資料最新版（更新日：2020年11月11日）

2020年、新型コロナウイルス感染症の収束がこんなに長期化するとは思わず、
イベント自粛と渡航自粛の影響により本年末日をもって「ひめゆりピースホール」
と「リリィホステル」の営業を閉業いたします。
これまでご利用・ご来場・ご協力くださった全ての皆様に感謝申し上げます。

1F：栄町市場 Sakaemachi Market
2F：「平和の島・文化の島・沖縄」の発信拠点
Peace Island / Culture Island / Okinawa Transmission point

ひめゆりピースホール HIMEYURI PEACE HALL
3F：市場の上に泊まる宿 Lodging in the market

リリィホステル LiLy HOSTEL
旅館業営業許可証（許可番号：第 21290054 号）

『1945 年の沖縄戦で消えるまで、このあたりは「女師・一高女」とよばれていた二つの学校がありました。
ここは師範学校女子部の附属小学校があったところです。名前も同じ大道小学校でプールもありました。
大正時代から昭和にかけて女学生たちが、夢と希望に胸を膨らませながらこのあたりの道を歩いていたの
です。あの頃の面影を取り戻すことは出来ませんが、平和人のせつなる願いを込めて、文化の香り高い文
教地区として地域の方々に大切にしていただきたいとこの小さな野外彫刻公園を計画しました。』
There were two schools which called “Joshi Shihan Gakko” and “Daiichi Koto Jogakko” (both school were
girl’s high school) in this neighborhood until the end of Okinawa war in 1945. And, there was an
elementary school which affiliated with Joshi Shihan Gakko around here. The name of the school, Daido
elementary school, is the same name now as it was back then and there was a pool. Many girl students
walked around here with the hopes and dreams from Taisho period to the Showa era. We cannot retain
something of the old days, but we who keeps peace planned to build a small park of field sculpture with
our earnest wish for the people of this area which pronounced educational district.
2002 年 夏
女師・一高女ひめゆり同窓会
2002 Summer
Joshi Shihan Gakko, Daiichi Koto Jogakko Himeyuri Alumnae association

この度、ひめゆり同窓会館の運用・運営に携わるにあたり、当方は上記「女師・一高女ひめゆり同窓会」
が地域に残した思い（メッセージ）を大切に継承していきます。
When operation and administration the Himeyuri Alumnae Building, our Creative office inherit the ideas
(the message) which 「the Himeyuri Alumnae association of Joshi Shihan Gakko and Daiichi Koto Gakko」
left to this area.
1st October 2018
office BULAT
Organizer AKIMOTO, KANNA
2018 年 10 月 1 日
オフィス ブラット
代表 秋友かんな

HIMEYURI ALUMNAE BUILDING 2F

2020年、新型コロナウイルス感染症の収束がこんなに長期化するとは思わず、
イベント自粛と渡航自粛の影響により本年末日をもって「ひめゆりピースホール」
と「リリィホステル」の営業を閉業いたします。
これまでご利用・ご来場・ご協力くださった全ての皆様に感謝申し上げます。

【施設紹介】 ひめゆりピースホール公式FB＞https://www.facebook.com/HimeyuriPeaceHall
「平和の島・文化の島・沖縄」の発信拠点として、かつて学び舎だった場所を創造の場として利活用することで、
新たな「学びの場」「交流の場」として豊かな見聞を広げ、再び知性と教養を育む場を目指す。

[Facility introduction]
As the point of transmission of “Peace Island / Cultural Island / Okinawa”, this facility which used to be a
school can be used for promoting as a creative place and adding to one’s abundant knowledge as
new “Place for Learning Opportunity” and “Place for Cultural Exchange”. We aim for the place
where it develops education again.
●公益財団法人 沖縄県女師・一高女ひめゆり平和祈念財団（「ひめゆり同窓会館」所有者）
Public Interest Incorporated Foundation Okinawa Joshi Shihan Gakko, Daiichi Koto Gakko Himeyuri
Peace Memorial Foundation＞http://www.himeyuri.or.jp/JP/top.html
●オフィス ブラット（「ひめゆりピースホール」「リリィホステル」経営者）
office BULAT＞http://www.office-bulat.com

【利用目的】
◇ 平和研究

◇公演

◇上映

◇展示

◇会議

◇講座

◇稽古

[Purpose of use]
◇ Peace research
◇ Conference

◇ Public performance
◇ Lecture ship

◇ Screening
◇ Practical training

◇ Exhibition

【企画想定】
■
■
■
■
■

平和発信、平和学習、文化交流 ＜会議／講座／発表＞
大学などのサテライトスタジオ、企業などの研修 ＜会議／講座／発表＞
演劇、舞踊、影絵 ＜公演／稽古＞
沖縄芝居 ＜公演／稽古＞
■ 美術、写真 など ＜展示／講座＞
映像 ＜上映＞
■ 空手、三線 など ＜講座／稽古／発表＞

[Project supposition]
▪ Peace dispatch, Peace learning, Cultural experience < Conference / Lecture ship / Presentation >
▪ College satellite, Enterprise training < Conference / Lecture ship / Presentation >
▪ Theatrical, Dance, Shadowgraph < Public performance / Practical training >
▪ Okinawan Theater < Public performance / Practical training >
▪ Art, Photo, etc. < Exhibition / Lecture ship >
▪ Film < Screening >
▪ Karate, Sanshin, etc. < Lecture ship / Practical training / Presentation >

閉 業

【基本情報】 注）お問合せはメールのみ受付
■住所：沖縄県那覇市安里 388-1 （ひめゆり同窓会館２階）
■メール：bulatokinawa@gmail.com（オフィス ブラット）／緊急連絡先：090-1943-0404
■交通アクセス：ゆいレール安里駅下車徒歩２分 → 栄町市場南口を入り突きあたりの建物（１階には
手作り餃子の店「べんり屋玉玲瓏」がある） ※地図＞https://goo.gl/maps/FxNeLD7838na9qbr8
■駐車場：なし ※近隣にコインパーキング多数あり

[Basic Information] * To enquire E-mail only
・Address (Himeyuri Alumnae Building): 388-1 Asato, Naha city Okinawa Japan
・E-mail (office BULAT): bulatokinawa@gmail.com
・Transportation Access: By monorail, Get off at the Asato station. It`s only a 2 min walk.
* Located in Sakaemachi Market enter from South gate
* Landmark is: on the 1st floor of a building, there is a place with handmade gyoza called “BENRIYA
Iu Rin Ron”. Please take the stairs and go up to the 2nd floor.
・Parking: Non. * Please use coin parking around the area

【利用時間】 09:00～21:00 ※21:00 以降利用の場合は要連絡・相談。
【収容人数】 最大 80 名
【利用料金】
■ 6 時間以内： 12,500 円（税込み 13,750 円） ■ 12 時間以内（1 日）： 25,000 円（27,500 円）
■ 連続 5 日： 100,000 円（110,000 円）

■ 連続 3 日： 60,000 円（66,000 円）
■ 連続 7 日： 140,000 円（154,000 円）

【冷暖房使用料金】 ６時間以内： 1,800 円 ／ 12 時間以内： 3,500 円
[Utilization time] 0900～2100 * If after 2100, Please contact the office
[Seating Capacity] Maximum of 80 people
[Usage fee] Price (Tax included)
▪ 6 hours within : 12,500 yen (13,750 yen)
▪ 12 hours within (1 day) : 25,000 yen (27,500 yen)
▪ 3 consecutive days : 60,000 yen (66,000 yen)
▪ 5 consecutive days : 100,000 yen (110,000 yen)

▪ 7 consecutive days : 140,000 yen (154,000 yen)
[Electricity charge] 1,800 yen (6 hours within) / 3,500 yen (12 hours within)
【平面図 Floor plan view】

閉 業

【無料サービス】
Wi-Fi、音響、照明、暗幕、パイプ椅子、会議用テーブル、他

[Free service]
Wi-Fi, Sound, Existing Lighting, Blackout curtains, Pipe chair, Conference table, etc.

【予約受付】 bulatokinawa@gmail.com （メールのみ可）
料金支払：カードなし／口座振込みのみ可
※振込手数料はお客様負担。
※利用日の３ヶ月前までに振込みを済ませること。日本円のみ可
※受付日によっては支払期日が異なるため要相談・確認。
キャンセル料金：１ヶ月前 100%、２ヶ月前 50%
振込み先：予約受付時にお知らせ

[Reservation reception] bulatokinawa@gmail.com (E-mail only)
Payment: We do not accept credit cards / Direct deposit only
* Please deposit money thru bank at least 3 months before coming
* Depending on the reception date, payment may be different. Confirmation is required
Cancel fee: A month before 100%, 2 months before 50%
Payee: You can see when making reservations
* Customer will be responsible for transfer fee

閉 業

【建物情報】
ひめゆり同窓会館 （所有者：ひめ公益財団法人 沖縄県女師・一高女ゆり平和祈念財団）
現在の栄町市場一帯は、戦前「ひめゆり学徒隊」の母校である沖縄県師範学校女子部と沖縄県立第一高等
女学校があった場所。その地に戦後「栄町市場」が誕生したわけだが、この地に今なお歴史を刻みたたずむ
「公益財団法人 沖縄県女師・一高女ひめゆり平和祈念財団」の同窓会館（1967 年築）が存在することをご存
知だろうか？現在も月１・２ 回程度コーラスの練習などで同窓生（90 歳を超える方もおられる）が集う。そんな
戦前、戦中、戦後を生き、多くの記憶と思い出が詰まった建物の再生に、当方が関わることを単なるご縁とし
てではなく、過去と現在、明るい未来を創造しながら運営している。

Himeyuri Alumnae Building （Owner: Himeyuri Peace Memorial Foundation）
Current Sakaemachi neighborhood is in a place where the student Corps` old school of Joshi Shihan Gakko
and Daiichi Koto Gakko was and also postwar Sakaemachi was born there. Do you know that there is an
Alumnae Hall which still ticking history and standing this land of 「 public interest foundation corporation
Okinawa Joshi Shihan Gakko. Daiichi Koto Gakko Himeyuri peace memorial foundation 」 which built in
1967 ? Even now alumnus (some people are over 90 years old) go there for chorus practice. People lived
before, during and after the war, regeneration of the building with lots of memories and thoughts and our
Creative office being concerned not just to be linked by fate, we create past, current and bright future for
operation and administration.

【館内紹介】
１階：栄町市場 朝は市場として夜は飲食街として人々の胃袋を満たし続ける栄町市場が広がる。
２階：ひめゆりピースホール 公式FB＞https://www.facebook.com/HimeyuriPeaceHall
経営者（2018年～）：オフィス ブラット
３階：リリィ ホステル
公式FB＞https://www.facebook.com/LiLyHOSTELOKINAWA
経営者（2017年～）：オフィス ブラット
市場の上に泊まる宿。土地の市場を覗けば、その土地の暮らしが見えるという。旅の醍醐味は、そこで暮らす「人」との
出会い、そして「場所」との出合い。土地を探訪し体感したい旅人におススメの宿。那覇空港から沖縄都市モノレール
で 18 分。安里駅下車徒歩 2 分の利便性。注)女性専用(全部屋貸切の団体様は男女混合許可)
※団体予約は直接メールにて受付中：bulatokinawa@gmail.com

[In the Building]
1st floor: Sakaemachi Market
There is a Market close by that is open morning till night that will fulfill your cravings.

2nd floor: HIMEYURI PEACE HALL
3rd floor: LiLy HOSTEL

Management Administration (Since 2018): office BULAT

Management Administration (Since 2017): office BULAT
It seems if you look at the land of the market you`ll observe the way of life. The real thrill of traveling
is meeting different people living in the area, going to a new place and traveling with traveler who
wants to experience. The location is 18 minutes away from Naha airport by Monorail; if you get off at
the Asato station. it`s only a 2 min walk.
* Woman only (The group of all room reservations is man and woman mixed permission)

閉 業

【ひめゆりピースホール利用規約】
■予約受付をする前に利用目的と内容(企画書)と団体プロフィールを資料で提出すること。
■搬入・搬出・リハーサルの希望日時も上記事前資料提出時に報告すること。
■スケジュールの都合上ご希望に添えずお断りする場合がある。
■近隣に一般住宅があるため、音響レベルによってはお断りする場合がある。
■反社会団体及び反社会団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の利用はお断りする。
■施設内は全館禁煙。喫煙される場合は必ず所定の屋外喫煙所を利用すること。
■ゴミ類の分別は施設規定に従うこと。利用者による大量のゴミ出しがあった場合は利用者で処分すること。
■施設内に危険物や法律により禁じられたものを持ち込まないこと。
■施設内の備品や所有物を持ち出さない・持ち帰らないこと。
■施設内の備品や所有物を破損・紛失された場合は同等金額を弁償いただく場合がある。
■施設及び施設敷地内で発生した事故や災害に関するトラブルに当施設は一切責任を負わない。
■盗難に関するトラブルに当施設は一切責任を負わない。必ず利用者ご自身で貴重品の管理を行うこと。
[Himeyuri Peace Hall Terms of Service and condition]
▪ Before making reservations, submit the purpose of use, contents and group profile as document.
▪ Inform the desire date and time of loading, unloading and setting the time of submitting above mentioned
data.
▪ There has been cases that we refuse depending on the schedule.
▪ There is a certain level of sound / music that we need to follow for people living in the area.
▪ We refuse antisocial groups including members of organized crime groups and radical groups.
▪ The whole building is non smoking facility. Allocated area for smoking.
▪ Segregation of garbage should follow the facility regulations.
▪ Do not bring dangerous goods or items prohibited by law into the facility
▪ Do not take any possessions from the facility.
▪ Any damages in the facilities / lost properties or belongings will be covered by the guests. It will be
equal to the amount of the damage equipment.
▪ The management is not responsible for any guest accidents or any disasters.
▪ The management is not responsible for lost personal belongings. Do not leave your valuable things
unattended.

閉 業

経営者：office BULAT
お問合せ先：bulatokinawa@gmail.com
緊急連絡先：090-1943-0404
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝予約受付フォーム Reservation form＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
受付日：

年

私たちは上記の利用規約に従って施設を使用します。
We use the facility in accordance with the above Terms of Service.
使用日時 DATE & TIME：
年
使用者名 USERS NAME：（会社名）
ご連絡先 TEL＃：
お支払い方法：□当日現金払い

月

日 ～

月

□事前銀行振り込み

日 ／
（責任者名）
（E-mail）

時 ～

時

月

日

ひ め ゆ り 同 窓 会 館 3F
HIMEYURI ALUMNAE BUILDING 3F
2020年、新型コロナウイルス感染症の収束がこんなに長期化するとは思わず、
イベント自粛と渡航自粛の影響により本年末日をもって「ひめゆりピースホール」
と「リリィホステル」の営業を閉業いたします。
これまでご利用・ご来場・ご協力くださった全ての皆様に感謝申し上げます。

1F：栄町市場 Sakaemachi Market
2F：「平和の島・文化の島・沖縄」の発信拠点

Peace Island / Culture Island / Okinawa Transmission point

ひめゆりピースホール HIMEYURI PEACE HALL
3F：市場の上に泊まる宿 Lodging in the market

リリィホステル LiLy HOSTEL
旅館業営業許可証（許可番号：第 21290054 号）

市場の上に泊まる宿 旅館業営業許可証（許可番号：第 21290054 号） 2017年開業

『リリィ ホステル』 公式FB＞https://www.facebook.com/LiLyHOSTELOKINAWA
土地の市場を覗けば、その土地の暮らしが見えるという。旅の醍醐味は、そこで暮らす「人」との出会い、
そして「場所」との出合い。土地を探訪し体感したい旅人におススメの宿。
那覇空港から沖縄都市モノレールで 18 分。安里駅下車徒歩 2 分の利便性。
注)女性専用 ※全部屋貸切の団体様は男女混合許可。団体様は直接メールにて予約受付中：bulatokinawa@gmail.com
経営者：オフィス ブラット
Lodging in the market

『LiLy HOSTEL』
It seems if you look at the land of the market you`ll observe the way of life. The real thrill of
traveling is meeting different people living in the area, going to a new place and traveling with
traveler who wants to experience. The location is 18 minutes away from Naha airport by
Monorail; if you get off at the Asato station. it`s only a 2 min walk.
* Woman only (The group of all room reservations is man and woman mixed permission)
Management Administration: office BULAT

閉 業

【名称由来】
「ひめゆり同窓会館」という由緒ある建物で事業を開始するにあたり、その存在は計り知れ
ず大きく、「ここで営みを始めるということ」を考えた時、そのイメージをさりげなく添えたく、
「清楚、純潔」の花言葉を持つユリ＝LiLyを名称にした。
[Name derived]
“Himeyuri Alumnae Building” started business in the historical building. Its existence is
immense and well known construction company. Launching a project under the Himeyuri
Alumnae Building will be enormous image. Upon starting a business it needs to consider the
image of the company and building a trust to the clients. Attaching the name of Lily which
means purity or majesty, will be a good start.

【建物情報】
ひめゆり同窓会館
現在の栄町市場一帯は、戦前「ひめゆり学徒隊」の母校である沖縄県師範学校女子部と沖縄県立第一高等
女学校があった場所。その地に戦後「栄町市場」が誕生したわけだが、この地に今なお歴史を刻みたたずむ
「公益財団法人 沖縄県女師・一高女ひめゆり平和祈念財団」の同窓会館（1967 年築）が存在することをご存
知だろうか？現在も月１・２ 回程度コーラスの練習などで同窓生（90 歳を超える方もおられる）が集う。そんな
戦前、戦中、戦後を生き、多くの記憶と思い出が詰まった建物の再生に、当方が関わることを単なるご縁として
ではなく、過去と現在、明るい未来を創造しながら運営している。

[Building information]
Himeyuri Alumnae Building
Current Sakaemachi neighborhood is in a place where the student Corps` old school of Joshi Shihan Gakko
and Daiichi Koto Gakko was and also postwar Sakaemachi was born there. Do you know that there is an
Alumnae Hall which still ticking history and standing this land of 「 public interest foundation corporation
Okinawa Joshi Shihan Gakko. Daiichi Koto Gakko Himeyuri peace memorial foundation 」 which built in
1967 ? Even now alumnus (some people are over 90 years old) go there for chorus practice. People lived
before, during and after the war, regeneration of the building with lots of memories and thoughts and our
NPO being concerned not just to be linked by fate, we create past, current and bright future for operation
and administration.
【館内紹介】
１階：栄町市場
朝は市場として夜は飲食街として人々の胃袋を満たし続ける栄町市場が広がる。
２階：ひめゆりピースホール
公式FB＞https://www.facebook.com/HimeyuriPeaceHall
経営者（2018年～）：オフィス ブラット
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「平和の島・文化の島・沖縄」の発信拠点として、かつて学び舎だった場所を創造の場として利活用すること
で、新たな「学びの場」「交流の場」として豊かな見聞を広げ、再び知性と教養を育む場を目指す。
３階：リリィ ホステル
公式FB＞https://www.facebook.com/LiLyHOSTELOKINAWA
経営者（201７年～）：オフィス ブラット

[In the Building]
1st floor: Sakaemachi Market
There is a Market close by that is open morning till night that will fulfill your cravings.

2nd floor: Himeyuri Peace Hall
Management Administration (Since 2018): office BULAT
As the point of transmission of “Peace Island / Cultural Island / Okinawa”, this facility which used to be a
school can be used for promoting as a creative place and adding to one’s abundant knowledge as new “Place
for Learning Opportunity” and “Place for Cultural Exchange”. We aim for the place where it develops
education again.
3rd floor: LiLy Hostel
Management Administration（Since 2017）: office BULAT

閉 業

【基本情報】 注）予約は Airbnbから申し込むこと。
■住所：沖縄県那覇市安里 388-1 （ひめゆり同窓会館３階）
■メール：bulatokinawa@gmail.com（オフィス ブラット）／緊急連絡先：090-1943-0404
■交通アクセス：ゆいレール安里駅下車徒歩 2 分 → 栄町市場南口を入り突きあたりの建物（１階には手作り
餃子の店「べんり屋玉玲瓏」がある） ※地図＞https://goo.gl/maps/FxNeLD7838na9qbr8
■駐車場：なし ※近隣にコインパーキング多数あり

[Basic Information] * Reservation must be done thru Airbnb
・Address: 388-1 Asato, Naha city Okinawa Japan (Himeyuri Alumnae Building)
・E-mail (office BULAT): bulatokinawa@gmail.com
・Transportation Access: By monorail, Get off at the Asato station. It`s only a 2 min walk.
* Located in Sakaemachi Market enter from South gate
* Landmark is: on the 1st floor of a building, there is a place with handmade gyoza called “BENRIYA Iu Rin
Ron”. Please take the stairs and go up to the 3ｒｄ floor.
・Parking: Non. * Please use coin parking around the area

【チェックイン】 Check in: 16:00
最終チェックイン：23:00 ※23:00 以降のチェックインは連絡すること。
Final Check in: 2300 * Guest must informed the attendant if you will be arriving later than 2300

【チェックアウト】 Ｃheck out: 11:00
【総部屋数】 注）女性専用（※全部屋貸切の団体様は男女混合許可）
■大部屋（１室：最大６名）
※バス･ トイレあり
■小部屋（２室：一部屋最大３名）
※共有キッチン・バス・トイレあり
■ドミトリー（２段ベッド２台＋シングルベット１台：最大５名） ※共有キッチン・バス・トイレあり
※15名様以上の宿泊で全部屋貸切り可能（最大23名様まで）。団体様予約は直接メールよりお問合せ下さい。
[Availability of rooms]
* Woman only (The group of all room reservations is man and woman mixed permission)
・Suite / Large room (1 room: 1 person～6 people)
* With Bathroom / Toilet
・Twin / small room (2 rooms: 1 person～3 people)
* With public kitchen, bathroom, toilet
・Dormitory (2 bunker beds + 1 single bed: good for 5 people) * With public kitchen, bathroom, toilet
* 15 people or more (maximum of 23 people) All rooms (Large, Medium, Small, Dormitory) can be reserve.
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【無料サービス】
Wi-Fi、冷蔵庫、レンジ、冷暖房、寝具一式、バスタオル類、ボディーソープ、シャンプー・リンス、
洗濯機、洗濯洗剤

【有料サービス】 乾燥機
[Free service]

【貸出サービス】 ドライヤー、アイロン

Wi-Fi, fridge, range, Air-conditioning, 1 set of beddings, bath towels, body soap, shampoo & conditioner,
Washing machine & Laundry detergent

[Pay Service] Clothes Drier

[Borrowed] Hair dryer, Iron

【予約受付 Reservation Reception】 Reservation must be done thru Airbnb
ROOM S
（2020.2.15更新／新規作成）
※新型コロナウイルス感染拡大防止のため2020年4月1日より臨時休業中！！
https://www.airbnb.jp/rooms/42126158 ※Temporarily closed from 2020 April 1 to prevent the spread of COVID-19
Dormitory （2020.2.15更新／新規作成）
〃
〃
https://www.airbnb.jp/rooms/42125962
〃
〃
ROOM L
（2020.2.15更新／新規作成）
〃
〃
https://www.airbnb.jp/rooms/42110337
〃
〃
ROOM SⅡ （2020.2.15更新／新規作成）
〃
〃
https://www.airbnb.jp/rooms/42102822
〃
〃
【料金支払い】 カードあり
キャンセル料金： 前日・当日 100% ／ 1 週間前 50%
[Payment] credit cards are accepted as a method of payment
[Cancellation] if cancelled
* A day before or the day of reservation, No refund. * A week before, 50% refund.
【平面図 Floor plan view】
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【リリィ ホステル利用規約】
■チェックイン時に身分証明書(運転免許書、健康保険カード、パスポート)の提示ができること。
■施設内に入退出できるのは宿泊者のみに限る。
■22:00以降の音出し不可。他の宿泊者の迷惑になることは慎むこと。
■反社会団体及び反社会団体員(暴力団及び過激行動団体など並びにその構成員)の宿泊はお断りする。
■施設内に危険物や法律により禁じられたものを持ち込まないこと。
■施設内は全館禁煙。
■ゴミ類の分別は施設規定に従うこと。ゴミは毎日小まめに出すこと。
■施設内の備品や所有物を持ち出さない・持ち帰らないこと。
■施設内の備品や所有物を破損・紛失された場合は同等金額を弁償いただく場合がある。
■施設及び施設敷地内で発生した事故や災害に関するトラブルに当施設は一切責任を負わない。
■盗難に関するトラブルに当施設は一切責任を負わない。必ず宿泊者様ご自身で貴重品の管理を行うこと。
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[LiLy HOSTEL Terms of service and condition]

▪Be able to present identification card (driver`s license, health insurance card, & passport) during check in
process.
▪Only guest can enter and leave the facility.
▪No loud noises after 2200. Please refrain from annoying other guest.
▪Accommodation of antisocial organization and members (organized crime groups and radical groups and their
members) are not accepted.
▪Do not bring dangerous goods or items prohibited by law into the facility.
▪Smoking inside the facility is prohibited.
▪Separate the garbage according to the facility regulations to prevent insect pests.
▪Do not take any possessions from the facility.
▪Any damages in the facilities / lost properties or belongings will be covered by the guests. It will be equal to
the amount of the damage equipment.
▪The management is not responsible for any guest accidents or any disasters.
▪The management is not responsible for lost personal belongings. Do not leave your valuable things unattended.

経営者：office BULAT
団体様用貸切(15名～最大23名)予約受付・お問合せ先：
bulatokinawa@gmail.com
※一般予約はAirbnbで受付中！

