所 ： クラブダイニング 

■料 金 ： 12,000 円 （税込） 

■使用食材： 自家農園野菜（ハーブ、島らっきょうなど）、豆乳、玄米、大豆（ベジミート）、 

ひまわりの種、梅酢、有機片栗粉、寒天、海草、豆、はと麦など 

 

＜コース料理メニュー イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ブッフェダイニング 

  ブッフェダイニングでも「プチマクロ」料理をご用意しております。 

 ＜メニュー 一例＞  

・プチマクロ寿司： 玄米を使用した島野菜（オオタニワタリ、アダン、ハンダマなど）の握り寿

司や巻寿司 

・プチマクロ天麩羅： 島野菜（島らっきょう、紫イモ、グンバイヒルガオなど）の天麩羅 

※玄米ごはんのご提供やサラダコーナーおよびスイーツコーナーにもプチマクロメニューをご用意いたします。 

                      

 

○西邨マユミ氏 プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

西邨マユミ（にしむら まゆみ） 

マクロビオティック・コーチ兼プライベートシェフ。 

マクロビオティックの世界的権威である久司道夫氏の下で、料理主任に就任、が
ん患者の料理指導にあたる。2001年マドンナのプライベートシェフに抜擢、マク
ロビオティックを世界的に注目させる。現在日本に拠点を移しつつ、世界各地で
精力的に活動中。 

 
オフィシャルサイト 
http://mayuminishimura.com/ 



 

② 日本初！イタリアのオーガニック・スパ・ブランド「オーガニックエレメンツ」のプロダク

トを使ったスパ・トリートメント・メニュー 
 

◆「オーガニックエレメンツ」のスパ・トリートメント・メニューを日本ではじめて導入 

  はいむるぶし内の「ぬちぐすいスパ てぃんがーら」では、ヨーロッパを中心に、世界１２ヶ国の

スパやセレクトショップで人気の、イタリアのオーガニック・スパ・ブランド「オーガニックエレメ

ンツ」のプロダクトを使ったトリートメント・コースを、日本ではじめて導入いたします。 

  また、はいむるぶし内のホテルショップにて、「オーガニックエレメンツ」の商品の取り扱いも開

始いたします。 

 

＜トリートメント・コース＞ 

■期間： 平成 23 年 7 月 7日（木）～ 

■時間： 13：00～21：00（要予約） 

■場所： ぬちぐすいスパ てぃんがーら 

■料金： ボディ（背面+全面下半身）60 分 13,000 円（税込） 

フット（ひざ下+足裏）  40 分  7,500 円（税込） 

 

 

「オーガニックエレメンツ」について 

土壌豊かなイタリア・パルマで 2005 年に生まれたオーガニック・スパ・ブランドです。現代社会の女性が内面か

ら美しくいられるよう、肌に直接アプローチするだけでなく、カラーセラピー、フレグランスセラピー、アロマ 

セラピーなどの要素を取り入れ、心と体の全ての側面に働きかけ、癒しを与える「ホリスティック・アプローチ」

に基づいたプロダクト開発をしており、年齢・肌の状態・ストレスの状況など様々なニーズ・コンディションに応

じたライフスタイル対応型のスキンケア・ボディケアを提案しています。 

 

オフィシャルサイト 

http://www.oe-organicelements.jp/ 

 

 

◆沖縄八重山地方ならでは、月桃などのハーブを用いた「ぬちぐすいスパ てぃんがーら」オリジナルの

トリートメント・コースもさらに充実 
 
これまでもお客様にご好評いただいてきた、沖縄八重山地方ならではのハーブを用いたトリートメ

ント・コースもより一層充実いたします。月桃やイジュなど、このエリアならではのオリジナルアロ
マオイルを使ったメニューで、心身ともにリラックスいただけます。 

 

◆客室内トリートメント・サービスもスタート 
 
「ぬちぐすいスパ てぃんがーら」では専用スパ・ルームだけではなく、スタッフがお客様の客室に

お伺いしトリートメントを行うサービスも開始いたします。（オーシャンビュースイート、オーシャン
プレミア限定） 

 



 

③八重山の自然との一体感を感じることのできる「ヨガプログラム」やソウル五輪代表・遠藤

司氏プロデュースの「ジョギング＆ウォーキングプログラム」など、充実の「ぬちぐすいリ

トリートプログラム」 

 

1.八重山の自然との一体感を感じる 「呼吸法＆ヨガ プログラム」 
 
◆「呼吸法＆ヨガ プログラム」とは 

美しい自然のなかで、日ごろの身体の疲れをほぐし、リフレッシュするためのプログラム。経験豊

富なインストラクター（ウェルネス・スタッフ）の案内により極上のリラクゼーションをお届けしま

す。 

 

 

◆「呼吸法＆ヨガ プログラム」概要 

Ａ＜呼吸法＆ヨガ コース＞ 

新鮮な朝の空気をいっぱい吸ってリフレッシュし、 

基本ヨガとの組み合わせで効果倍増のコース。 

■期間： 平成 23 年 7 月 1日（金）～9月 30 日（金） 

■時間： 6：30～7：30（要予約） 

■場所： かぁちばいテラスまたはビーチハウス（予定） 

■料金： 2,500 円／人（ヨガマットレンタル料金込） 

■定員： 20 名 

 

 

Ｂ＜朝ヨガ コース＞ 

すがすがしい朝の始まりにリゾートヨガを体験できるコース。 

 

■期間： 平成 23 年 7 月 1日（金）～9月 30 日（金） 

■時間： 7：45～8：45（要予約） 

■場所： かぁちばいテラスまたはビーチハウス（予定） 

■料金： 2,500 円／人（ヨガマットレンタル料金込） 

■定員： 20 名 

 

 

Ｃ＜サンセットヨガ コース＞ 

全身の筋肉の凝りと緊張を解放し、一日の疲れを癒す 

ヨガを体験できるコース。 

■期間： 平成 23 年 7 月 1日（金）～9月 30 日（金） 

■時間： 18：30～19：30（要予約） 

■場所： かぁちばいテラスまたはビーチハウス（予定） 

■料金： 2,500 円／人（ヨガマットレンタル料金込） 

■定員： 20 名 

 

 

※7月中はリニューアルオープン記念でご宿泊者様無料開講。 

※A・Bコースは、隔日開催ですが、季節により開催日・時間を変更する場合がございます。また、Cコースは不定期開催です。 

※A・B・Cコースともに開催スケジュールは、はいむるぶしへお問い合わせください。 



2.広大な敷地を利用した「ぬちぐすいジョギング＆ウォーキング プログラム」 
 
◆「ぬちぐすいジョギング・ウォーキングコース」について 

 ソウル五輪１万メートル代表の遠藤司氏によるコース設計にて、年齢問わず素晴らしい景色を眺めな

がら楽しくエクササイズできるリフレッシュコースです。 

 

○遠藤司氏 プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆「ぬちぐすいジョギング＆ウォーキング プログラム」概要 

 

＜ぬちぐすいジョギング＞ 

 

◎初心者向け 

ジョギング経験の浅い方やこれからジョギングを始めてみようと思われている方にお勧めのコース。 

 

＜はいむるぶし ぬちぐすいガーデンコース＞ 

A  ショート＆ロングコース（ショート 1.1 キロ ロング 2.5 キロ） 

1 周の距離が短めで、各自の体力、体調に合わせて距離が設定できるコースです。初心者でも安心

して走れます。 

【POINT】ロングコースは、日の出に合わせてスタートすると折り返し地点で素晴らしい朝日に出

会えるかもしれません。 

 

＜小浜島内コース＞ 

B シュガーロードコース（3.8 キロ） 

ランニング経験はあまりないけれども、はいむるぶしから出て小浜島の雰囲気を味わいながら走り

たい方にお勧めのコース。 

【POINT】多少アップダウンは有りますが、行きはさとうきび畑の中を、帰りは目の前に瑠璃色の

海が広がり景色は最高です。 

 

◎中級者以上向け 

ジョギングが日課となっている方、島内の美しい景色を満喫しながら本格的なジョギングを楽しみた

い方にお勧めのコース。  

 

＜小浜島北地区コース＞ 

A-1  小浜島 大岳
うふだき

コース（7 キロ） 

   島で一番の標高 99ｍを誇る大岳の手前を回ってくる、多少アップダウンの有るコースです。 

 

A-2 ちゅらさん展望台コース（10 キロ） 

ちゅらさん展望台の手前を回ってくる、多少アップダウンの有るコースです。 

【POINT】どちらのコースも大岳を通過してからの下りのパノラマビューは最高のジョギング・ポ

イント。まるで空から海へ吸い込まれて行くような気分になるコース。 

遠藤司（えんどう つかさ） 

早稲田大学卒、ヱスビー食品（株） 

競技歴は、全日本実業団駅伝3回出場（優勝3回、区間賞1回）、ソウルオリン 
ピック1万メートル代表選手。 
主な指導歴としては、早稲田大学競走部コーチ（1993年4月～2004年3月）箱根 
駅伝優勝1回、準優勝3回、全日本大学駅伝優勝4回、出雲大學駅伝優勝1回ユニ 
バーシアード日本陸上長距離コーチ（デトロイト大会、福岡大会）などがある。 



 

＜小浜島南地区コース＞ 

B-1  小浜島ハイウェイコース（5.6 キロ） 

  アップダウンはありますが距離も比較的短く、行きも帰りも海を見渡せる気分爽快なコースです。 

【POINT】はいむるぶしのスタッフも良く走るお勧めのコースです。 

 

B-2  細崎
くばざき

コース（10 キロ） 

   アップダウンもあり距離も 10 キロとやや長めですが、小浜島ハイウェイコース同様、往復共に海を

見渡すことができ、折り返し地点では西表島が目の前に広がるコース。 

【POINT】折り返し地点は細崎ヨナラ水道です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ヘルス＆ビューティー ウォーキング＞ 

ウォーキング用のストックを使用することで、通常のウォーキングよりもカロリー消費を高め、腹部

の筋肉が鍛えられたり、ウエストラインの脂肪燃焼に効果があるウォーキング・プログラム。専属の

インストラクターが丁寧にレクチャーします。 

 

■期間： 平成 23 年 7 月 1日（金）～9月 30 日（金） 

■時間： 6：30～7：30（要予約） 

■場所： センター棟（予定） 

■料金： 2,500 円／人（ストックレンタル料金込） 

■定員： 10 名 

■効果：・通常のウォーキングに比べ消費カロリーは 1.5 倍 

■効果：・ウエストラインの脂肪燃焼に効果絶大 

■効果：・健康な人だけではなく、けがをしている人のリハビリにも最適 

 

※7月中はリニューアルオープン記念でご宿泊者様無料開講。 

※島内行事や施設都合により、走れないコースが発生する場合がございます。予めご了承下さい。 

※不定期開催です。開催スケジュールは、はいむるぶしへお問い合わせ下さい。 



3.「はいむるぶしストレッチプログラム」 
 
＜ぬちぐすいストレッチ＞ 

ストレッチポールを使用し、肩甲骨周りを中心にストレッチするプログラムです。 

専属のインストラクターが丁寧にレクチャーします。 

■期 間 ： 平成 23 年 7 月 1 日（金）～9月 30 日（金） 

■時 間 ： 11：00～12：00（要予約） 

■場 所 ： カンファレンスルーム 

■料 金 ： 2,500 円／人 

■定 員 ： 10 名 

■効 果 ： 肩こりや姿勢の改善／肉体的、精神的疲労を素早く解消／代謝が上がり脂肪が燃えやすく 

痩せやすい体質に／ストレスの軽減・食欲、便秘の改善／美肌効果など 

 

＜コアマッスル＆美ボディーエクササイズ＞ 

バランスボールを使用したピラティス系トレーニングや骨盤エクササイズで便秘改善・腰痛予防にも

最適です。基礎代謝を上げ太りづらい身体づくりが出来ます。専属のインストラクターが丁寧にレク

チャーします。 

■期間： 平成 23 年 7 月 1日（金）～9月 30 日（金） 

■時間： 11：00～12：00（要予約） 

■場所： カンファレンスルーム 

■料金： 2,500 円／人 

■効果： 骨盤のゆがみの矯正や便秘の改善／腰痛予防・改善／ウエスト・下腹部の引き締め効果/ 

痩せやすく太りにくい身体づくり／歩行姿勢矯正 

 

※不定期開催です。開催スケジュールは、はいむるぶしへお問い合わせ下さい。 

※施設都合により、開催場所が変異となる場合がございます。予めご了承下さい。 

 

 

④八重山の自然に触れる「はいむるぶしＫＩＤＳ・プログラム」と海洋生物楽研究所 所長・林

正道氏の「海の環境教室 2011 夏」を開講 

◆八重山の自然に触れるはいむるぶしＫＩＤＳプログラム 

夏休み期間中、「はいむるぶしＫＩＤＳ・プログラム」を開講。八重山の大自然の 

もと、今ここでしかできない子どもたちの想い出づくりのお手伝いをさせ 

ていただきます。専属のスタッフが、お子様をお預かりいたします。  

＜プログラムテーマ＞ 

①八重山の自然に触れながらすごい発見をしよう！ 

②こども達の創造性を育もう！ 

③友達をいっぱい作ろう！ 

 

■開講期間： 平成 23 年 7 月 1 日（金）～9月 30 日（金） 

■場  所： キッズルーム「わらばぁ」および はいむるぶし園内 

■対象年齢： 4 歳以上～小学校 2年生以下限定 

■コース・時間・料金： ①午前中コース（ 8：30～12：30）3,500 円／人（定員 5 名様） 

■コース・時間・料金： ②午後中コース（13：30～17：30）3,500 円／人（定員 5 名様） 

■コース・時間・料金： ③1日コース  （ 8：30～17：30）8,000 円／人（定員 5 名様） 

■内  容： 園内での自然体験やキッズ体験、浜辺の貝殻を使った工作などを予定。 

※前日予約制。 

※1日コースは、昼食付き。 



 

◆キッズプログラム特別講義、林正道氏の「海の環境教室2011夏」開講 

 

海洋生物“楽”者こと林正道氏が、波打ち際に落ちていたペットボトルや建築廃材、梱包材などの

ゴミから作った水中生物ロボット（エコ・ロボット）を通して、海の楽しさや自然の大切さを伝え

る「海の環境教室」が今年もはいむるぶしにて開講されます。 

 

■開講期間： 平成 23 年 8 月 1 日（月）～8月 5日（金）（予定） 

■開講時間： 19：00～20：00（予定） 

■開講場所： カンファレンスルームおよびプール（予定） 

■受講費用： 無料 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○林正道氏 プロフィール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■三井不動産リゾートグループは、当施設を含め、全国 4 カ所（4施設合計 857 室）にてリゾート施設を

展開しています。今後も、豊かな自然と地域特性を活かした食や温泉・スパ・自然体験・ゴルフなど

の多彩なサービスメニューやアクティビティ、ホスピタリティの高いおもてなしにより、魅力あふれ

る滞在空間の提供に努めてまいります。 

以  上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

林正道（はやし まさみち） 

愛知県豊橋市在住。海洋楽研究所 所長 

 

ペットボトルやウェットスーツの切れ端などの廃材を使った水中生物ロボット（エコ・

ロボット）を独学で開発。「海の環境教室」で、こども達に自然の大切さ、海のすばら

しさを伝える活動を行っている。現在は、車椅子のこども達にも海のすばらしさを伝え

たいと、水陸両用車椅子の開発に邁進中。 

■著者：「いるかの手紙」 

■メディアの出演： 

フジテレビ「奇跡体験！アンビリバボー」、NHK「熱中時間～忙中“趣味”あり～」など



＜添付資料＞「はいむるぶし」施設概要 

 

所 在 地：〒907-1292 沖縄県八重山郡竹富町字小浜 2930 

総客室数：110 室（全 6棟／収容人数 420 名） 

飲食施設：レストランぬちぐすい「ブッフェダイニング（130 席）」、「グリルダイニング（100 席）」、 

「クラブダイニング（30 席）」、「オープンカフェ＆バー（50 席）」 

その他施設：センター棟（レセプション、インフォメーション、ホテルショップ、上記の飲食店舗）、 

展望大浴場、野外プール、ビーチハウス、ダイバーズルーム、カンファレンスルーム、 

レンタルカート場、テニスコート（2面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

はいむるぶし全景 新客室オーシャンプレミア 

園内風景 新エントランスロビー 

ビーチハウス 新オープンカフェ＆バー 



【広域図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施設内 MAP】 

 


