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「ありがとう」に未来を乗せて。

2019年、ブランド誕生 55周年を迎えます
日本人の海外渡航が自由化された1964年、「ジャルパックJは 日本航空による国産初の海外

パッケージ旅行ブランドとして誕生しました。そして2019年 、ブランド誕生55周年を迎えます。

これもひとえに、皆さまのご愛顧とご支援の賜物と心より感謝申し上げます。時代は変われど

決して変わることのないジャルパックならではの安全・安心、品質、そしてお客さまの感動を

大切に、新たな時代の「いい旅、あたらしい旅Jづくりにチャレンジしてまいります。よリー層の

ご愛顧を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

代表取締役社長 江 利 り|1芽む七

塚鰈鱚鰤蟷
写鵞 予凸肘翁辟絣了響カ

膨立鰊録は激黎ポ隧靱晏魃黎徳鼈蒻鞣黎絆◎
お客さまの想いの先へ、社員全員が一丸となつて心をこめたおもてなしをいたします。

お客さまが安心してご旅行を楽しめるよう、」ALグループはお客さまの旅のお手伝いをいたします。

ご家族やグループでも安心

座席数には限りがあり、希望の座席が取れない場合があります。機材の変更により、予告なしに指定済みの座席番号が変更・取り消しとなる

場合があります。よつて同一グループの場合でも近くの座席が取れない場合があります。

脩

鰊 ;ツ プジレードプラン[響 鬱スJ]

撥瑕購贔憔鶉罐轟Cぽ感輔、融機畢鶴97伊鸞シーートぽッ勝c

ツアー予約と同B寺 にお申し込みいただけま魂

● 1区 問 (片道)2,000円 (お とな・

こども、こども添い寝同額)に は

消費税を含みます。(基本フライ

ト以外をご利用の場合は、別途

フライト差額が必要です。)

●座席数には限りがあり、運航路

線・機材によつてご利用いただ

けません。

鰊 嘔 儡 爾 卜 詳 1撃
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麟颯審議ご褥鍮靱饉 :ギ :鸞覇輻素で

インジーー窯ット機朧鞭濾機纏、

さ譲ざ験など鰐才ゾ翻ゴ静ムリ、

膵y』簸響イムで躊し蝙膊惨ぱザTV洟ど颯

鉤又鷺ンダー鸞イ≫メントな

鼈癬移蝙輔鍮鍵|∫ 驚響。

」AL運航またはJTA運航の一部機材のみの設定となります。

当サービスは通信衛星を介して提供さねるため、飛行状況や

天候によっては接続が不安定になることがございます。

ジャルパックなら、JALマ イレージバング (」 A/1B)で

区間マイルの50%がたまります。

個数制限はありません。

許容量を超える場合は、別途超過手数料をいただきお預かりいたします。

※上記の詳細は「JAL Webサ イト」にてこ
｀
確認ください。

*:当社国内線普通席との上ヒ較。

輻鶉輻輻戦
轟奪I甘「 隋塚躊鱚吻靡隋躙薇痣愈魃夢楊蠍盪丁馘楊『

◎颯畿響鸞孵

憚輌¬錮聰時写
鰊輻圃□

鵬 泊につき25000円 害J引 :轟鶉閣泊につき15000円 割引

●オプショナルプランにて設定
詳組は各オプショナルプランページにてご確認ください。 島

●対象コースおよびホテルは一部となり、上記マークが目印です。 ●おトクな内容・害」引金額などの詳細は各ページをご覧ください。 ●「こども添い寝旅行代金」でご参カロのお客さまは割引対象外です。 ●出

発日の前日から起算して60日前 (早決30は 30日前)までに同室のお客さま全員の航空機、宿泊などすべてのご予約が確定した場合のみ適用します。(旅スケッチは宿泊日の前日から起算します。)● オプシヨナル

プランは利用開始日の前日から起算し、30日前までにご利用日、人数、時間などすべてのご予約が確定した場合のみ適用します。 ●一部キャンセル待ち状態や宿泊日および出発日および利用開始日の前日から

起算して60日 前 (早決30よ 30日 前)を過ぎてから予約内容を変更される場合は、おトクな内容の対象外です。 ●早決60と早決30ま併用できません。
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ジャ浙バッジ颯ツフ…‡置鑢畿瘍

鬱驚颯朧艘量対轍とし電、

難謳鞭炒しNい場mをL貯鍮朧識膠

下鑢瘍 3M%で畿響し激し飽。

お客さまアンケートの評価が総合的に高かつた施設です。

力

"ル
ク相 指す商品の企回 こ瑞 力いただい鰤 設で魂

鰈躙麒財巡鰤カパツク商品の販∃こご協力いただいた施設です。

ジゃ簸∫ギッグが蝙ず智聰響鶴朧饂響す。
く左言己マークが目印です。

②見学 :13:00～ 14:40

集 合112,15羽 田空港

見学日:10月 ～5月の第 1・ 3土曜日、第2・ 4日 曜日および、10/25、

11/29、 1/24、 2/21、 3/13、 4/24、 5/22(たノぜし、10/5、 11/10、

11/16、 11/24、 1/41よ除く)

旅行出発日(16時以降の出発便をご予約ください)、 または旅行最

終日 (羽 田空港に11時 20分までに到着する便をご予約ください)

にお申し込みください。

●集合場所から見学地までの交通費はお客さま負担です。

●機内は見学いただけません。

●見学当日、整備状況により格納庫内に航空機がない場合があります。

●ほかの団体・グループと合同となる場合があります。

●写真およびビデォ撮影は、個人で楽しむ場合に限り可能ですが、イン

ターネットや雑誌などへの投稿、または掲載は固くお断りします。

悪天爆 (台鷺、議轟等)など

朧宣会社の都合|こまうなしヽ事曲|こ旗号契饒し、

予定圏饉蟻騰できなかつた場合 (※ )、

翻見舞量をお菫拡し畿す。
※出発時刻が翌日以降となる場合が対象

【ご案内】
●お見舞金額:1万円
●対象:当旅行商品に大人・小人料金でご参カロのお客さま(こども添い寝、現地合
流プランは対象外)本サービスには各種条件がございます。
言羊しくはWebサイト(httpノ/www jatcojp/domtour/omima k n/)の
「復路便欠航お見舞金サービス制度規定」をご覧ください。

お問い合わせ先 :」ALUX保険サービス(012025‐ 8400)

本サービスの運営委託先 :株式会社」ALUX保険サービス

Yuni no [-{ama

靡澤ロヨ田NN0102A

回 NN0104A

tand up eaddle board

Webサイト(PC)でも当ツアーの情報をご覧いただけます。IJALパック沖縄
|

55周年専用サイトはこちらからwwwiiaLcoijp/tour/55th/

P2:日 写真提供 :は いむるぶし イラス ト :月 鳥ヽ遊 しほ ●写真はすべてイメージです .

鸞◎雹量em驚6 ……

自由につくる旅

・・…・・・・…… ・・・…・・・… Pll～

お好きなホテル・空港・フライトを選んで自由に作るあなただけの旅 1

旅の楽しさプラス

□1屁日國目涯雲田田層囲ヨ日目ID……………………… P7～ 10、 41～

さらに旅を楽しめる多彩なオプショナルプランをご用意 !

ghka

褪冬燒飩隋鰺聰特艤鶉V瑕濶絣颯餞鶴圃 圃 颯鼈鰈鉤隧鼈餘儡鰊麒黎炉馘圃
麒鰈轍鸞蠅捩赳蝙量鼈毯籠祠わ鸞蝙して鋏魃鮭撥験響。

日本航空が社会貢献活動の一環として無料で実施しております。

●対象 :小学生以上 」ヽ学生はおとなと同行に限ります。

●最少催行人員 :1名

●お申し込みは出発日の前日から起算して10日 前まで承ります。

見学時間は下記のどちらかをお選びいただけます。

①5記等::10:00～ 11:40

集 合:9:15羽 田空港

見学日 :10月 ～5月 の金・土・日曜日・祝日 (た だし、10/4・ 5、

10/22、 11/16、 12/27-1/4、 4/3、 5/3は除く)

旅行出発日(13時以降の出発便をご予約ください)にお申し込みく

ださい。旅行最終日はお申し込みいただけません。

表紙 :ブーゲンビリアとシーサー 写真 :ア フロ
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出発か犠お帰りま|で

IA‐Lバックなら、ここちしヽしヽ。

オリックスレンタカージヤルバックプレミア店
ジャルバック専用のレンタカー店舗がおすすめ|

那覇空港に近い「オリツクスレンタカー ジャルバックプレミア店」でスムーズに配返車手続き|

mジ ャルバックプレミア店配返車なら、Wi…Fiルーターが

レンタカー1台につき1台 追加代金なし で当日レンタル可能!*台数に限りがあります。事前予約はできません。

オプショナルプラン〈レンタカー(当バンフレット掲載のオリックスレンタカー)〉

司

カーで

1楽しもう!

11 ●
ジャルパック専用の

プレミア店に

車を借りに行こう1

」ALパックプレミア店 TEL 098‐ 891‐綴200

″二′明ro
早く出発できて  「
遊ぶ時間がたくさん !

薯菫ラ:fl兵ヒ雪萱1濯 萌 飛 ‐ の流れを動画でこ動 たJ出  剛
欄

●上記時亥J・ 所要時間は目安です。2018年 78月 空港係員ご案内～レンタカー配車までの平均所要時間 20分 (オ リックスレンタカー社調べ
)

*渋滞等の交通事 1青 により時間が前後する場合があります t

●「オリックスレンタカー ジャルバック プレミア店」営業時間 (8:00～ 20:00)外 はオリックス那覇空港会員店にて対応いたします{NA7 Fル ーターレンタルはプレミア店営業時間内のみ受付 ).

スムーズに移動できるから

シエア、妊娠中、赤ちゃん連れの

お客さまにもおすすめ!

ジャルパックのお客さま限定だから、

短い待ち時間でお手続き。

'l **Lt:Zt*-T J ,C J:

JALノマック

3
*写真はすべてイメージです。

待たずにすぐ出発!



観光に便FIJな「JALうたばす」
バスガイドが三線演奏と島唄でご案内する「JALうたばす」。

北部と南部の2ルートをご用意。 追加代金なし (音βルートを除く)でご利用いただけます。

>P.8へ 1́0

*写真はすべてイメージです.
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痣覺濶滸輻

蝙瘍鰈

陽蜻鰺

褥蜻鱚馘趙

饒郵麒凩晰
鱚聰輻量

観尭情報サイト榊 縄CLi愧
鱚配彊期間12019年 10月 1園 ～2020年 3月 3噸 圏

「沖縄CLIP」 は沖縄セルラーが運営し、沖縄の隠れた魅力や

新しい情報を地元在住のフォトライターが中心となつて

美しい写真とともに世界に発信 !

麒覺躙蝙 鰤

鰈鸞覇難問 l餞0電 9筆罐◎薦罐爾～
2◎盆◎年3薦 3電 爾

」ALグループ沖縄路線
*に ご搭乗

いただいた方に、沖縄の情報が満

載のオリジナリレ特典付きクーボン

ブック「ちゅらナビ」をプレゼント。
*」 TA沖縄県内路線・RAC JAC運航便は対象外

言羊しくは 」ALぴあちゅらナビ
※イメージ

*上記はJALか 実施 運営するキャンヘーンです_

…

旅スケッチ〈本島プラン〉

国内旅行でも、免税ショッピング

CA LLE RIA

⑬

Tギヤラリア沖縄 by DFS

免税ショッピング
もっと満喫 特典

5,000円 以上お買い上げで

ゴディバチョコレート
1箱 (2ピース)プレゼント

沖縄本島こ宿泊の12歳以上のお客様対象
Xおとなおひとり]箱 限定 ×品切れの場合は他キフトと変更になりますのでこ了承ください。

●旅 li表 とホ行商品こ購入時にお渡しする「特典引換券Jを Tキ ャラリア2階受付にてこ提示の L`L税 ショッビングカー ドとDFS特其′ヽスポー トをお受取 りください。
XTキ ャラリア内ゴディバ店舗および那覇空港店でのおヨき換えはできません。)1未 使用の場合でも払い戻しはいたしません。(旅行期「.3中 有効 )

Tギャラリア 沖縄 切5覇市内/免税店)のご案内
●那覇空港から直接沖縄県夕|に 向かう際にのみ利用可 (復路 離島からの直行便を利用の場合は利用不可)● お買い4bJは 復路便出発2時 間前まで可 ●免税品は那覇空港チェックイン後に受取可 (復路便出発30分前ま
で)那覇空港から離島に出発する場合や、離島経由で県外に出発する場合は受取不可 ●復路、離島から那覇空港経由の場合、商品受取のため40分以上の乗継時間が必要です ●お買い物にはショッピングカードが必要
です (店 舗でお渡しします )。 カード作成のため、当社はお客さまの個人データをTギ ャラリアヘ提供いたします (沖 縄本島宿泊のお客さまのみ。住所等の詳細は提供しておりません。事前申込不要)*個人情報取り扱いにつしヽ
ては旅行条件書をご確認ください ●本島に宿泊せずにショッピングカードをご希望の場合はお申し込み時にお申し出ください い NE9130A
*詳細はTギャラリア 沖縄TEL 0120(782)460までご確認ください。

JALノマック

4

饉原省蹴
な棚酷  口釉馨雰ξ備

〒900-0006沖 縄県那覇市おもろまち4]
0120782-460/毎 日9iOO-2100× 季節店舗によつ異なります.

顆餃饂饉
`「

は
毎日運行 !

JAL
,中糸電

「Tギャラリア沖縄by DFS」 免税ショッピングもっと満喫特典
*彎

翰話偲髪ま対象
丁物＝
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ご旅行中、下記施設への入場や体験、プレゼントの引き換えに各1回ご利用いただけます。

対象施設 ご利用内容

大石林山 入山

古宇利オーシャンタワー 入館 (カ ー ト含む )

沖縄美ら海水族館 *休館日 :12/4・ 5 入館

バイナップルハウス パインチョコちんすこうミニ(6個入り)

OKINAWAフルーツらんど 入園(トロピカル王国)

ナゴバイナップルパーク 入園 (カ ート含む)

森のガラス館 琉球ガラスはし置き1つ

ネオ/ヾ―クオキナワ 入 園

琉球村 入村

御菓子御殿 (恩納店 ) オリジナルお菓子1つ十さんぴん茶

―福茶屋 さんぴん茶

ビオスの丘 入 園

首里城公園 入場 (正殿含む有料施設)*鎖之間は別料金

やんばるジェラート ダブル1つ

沖縄アウトレットモールあしびな一
A&Wル ートビア 1杯引換券+
沖縄産プチコスメ1個または星砂キーホルダー1つ

旧海軍司令部壕 参観

おきなわワールド 入園 (王 国村)*玉泉洞・ハブ博物公園は別料金

ひめゆり平和祈念資料館 入館

ひめゆり会館 グァバ茶+沖縄スイーツ

琉球ガラス村 琉球ガラスはし置き1つ

泡盛まさひろギャラリー まさひろ酒造 (榊
*休館日 :12/30～ 1/3

ミニボトル (泡盛)1本

設定コースには

右記マークを言己載

対象施設 ご利用内容

石垣やいま村 入村

川平マリンサービス グラスボート乗船 1回 (30分)+アイスクリーム1つ

石垣島鍾乳洞 入洞

あざみ屋 (みんさ一工芸館または美崎店

または那覇店 )

*休業日 :美崎店 1/1、 那覇店 年末年始

手織りしおり

いもり牧場のジェラート ミルミル本舗

(本店または石垣空港店 )

12種 類 (空 港店は18種類)か ら選べるハーフ&ハーフ

ジェラート(ソフトドリンク付き)ま たは特製マンゴー

パフェ(空港店のみ)

新田観光 *体業日 :10/20・ 21お よび4
月より水曜日定休 (祝 日除く)

竹富島水牛車観光 *事前予約 (当日午前中まで)

フェリー乗船券 石垣港⇔竹冨港往復乗船券

宮古島海中公園 海中観察施設観覧

まいぱり宮古島熱帯果樹園
*定休日 :水曜日

入園+トロピカルガイドツアー

雪塩製塩所
クッキングボトル十雪塩十雪塩レモンキャンディ1袋十

宮古島サイダーキャンディ1袋

島の駅みやこ 島の駅カフェ 雪塩ソフトクリーム1つ

あぱら樹 ソーキそば定食

バーデハウス久米島 プール利用+ジエラート(シングルカップ)

アイランドエキスパート久米島

(リ ゾートホテル久米アイランド内)

レンタサイクル1台 (4時間)ま たはテニスコート1面
レンタル(1時間/ラケットボールレンタル込み)

レストラン竜
*定休日 :火曜日、12/31(夜 )～ 1/3

久米島そば1杯

ご案内

●めんそ―れクーポンご利用にあたっては、事前のお引き換えが必要です。コースによりお渡し場所。引き換え方法が異なります。旅程表と一緒にお渡しするご案内書面をご確認のうえ「めんそ―れクーポンJ(もぎり券)を お

受け取りください。お引き換え前のご利用はできませんのでご注意ください。

●めんそ―れクーポンは旅行代金に含まれております。ただし、未使用時または未使用施設の換金・払い戻し、紛失時の再発行はいたしません。

●クーポンの追加購入はできません。

●クーポンは他人に貸与・譲渡することはできません。

●ご利用施設の都合などにより予告なくご利用いただけなくなる場合があります。

●営業時間外でご利用できない場合や、諸事情により休業になる場合があります。営業日時等詳細は事前に各施設にご確認ください。

〈運営〉各施設

JALノイック
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…

旅スケッチ(現地合流プランは除く)

*写真はすべてイメージです。

「めんそ―れクーポン」付き *こども添岬のお子さまは除く 団

,緩  「  s

一　
　
　
　
　
●

一

一一｝磐褥
島由…二__仁

=J回
団
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ホテルおもてなし、アメニティーグッズ類

「こども旅行代金」に加え、ベッド、お食事をオU用しないお子さまにお得な
「こども添い寝旅行代金」をご用意しました。

(イメージ)

※対象年齢は―部コース、ホテルにより異なります。 (注)施設により異なります。詳しくよ旅行会社へお問い合わせください。

〈施設使用料について〉こども添しヽ寝旅行代金または0～2歳の幼児の方で食事や寝具を必要とされない場合、お客さまのご希望の有無に関わらず施設使用料が必要な場合があります (現地払しり。

各施設に記載の金額は1泊 あたりの金額です。また、施設の都合により変更となる場合があります。施設使用料に含まれているものは各宿泊施設により異なります。詳しくは旅行会社へお問い合わせください。

「進ども添い寝織行ξ篭金 J識ベッド、お食事を赫饗亀≧/な もヽ満阜歳飢 れ曇畿以 F孵

脩隕陽趙鰯饉【炒鰈隕鰈*何日間でも同一代金 ぶ就学器麟∫懸まをこご利螺いたたけます。 右記マークが目E日です> こども添ll寝

●「こども添い寝旅行代金」は、旅スケッチ基本プランに適用します。●特 こ明言己のない限り3～6歳 (未 就学児)が対象です。●「こども添い寝旅行代金Jに は、明示した往復の航空運賃および(旅スケッチ島めぐり2フ ライトプラ

ン・4フ ライトプラン)はお選びになつた離島間航空運賃、国内線旅客施設使用料 (対 象空港利用の場合のみ)、 消費税等諸税のみ含まれます。●1室当たりのご利用人数には「こども添い寝Jは 含まれません。●「おとな旅行代
金」適用者1名 につき、「こども添しヽ寝」1名 までとなります。ただし、3歳未満の幼児を同伴されるおとなの方については、「こども添い寝Jは ご利用いただけません。●ダブルベッドルームご利用の場合はベッド1台 につき「こど

も添い寝Jl名までとなります。●利用便による差額代金は必要ありません。ただし、く旅スケッチ島めぐり2フライトプラン・4フ ライトプラン)はフライトによつてフライト差額が必要です。言羊しくま17ページをご覧ください。
●食事をお召し上がりの際は現地でお支払いしていただく場合があります。詳しくは宿泊施設に直接お問い合わせください。●旅スケッチ現地合流プランの設定はありません。●「こども添い寝旅行代金Jが通常のこども

旅行代金より高い場合は、こども旅行代金をご利用ください。

「こども旅行髄:よ J!よ 、満算歳以 卜11鷲歳未満ゆおJず もヽまにポ縄螂いただけ驚す.

●おとな こどもの区分表示がない場合は満3歳以上からおとな・こども同額の旅イi代金を適用します。

●「こども旅行代金」は3名以上/1室利用で1室 につきおとな旅行代金適用者2名以上ご利用の場合のみ適用します。(タリおとな1名 、こども2名でご参加の場合、こども1名 は「おとな旅行代金」となり
2人目から「こども旅イ子代金Jを適用します。ただし、「旅スケッチJ基本代金はご参加いただくおとな。こどもそれぞれの旅行イt金を適用します。

くお子さまの食事について〉に ども旅行代金」にてご参lJDの お子さまの食事はおとなに準じた、もしくは数品少なしヽ程度の料理内容となります。また、一部施設におしヽては、お子さまメニューとなります。

10/1-12/13、 1/8-20、 2/12^´ 3/6、 3/31発
1/21-2/2、 3/7-19発

12/25・ 26、 1/61

■
■
■
■
■

ご畠齢伸方で癌気やけがなこま眸特別を配慮、釜麓脅1群薔とす尋:な lよ 、お悔 LヽL′た時害 |■ 1瓶 いざ構1識にち想じil.■
・<

い た だ さ ま 青請 鍛 て お 呻 し ま:べ だ キ い 。 滞 糸田は脈 行条件割 のИ お申腿 み条件 OJをご確認ください。

例 :ご高齢のお客さまヘエレベーターに近いお部屋 。歩行距離の少ないお部屋の手配。

車いすをご利用のお客さまへ空港車いすの手配。                *内 容によつてはこ要望にお応えできない場合があります。

旅行会社の皆さまへ :」AL sales web内「国内ツアー」―「予約関連」―「各種手続き関係書式 (ブランクフォーム)J―「お伺い書Jに てご連絡ください。

棚 便
 兄琶壽ま誅 瑯 豫翌 躍 彗孫覗 窯 蕊

乗リイLぎのお客さまは空港での乗り継ぎ時間が必要です。最新の国内線時亥J表でご確

認ください。

宿泊施設
 :靱 ま曹庁lよ 覺 ξr£異健著丞習蟹籍 勉

施設はバス/トイレ付きとなります。また、洋室をご利用の場合、原則として1名 /1室
はシングルルームまたはツインルームまたはダブルルーム、2名 /1室はツインルーム

のご利用となります。3名以上でご利用の場合はツイン+エキストラベッド、ソファー
ベッド、スタッキングベッド、デイベッドのいずれかとなります。 ●客室写真は一例とな

り、お音5屋により景観 (オ ーシヤンビューなど)こ差異がある場合があります。 ●平米
数は実際と異なる場合があります。 ●「ホテルからのおもてなしJは年齢・性別により
ご利用いただけない場合があります。特に注釈がなしヽかぎりお1人様につき滞在中1回

のご利用です。また、記載の食事 飲物は特に注釈のないかざり限定メニューでのご用
意です。なお、「ホテルからのおもてなし1は ご利用にならない場合でも返金の対象には

なりません。また、4月以降は内容が一部変更になる場合があります。 ●1室利用人数
は宿泊日すべて同一利用人数でご予約ください(旅 スケッチを除く)。

オプショ刀 レプラン取消料 こついて
客黒罫]島辱軍乳電遷駕じ量11■

紙をご覧ください)●盤消料な口取消料はかかりませんが、予約をしている場合は、
必ず事前に取り消しの連絡をしてください。無連絡の場合は取消料が請求される場合
があります。 ●各コースに適用取消t4が記載されている場合は、その取消料を適用
します。

食 事
   :徳 歪賃緯窪だ暴冨¨ B雰査獲謂恵繕

に記載してある場合を除き、レストランまたは食事処または宴会場となります。 ●料

理内容および食事場所の「またはJ表示はいずれかのお料理・食事場所となり、ま旨定は

できません。 ●「バイキング」の場合、一部施設都合により「セットメニューJこ 変更と
なる場合があります。 ●ご利用便によつては、朝食および夕食が召し上がれない場合
があります。

旅イテ代金表
899歩庁霜揺1勇響具 阪

示

〕糀 冥 きき馨罹黎絆 菫
当たりの利用人数を単位として適用します。 ●旅スケッチの旅行代金適用について

は13～ 16、 18ページをご覧ください。

そ の 他
 認 螺 ぶ奮魂具イ£r)1月 wヲ 増 具虚信簑竃荀 茫

料金、現地販売価格などは2019年 フ月現在の料金となり変更になる場合があります。

また、現地販売価格 (参考)は特に明記のない限りおとな1名様あたりの参考価格です。

L チ
隣接 □霧ヮ井ル 回査げ場

ダブルベッドルーム   圃
利用          朝食のルームサービス対応可

=空港 港などから無料送迎があります.一部対応 (時 間制限
や送り 迎えのみなど)の 場合があります.予 約は必要あり
ません.時 間などの詳帝田はお客さまご自身で宿 ,白 施設にこ

確認ください.

=空港 港などから無料送迎があります。当日 至J着後に連絡
が必要です。一部対応 (時 間制限や送り 迎えのみなど)の

場合があります.8寺 間などの詳細はお客さまこ自身で宿 ,白

施設にご確認ください。

=空港 港などから無料送迎があります。お申し込み時にこ予
約ください。

障刊けЧ=空港 港などから無料送迎があります。一部対応 (時 間制限
や送り 迎えのみなど)の 場合があります。特に記載がない

限り、ご宿泊の5日 前から前日までに宿泊施設へお客さま
ご自身でご予約ください。

隣接ツインベッド ハリウッドツイン(2台 のベッドが隣接している状態 )

隣接可能ツインベッド 2台のベッドを隣接可能

*隣接可能ツインベッドよご宿泊の2週間前～前日までに宿泊施設へお

客さまご自身でご予約ください。
*ご用意できるお部屋は限りがあり、ご希望に添えない場合があります。

●設備・サービスについては、設備有無のご案内となります (一 部対応や貸出し、期間限定の場合があります)。 ご利用方法・料金等の詳

細については各施設へお問い合わせください。●WF環 境についてはホテル全客室または当コース設定客室の全てが対象の場合の

み記載しています。●各施設の駐車場は台数に限りがある場合や隣接する契約駐車場になる場合があります。また、立体・地下駐車場

の場合、一音5車種につきましてはご利用いただけないことがあります。●駐車場料金は現地払いとなります。●ビーチ 屋外プールの

遊泳可能な期間およびビーチまでの送迎可能な期間は宿泊施設にご確認くださしヽ。

回晶 櫛回冬義事G撃属)圃霞峯場あり圃墓峯場あり□無料Ⅷ捐圃有料Ⅷ泊

⊂亜]チエツクイン時亥」  EEロ アーリーチェックイン時亥J   ttUTチ エツクアウト時亥」 〔Eロ レイトチェックアウト時刻

め =温泉付きホ刀 レ 土 =ニ ッコ ホ71レ ズ インタ ナショカ レ
И 二 c′τγ ⑦

=ホ 刀 レ」ALシティ

囲 饉翌ツ     睡コ
l暫里D

)詳しくは8～ 10ページ

喫煙禁煙選択可讐辱璃諮竃営弾0さ2拠警膚
す。

喫煙可    喫煙可能です。

ホテル内および館内全客室が禁煙です。

鐘製 僕罹告旨憂北鼎

'T肇

ち藻電子
ペスで

■特に記載がなしヽ場合、当パンフレットでは禁煙の設定です。

◆移動手段

｀■=日本航空利用。日本トランスオーシャン航空利用・

琉球エアーコミューター利用 *」 ALグループ内のほか
の運航会社 乗務員にて運航となる場合があります。

希望便=お客さまのご希望の便をご利用いただけます。

◆行程内容

四 =フ リータイム (ご 利用便によつてはフリータイム

がおとりできない場合があります。)

※=お客さま負担

◆食事内容 団 =朝食付き

旅 行 会 社 の 皆 さまへ

固た洲ALマ クま湖凡の同マニュ洲こて詳し則郭がご覧いた自すます。r■●ロヨ扁雰5卿1副秀穐嚢gT巽製藩珊 i曇鰤騨郵笏Б亦 翻鯛二だ亮りま.
JALノマック
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お子さま連れのご家族にうれしい

ご高齢の方やおからだの不自由な方も安心



12月 25日 、2020年 1月 25日 、2月 25日 、3月 25日 不」用日にて予約■設定日 :2019年 10月 25日 、11月 25日 利用日にて予約                        た0」AL

〈貸切バス会社名〉刀5覇バス株式会社 〈旅行企画。実施 ジャルバック〉取消料四

世界自然遺産登録を目指すやんばる国立公園にある「大石林山」や「辺戸岬」を訪れ、豊か

に広がる亜熱帯の森を満喫した後は、疲れた身体をほぐす「温泉」または人気観光スポット
「沖縄美ら海水族館」をお楽しみください。

代金/1名

(お とな。こども (4歳以上〉同額 )
m

3,000円 NN9055A

事前●お選びいただ1渫寺斌

切り立った岩が林立し、昔から聖なる地として伝えられ

てきたパヮースポットをガイド付きで散策し、やんばる

の自然を満喫できます。

鰈|||■■|■|■||■■■|■ |

エメラルドグリーンの海と水平線にそびえる伊江島の

景色と、地下1,500m、 約2億年以上前の地層から湧き

出る天然温泉が、ゆつたりと身体を癒します。

JALノマック

7

太平洋と東シナ海の荒波が打ち寄せる沖縄本島最北

端の岬。天候がよければ北に鹿児島県の与論島が望め

ます。

ジンベエザメが悠々と泳ぐの大水槽や、オキちゃん濠」

場のイルカショーなど、見どころがたくさんあります。

ロワジールホテル那覇  7:45発

沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 8100発

ホテル」ALシティ那覇  8:15発

核里     約1時間30分
|

]                          |
輝舞________― ―― ― 一 一―‐

0分            |

口 ご予約時にいずれかをお申し込みください。(当 日の変更は不可)

―

IIII一
=

茉一―一―一 一一一 」

鰊甍亘コ匹三至匹≡:III亜彊
~~~~|

乗=乗車場所 降=降車場所

バス走行距離/最大約281km

●最少催行および受付人員 2名 ●定員制ですので満席になり次第締め切

りさせていただきます。●初日、最終 日はご利用 しヽただけません。●全席自

由席、禁煙です。●補助席は使用しておりません。●バスに化粧室はありませ

ん。●ご乗車の際はバス係員に「旅程表」をご提示くださしヽ。●季節 天候 道

路 その他の事情により予告なしこルートを変更 害J愛 する場合があります。ま

た、行程に記載している発着時刻が前後する場合があります。●観光地から

の途中乗車はできません。●ご宿泊のホテルに停車しない場合は、最寄の停

車するホテルからご乗車ください。●行程内の色文字は青文字 :下車観光地、

赤文字 (下線 ):入場観光地を表示してしヽます。●バス乗車中はシートベルトの

着用にご協力をお願いいたします。●乗車前日または当日バスの運行に変更

等が発生した場合などにご連絡させていただく場合があります。ご予約時に

ご旅行中の連絡先をお申し出ください。●代金に含まれるものソ スヾ乗車料

金、大石林山入山料 ガイド代、昼食代、ジュラ紀温泉「美ら海の湯J入浴料 (入

湯税含む)または沖縄美ら海水族館入館料、消費税等諸税

乗
二
乗
■
乗

*写 真はすべてイメージです。

□Ω編‐|11・cl:■ん
':|●

ⅢⅢ
日,日せ !!

沖縄島北部及び西表島

世界自然遺摩

■■|

また1ま
1沖縄美ら海水族館入館                   |■

二

`帰

斑

ガ

■|‐ 聰、・
.       

｀ 11



沖縄の暮らしと共にある

島唄や三線を

うたばすガイドが奏でます。
美しい景色をVLめながら聴く調べは

心地良く、旅情をそそります。

JALうたばすポイント

警めんそ―れクーポンが使えます!*こ嚇 噸祈く嬌羊しぐ5ペ ジ

l llt ,VVi‐ Fi コンセン

獄驀E青雨兼用傘の貸し出し

苺おしばりをご用意

■設定期間 :古宇利島・美ら海号2019年 10月 2日～2020年3月 31日 の毎日(12月 4・ 5日は運休)

首里・南部めぐり号2019年 10月 2日～2020年3月 31日 の毎日(10月 28～ 30日 は運休)

利用日にて予約

■対象コース :当パンフレット掲載の本島滞在コース  〈貸切バス会社名〉那覇バス株式会社 〈旅行企画・実施 ジャルバック〉た●JAL

車し寸 用リフト付き: 車いすにお座りいただいたままご乗車いただけます。
【ご案内】
●各ルート1日 1名様限定。専用商品コードにてお申し込みください。>詳しくは9。 10ページ(介助者の方は通常商品コードにてお申し込みください。)

●車いすのレンタルはありません。

●乗車可能草いすサイズ:高 さ1.600mm/奥 行1,200mm洵日750mm/重 量100kg
●各観光施設内での移動や乗り物の乗り降りはお客さまご自身または同伴者の介助によってお願いします。バス乗務

員はバス以外でのお手伝いはできません。

●バスの乗降に約5～ 10分かかるため、各観光地の滞在時間が短くなります。

●手配確認のため回答に時間がかかる場合があります。

●車いす対応ホテルをご希望のお客さまは旅行会社にお問い合わせください倍Б屋数に限りがあり、ご用意できない

場合があります。また、階層や跳望の条件が変更になる場合や追加代金がかかる場合があります)。

JALうたばすのご案内 ●最少催行人員1名 ●定員市」ですので満席になり次第締め切らせてしヽただきます。●初日、最終日はご利用いただけません。●全席自由席 禁煙です。●補助席は使用しておりません。●バスに化粧室

はありません。●「うたばすポイント」は対象施設に入場した場合のみ対象です。●ご乗車の際はバス係員に「旅程表」をご提示くださしヽ。●多客時の増車対応、整備などのやむを得ない事情により、特別塗装車でない場合や通常
のノヾス(大型」 型ヽ)、 タクシー (ジャンボ 普通車)となる場合があります。なお、タクシー (ジ ャンボ 普通車)の場合、プヾスガイドま付きません。●季節 天候 道路 その他の事情により予告・ dしにルートを変更 害J愛する場合があり

ます。また、ルートこ言己載している発着時刻が前後する場合があります。●観光地からの途中乗車はできません。●ご宿泊のホテルに停車しない場合は、最寄りの停車するホテルからご乗降ください。●行程内の色文字は青文

字:下車観光地、赤文字 (下線)入場観光地を表示しています。また各観光地の後の (各自払:金額)は 、有料施設で、お客さま負担の料金 (お とな1名様あたり)を表示しています。ただし、有料 無料に関する記載はご利用いただく
コースに女寸してのご案内です。記載の観光地の入場 入館料金などは2019年7月 現在の料金で変更になる場合があります。●バス乗車中はシートベルトの着用にご協力をお願いしヽたします。●各観光地における入場 入館料金

(めんそ―れクーポン対象施設除く)、 昼食代 (ユ インチホテル南城 温泉&ラ ンチ除く)は含まれません。●こども添い寝でご参力日のお子さまで座席を必要とする場合は、旅行出発前に予約が必要です。●乗車前日または当日、

バスの運行に変更等が発生した場合などにご連絡させていただく場合があります。ご予約時にご旅イi中の連絡先をお申し出ください。

*写 真はすべてイメージです。 *バ スの写真は、実際の車両と異なる場合があ
'′

ます。 JAL′ 9・/ク
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JALパックオリジナルノヾス観光『JALうたばす」

古宇利ビーチ/
古宇利オーシャンタワー

●備瀬 ‐  '
海洋博公園●      |

「沖縄美ら海水族館」など必見の観光スポットをめぐる人気ルート。2月 15日

～3月 31日は期間限定で北谷「美浜アメリカンビレッジ」にも立ち寄ります!

■設定期間 :2019年 10月 2日～2020年3月 31日の毎日(12月 4・ 5日は運体)利用日にて予約

固置曰Ⅸ限定)

、ヽ、特、、、Ⅲ電_1響 輌"・

4′

y

北釜「美浜アメリカ≫ピンッシ』へ行こう骨

‐アメリカンビレッジ

沖縄美ら海水族館で

はジンベエザメが悠々

と泳ぐ「黒潮の海Jの大

水槽、水族館外ではオ

キちゃん劇場のイルカ

ショーなど見どころが

たくさん |

写真提供 :国 営沖縄記
念公園 (海 洋博公園)

防風林として植えられたフクギが

連なり、備瀬崎までのおよそlkm
の並木道です。落ち着いた静けさ

は、ゆつたりとしたE守間の流れを感

じさせてくれます。水族館を楽しん

だあとに散策してみては?

バス走行距離/最大約246km

__～J:

猾 亜 藍錮
各自自由行動 約20分

ホテル オリオンモトブ リゾート&スノf                        l●
15:45着 /15:50発 (2月 15日 ～3月 31日 は15:35着 /15:40発)          ]

l省弘 雌 墨 サ曇 )2'霞 言0暑:壁塀 昴 鞘 確 鐵 ]■ :

18:40着 (2月 15日 ～3月 31日 は20:50着 )

海抜82mの高さを誇る白亜の展望台「古宇利オーシャンタワー」は古宇利大橋を一望できる絶好の回ケー

ション。約2kmの 古宇利大橋ドライブは、まるで海の上を走つているよう。

助咀
6レ

ク *写真ますべてタジで九

ロワジールホテル那覇

ホテル日航アリビラ 9:20発

ホテル日航アリビラ 17:35着 (2月 15日 ～3月 31日 は17:10着 )

ロワジールホテル那覇  18:55着 (2月 15日～3月 31日 は21:05着 )

乗=乗車場所 降=降車場所

「ハートワッキー」と
ポストカード1枚

(古宇利オーシヤンタワー)

亀騒爵響 ぶ留蔚

沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 7:55発

ホテル」ALシティ刀Б覇 8:10発

当日お好きなコース下記00どちらか1つ選べます。

約2時間50分 備瀬 (降車:ホ テルオリオンモトブリゾート&
スパから備瀬フクギ並木入□まで徒歩約5分

/片道)各自自由行動 約1時間

ハ 19:10着 (2月 15日～3月 31日 は21:20着 )



……』麟麟議爾饉.5蝙呻檸母
古き良き沖縄の風景が残る南部。

パワースポットとしても注目を集めている見どころ満載の南部ルート。

また、12～ 3月限定で「温泉&ランチ」ルートもご用意|

´

「 =Lマ 七 歴 罰 画 コ「5:
■設定期間 :2019年 10月 2日～2020年 3月 31日の毎日(10月 28～ 30日 は運体)矛」用日にて予約
固題ロヨ(限定)

バス走行距離/最大約 91 km

■代金(1名様):通常おきなわワールドルート 追加代金なし
ガンガラーの谷ガイドツアールートおとな1,500円 (保護者同伴の小学生以下無料)

ユインチホテル南城 温泉&ランチ おとな こども(3～ 11歳 )2,500円

乗 ロワジールホテル那覇 8:40発

乗 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 9:00発

乗 ホテル」ALシティ那覇 9:20発

首里城公園(首里城正殿〈各自払:820円〉)各 自自由行動 約 1日寺間30分

ご予約時にいずれかをお申し込みください。(当日の変更Iよ 不可)

おきなわワールド経由
11:50頃着/12:00頃発

おきなわワールド〈者

自払:JALう たばす特別

価格/1,100円 (玉泉洞
&王国村))(通常価格
1,300円)各 自自由

行動 約2時間40分

|ニライカナイ橋 (車窓通過)

1書麿補首

'喜

占ユ::66占, 喜占占畠′:当 為liξ高ぢ

`券
|*車いすをご利用のお客さまへ/斎場御嶽では、車いすでの観光ができません。南城市物産館、知念岬な
| どをお楽しみください。

|フ アーマーズマーケットいとまん うまんちゅ市場 各自自由行動 約30分
*定休日(不定体)でお立ち寄りいただけない場合、那覇市内へ早着となります。

1降 |ホテル」ALシティ那覇  18:20着

1降 |ロ ワジールホテル那覇  18:40着

‐降 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ 19100着

乗=乗車場所 降=降車場所

琉球王国の栄華を物語る世界遺産「首里城」。鮮やかな朱色に彩られたその姿は沖縄の歴史・文化を象徴
する城であり、まさに

'中

縄のシンボル。

南部の海の大パノラマが広がる絶景ポイント「
=ラ

イカ

ナイ橋」。

ガンガラーの谷は、鍾乳洞が崩壊してできた亜熱帯の

森。ツアーガイドと歩いて巡ります。大主 (ウ フシュ)ガ
ジユマルは必見!

除外国 :11/22～ 24
晰代金 :通常代金2,500円のところを1,500円 (お と
な)でご利用いただけます。専用商品コード 左記
でお申込みください。

鰺出発時間 :13:00(12:45集合)

鰊所要時間 :約 1日寺間20分
脩代金に含まれるもの :ガンガラーの谷ツアーガイド
代、保険料、飲み物代

1蜻最少催行人員 :1名

i轟

=零
J ※Я8-仄鰺

*森の中を歩きますので、靴・長袖。長ズボン・帽子着用
をおすすめします。*車 いすご利用のお客さまはご参
加いただけません。*おきなわワールドの観光はでき
ません。*保護者同伴の小学生以下は無料。

|〈運営〉株式会社南蔀 1取消料Eヨ ※ジャルパック旅行条件書の取消料基準に準ずる。

琉球王国最高のH・地といわれる世界遺産
「斎場御嶽J。 厳かな雰囲気が漂う。

地元で生産された新鮮農産物料苫内にずらりと並びます。

(各自払 )

玉泉洞 全長5kmのうち890mを公開している鍾乳洞です。神秘的な天然記念物の玉泉洞は、探検気分
が楽しめます。(各自払 )

通常おきなわワールドルート

ユインチホテル南城 温泉&ラ ンチ付き

・
ユインチホテル南城

各自自由行動 約1時 PB550分

おきなわワールド経由
14:20頃着/14:30頃発

E」置 躯 L帽 野 疏嗣りi同日12～ 3月 限 定

ユインチホテル南城 温泉&ランチ
ユインチホテル南城で天然温泉「猿人の湯」にご入浴後、こだわりの食材を使用したランチ
ブッフェをお楽しみしヽただけます。どちらも海を一望でき、眺望抜群です。

沖縄では珍しい天然温泉で、ろ過 力0温 力□水 ランチブッフェ
を一切していない自然の恵みそのままの、美 南城市の有機野菜を中心に使用した沖縄料理・不□・洋・中
肌成分が多い源泉かけ流しです。眺望抜群 50種以上のメニューと、ノゞティシエお手製のスイーツを
で昼は青い空と海をお楽しみいただけます。 お楽しみいただけます。

●代金 :通 常代金おとな3,950円のところを2,500円 (お とな。こども同額 )でご利用 いた

だけます。専用商品コー ド 左記 でお申し込みください。 ●代金 に含まれるもの :入浴

料、昼食代  0最 少催行人員 :1名  *お きなわワール ドの立ち寄 りはありません。*「猿

人の湯」は、車いすご利用のお客さまはご参加いただけません。

〈運営〉ウェルネスリゾート,中縄休暇センターユインチホテル南城

沖縄の自然と文化、歴史が体感できる県内最大級のテーマパーク。「スーパーエィサー」ショーは迫力満点。

F・ム
:iガぽ換ん:ち豪たヽ島:

織■資驚
=■

■,■■●
=■

■■|■■|■■|■|■|■|●

=||■
|■■|

Weリサイトでも情報7AN開中! 随曰闘罰日間渤酬聞爛鰯躊錮
JAL′マック
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利用空港・
利用便を

●
Ｏ
Ｏ

01月
14日∞出発の基本代金は? 0春lJ「T]IE:」L? 績:::」公[3♀ :′」公[:13橿

出発日カレンダーで出発日のアルフアベットを確認

本L幌・函館・旭川・帯広・91路。女満別発

2019年 10月 1日 ～

2020年5月 31日 の毎日発

1泊から7泊

2日間から14日間

基本代金は宿泊数を基本とします。

出発日により基本代金が異なります。

)詳しくは13～ 16ページ

蒲灘風壼ッ爵饉奪ぴ予ン』(響 機ぼ卜幸筆鶯jレ :鞭醸鶴憲

鑽凝醸
｀
…轟鐘、響鬱イト贈懸撥と機鐵鬱ゝ綴鰹奪輩鶴爾諸

慧ヽた懸:蓼 磯F爾鸞翁朧響鸞≫』場ご鸞議懇麟移鑑.

基本プランのお客さま1名 様以上と合わせて2名様以上でお申し込みください。

また、同一日、同一施設での宿泊が 1泊以上必要です。

>詳しくは18ページ

>詳しくは17ページ

利用空港は3つ |

お選びください

お好きな便を

ご利用ください.

濶
鰤

鈴緻
ノ『

踪
鞣

躊
仄

出発地 :札幌 参加人数 :2名様 出発日 :1月 14日 (秋

往復 フライトを確認

お決めください。 お選びください。

基本代金のアルフアベットと宿泊数を確認

札幌発 基本代金 A B C D E F G H

1,自
おとな 54,000 55,000 57,000 60,000 741000

こどtl 5100n 56000 7ヽ000 59000

12/31 1 1/5
5/2～ 412/910

右記以外   1 10/11

1菖偽 (応患高1泊 :二槙1菫 54:000由 ましし
'ふ

差額なし驚ラ術差額なし
JALノマック

11

自由につくる旅 あなただけのオリジナルプラン。

宿泊数を

フライト・ホテリレを
自由に選びたい方に

プラン
【往復フライト+宿 泊】

代金の計算方法 Ⅲ 黙”

+



日早めのお申し込みは 回復路便の
クーポン付き: とつてもおトク: 延長OKI

田めんそ一れ

*こども添い寝のお子さま、現地合流プランは除く

沖縄本島の沖縄美ら海水族館入館を
はじめ、八重山諸島、宮古島、久米島の

対象施設の入場や体験、プレゼントの

引き換えにご利用いただけます。
>詳しくよ5ページ

出発日から14日 間以内なら帰り
のフライトは何 日目でもご利用
できます。ヽ ただし、10/11～ 14、 11/1～

4、 12/27--1/6、 1/10´ -13、 2/7ヽ-11、 2/21

-24、 3/19-22、 4/29・ 30、 5/1--6の り景着
にかかる復路便の延長はできません.

空港から お好きなホテルを

お選びください。
●設定ホテル以外はお客さまご自身でご手配
ください。

ご利用いただける期間:

2019年 10月 1日～2020年 6月 12日

お好きなルームタイプを
ご利用ください。

●特に記載がない場合、基準となるルームタイプ (館 )は リゾートステイ
コースと同様です。

お選びいただくホテルおよび1室あたりのご利用人数によリホテル差額
が必要です。「ホテル差倒とは、お客さまがご希望(お選ぴ)い ただくホテルと「基本
代金Jでご利用いただけるホテルとの差額です。

)詳しくは20～40ページ

オプショナル
プ ラ ン

楽しさをプラスして

自分好みの旅に。

>詳しくは41～46ページ

観光ならバスガイドが三線演奏と島唄でご案内

する「JALう たばす」がおすすめ。追力0代金
なしでご利用いただけます(一部ルート除く)。

卜詳しくは8～ 嗜◎ページ

ル¬ムタイ九
お選びください。

利用便 :1月 148秋 )JAL504/JAL915便 /1月 15日 (水)JAL916/JAL529便 ホテル :ホテル日航アリビラ/ス…ペリアツインに宿泊

O 1*14a.t)frfl[b--ifr 旅行代金合計

615000円
お一人様

ホテル差額のアルファベットを確認 驀

′

```,|・

J

″'

デ♂

JAL′レク

12

宿泊日カレンダーで宿泊日のアルフアベットを確認

オプショナルプランを

お申込みの場合は、

上記旅行代金に

オプショナル料金を

追カロしてください。

詢m.

旅
ス
ケ
ツ
チ

1泊から7,自まで

滞在中の

何日日でも

ご利用できま島

ホテル差額

ホテル・

菫 訪新『通ルuヨ00

出発日から
14日間以内なら
帰りのフライトは
何日日でも
ご利用できます。

※ただし、10/11～ 14、 11/1～

4、 12/27～ 1/6、 1/10～ 13、 2/7

酬
淫舞［」

●写真は全てイメージです。

の場合

胡レ日航アリビラ/スーペリアツイン相レ≦贔おら二7:000肖



(旅スケッチ本島プラン)

のお客さまへ

lTギャラリア沖縄」免税ショッピング
もつと満喫 特典 弓|き換え券付き!

)詳しくは4ページ *12歳未満のお子さまは除く

出発地 (札幌・函館・旭川・帯広・釧路。女満別。青森・三沢・秋田)から那覇までの往復航空運賃を含みます。

(札幌/函館/旭川/帯広/釧路/女満別/青森/三沢/秋田空港―羽田空港、羽田空港→那覇空港)

●ご利用できる路線 便名はP17の 時刻表をご覧ください。●20～ 40ベージの設定ホテルがすべてお選びいただけます。●同日乗り継ぎ以外の東京滞在時の宿泊 交通費はお客さま負担です。

●各出発地、羽田空港での乗り継ぎです。ただし、札幌発のお客さまは、大阪 名古屋 福岡空港での乗り継ぎ便 (同 日乗り継ぎ)も ご利用いただけます。

沖縄本島だけ満喫したい方にオススメ! 出発地□漏呈
―

各地⇒那覇空港

・ 1■響千二 :  ,
宿泊 :本島リゾート設定ホテル 鍬陽子機 |

一絆
理一鴎宅人友

一
．

｝〓

白‥

・
饉
鶴
鶴
群
八
宿

雛

¨

基
本
プ
ラ
ン
〈本
島
プ
ラ
ン
〉
（基
本
代
金
）

沖縄も東京も満喫したい方にオススメ! 出発地
―

各地⇒羽田空港     i
=     
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宿泊 :本島リゾート設定ホテル |

オプショナルプランなど利用して
自由

IF電

`島

   =t‐ t

宿泊 :本島リゾート設定ホテル

グルメ・ショッピングを |
楽しむ。       |
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オプショナルプランなど利用して

出発日・宿泊数をお決めください。黙雌

■出発日 :2019年 10月 1日～2020年 5月 31日の毎日発
■最少催行人員 :1名 または2名 (ただし、1名の場合は1名 に1室の設定があるホテルのみを利用した場合に限ります。)

基本代金は宿泊数を基本とします。出発日により基本代金が異なりますので、出発日カレンダーと合わせてご覧ください。

l札幌・函館・旭l:|・ 帯広・釧路・女満別発 ■三蒻壺E□厖藍諏距Z腱褻m監轟菫壼】n、                       単位:円

本島プラン
●選べるルート 往路 :新干歳・函館・旭川・帯広・釧路・女満別空港⇒羽田空港⇒那覇空港 新干歳空港⇒関西国際・中部国際・福岡空港⇒刀5覇空港

復路 :男 5覇空港⇒羽田空港⇒新干歳・函館・旭川・帯広・釧路・女満別空港 那覇空港→関西国際・中部国際・福岡空港⇒新千歳空港
口饉口1組み立て型

商品コード国内 :羽 田同日乗り子はぎ=R 往路のみ羽田翌日乗り

“

墜ぎ=P

札幌発 基本代金 A B C D E F G H | 」 K L M N ○ P Q m

1'自
おとな 54:000 55,000 56,000 57,000 60,000 61,000 67,000 74,000 86,000 90,000 103,000 111:000 117,000 135,000 139,000 155,000

N」7001□
こども 56,000 57,000 60,000 75,000 80,000 87,000 95,000 105,000 113,000 114,000 121000 131000

2,自
おとな 59,000 63,000 72,000 88,000 106,000 115,000 130,000 145,000 155,000 171,000

N」7002□
こども 58,000 61,000 62,000 65,000 67,000 71000 78,000 85,000 110,000 123,000 127,000 129,000 147,000

3,自
おとな 65,000 67,000 69,000 70,000 72,000 74,000 78,000 84,000 90,000 106,000 113,000 119,000 i41,000 i47,000 177,000

N」7003□
こども 71,000 77,000 83,000 87,000 124,000 128,000 139,000 167,000

4,自
おとな 73,000 76,000 77,000 78,000 85,000 92,000 100,000 117,000 124,000 127,000 i42,000 151,000 167,000 180,000

N」7004□
こども フ21000 77,000 91000 97,000 101000 110,000 117,000 134,000 141,000 147,000

5,自
おとな 80,000 81,000 83,000 86,000 87,000 93,000 100,000 108,000 111,000 125,000 126:000 130,000 143,000 155,000 183,000

N」7005□
こども 79,000 80,000 82,000 83,000 85,000 86,000 92,000 99,000 102,000 109,000 115,000 116,000 129,000 135,000 149,000 152,000 167,000

6,自
おとな 86,000 88,000 90,000 92,000 93:000 94,000 99:000 107,000 117,000 120,000 126,000 131,000 134,000 145,000 159,000 181,000 185,000

N」7006□
こども 85,000 87,000 89,000 92,000 110,000 116,000 122,000 124,000 133,000 138,000 150,000 160,000 1691000

フ,自

おとな 93,000 95,000 99,000 100,000 101,000 102:000 106,000 114:000 119,000 126:000 127,000 137,000 149,000 150,000 161〕 000 183,000 189:000
N」7007□

こども 92,000 98,000 99,000 100,000 104,000 113,000 114,000 124,000 126,000 130,000 141,000 143,000 153,000 1フ 3,000

出発地旅行代金差顧 函館発 :+3,000 旭り発 :+5,000 帯広・2‖路発 :+6,000 女満別発:+9,000

●上調基本ド金lFホテル差額が必要です。́詳しく|12oγ 40パ
=ツ

||‐ | |■ ||‐

0発地にょぅで、札幌発基本代金に上記旅行代金差額が必要です (おとな |ことも向頷):

●フライトにょってはフライト差額ド必要です。>詳 しくは17ペ ージ

お客さまへのご案内 ●おもてなしのご利用回数は特に注釈のない限り滞在中1回 です。なお、旅行代金に含まれますが、ご利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。
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基本プラン〈本島プラン〉

那覇までの往復便が付いているプランです。
羽日での乗り継ぜを、北海道発13同日(下記①)または往語のみ翌日(下記Э)から選べます。東北発は同日(下記①)のみの設定です。

本島プラン① 〈往復羽田同日乗り継⇒ 1泊 モデルプラン

本島プラン② 〈往路のみ羽田翌日乗り継ぎ〉2泊 モデルプラン *復路は羽田同日乗り継ぎです。



本島プラン ●選べるルート 往路 :青森・三沢空港→羽田空港→刀F覇空港 復路 :那覇空港⇒羽田空港⇒青森・三沢空港 口
"踵

■組み立て型

基本代金 A B C D F H 」 K M P Q
…

1,自

おとな 59,000 64,000 66,000 68,000 69,000 77,000 95,000 99,000 106:000 107,000 110,000 142,000 160,000
N」7001T

こども 59,000 61000 63,000 66,000 67,000 87,000 91000 92,000 98,000 100,000 115,000 160,000

2,自

おとな 65,000 74,000 83,000 92,000 96:000 102,000 108,000 114,000 122,000 130,000 149,000 180,000

こども 67,000 69,000 72,000 74,000 76,000 79,000 81000 87,000 94,000 97,000 107,000 108,000 116,000 123,000 180,000

3,自

おとな 72,000 75,000 76,000 79,000 80,000 83,000 87,000 891000 95,000 i04,000 110!000 120,000 132,000 i34,000 150,000 170,000 185,000
N」7003T

こども フ9,000 80,000 86,000 93,000 104,000 111000 131000 133,000 155,000 185,000

4,自

おとな 85,000 86,000 90,000 96,000 101,000 ,14,000 117:000 126,000 135,000 138,000 151,000 172,000 187,000
N」7004T

こども 78,000 81000 85,000 861000 89,000 94,000 103,000 110,000 112,000 120,000 135,000 139,000 161000 187,000

5'自

おとな 881000 92,000 96,000 101,000 109,000 112,000 137,000 143,000 155,000 174,000 188,000
N」7005T

こども 88,000 92,000 93,000 95,000 99,000 104,000 107,000 109,000 116,000 118,000 126,000 140,000 145,000 188,000

6)自

おとな 90,000 93,000 95,000 98,000 108,000 111,000 122,000 127,000 136,000 145,000 158,000 176,000 190,000
N」 7006T

こども 92,000 98,000 99,000 101000 105,000 108,000 112.000 115,000 120,000 125,000 131000 142,000 164,000

7,自

おとな 100,000 102,000 105,000 107,000 109,000 111:000 116,000 119,000 128,000 134,000 143,000 144,000 147,000 i61,000 178:000 192,000
N」7007T

こども 95,000 101000 104,000 107,000 110,000 115,000 116,000 123,000 127,000 133,000 138,000 143,000 166,000 192,00C
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本島プラン ●選べるルート 往路 :秋田空港⇒羽田空港→那覇空港 復路 :男 3覇空港⇒羽田空港⇒秋田空港 口饉口り組み立て型

基本代金 A B C D E F H 」 K L M P 呻

1泊
おとな 57,000 59,000 64,000 68,000 69,000 73,000 77,000 80,000 32,000 101,000 118,000 128,000 155,000

N」7001T
こども 55,000 57000 63,000 64,000 71000 アフ,000 78,000 93,000 106,000 112,000 113,000 155000

2,自

おとな 61,000 65,000 68,000 69,000 71,000 76,000 80,000 88,000 105,000 120,000 i751000
N」7002T

こども 61000 78,000 85,000 86.000 91000 97,000 125,000 126,000 175,000

3,自

おとな 68,000 74,000 76,000 83,000 87,000 90:000 95,000 102,000 112,000 117,000 137,000
N」7003T

こども 79,000 81000 88,000 94,000 105,000 1061000 107,000 125,000 126,000 180,000

4,自

おとな 75,000 76,000 79,000 80,000 33,000 87,000 89,000 96,000 97,000 105,000 111,000 117,000 124,000 130,000 138,000 151,000 182,000
N」7004T

こども 76,000 82,000 86,000 87,000 94,000 100,000 101,000 105,000 108,000 109,000 131000 182,000

5,自

おとな 8,,000 82,000 87,000 89,000 93,000 96,000 104,000 105,000 107,000 112,000 121,000 130,000 i32,000 140,000 157,000 183,000

こども 82.000 87,000 88,000 91000 95,000 100,000 101000 107,000 114,000 117,000 133,000 142,000 182,000

6,自

おとな 87,000 93,000 97,000 101,000 110,000 114,000 116,000 118,000 119:000 125,000 135,000 136,000 143,000 160,000 184,000
N」7006T

こども 87,000 88,000 91000 92,000 102,000 111000 112,000 1171000 118,000 119,000 120,000 131000 136,000 146,000 183,000

フ,自

おとな 99,000 100,000 105,000 108,000 114:000 116,000 117,000 122,000 124,000 128,000 14i,000 145,000 165,000 185,000
N」7007T

こども 95,000 106000 113,000 115,000 116,000 121000 122,000 124,000 125,000 141000 142,000 151000 184,000

●上記基本it金 にホテル差額が必要です。>詳しくま20～40ページ ●フライトによつてはフライト差額が必要です。>詳しくは17ペ ージ

お客さまへのご案内 ●おもてなしのご利用回数は特に注釈のない限り滞在中1回 です。なお、旅行代金に含まれますが、こ牙」用にならない場合でも返金の対象にはなりません。
基本代金に含まれるもの ●往復の航空運賃《固人包括旅行害」引運賃適用)、 国内線旅客施設使用料 (対象空港利用の場合のみ)、 宿泊費 (ホ テル差額は含まれません)、 食事代 >詳しくは20～ 40ページ 、めんそ―れ

 JAL′マッククーポン代、消費税等諸税。
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出発地 (本L幌・函館・旭川・帯広・釧路・女満別・青森・三沢・秋田)から】「覇までの往復航空運賃のほか日本トランスオーシャン航空 (琉球エアーコミューター含
む)の沖縄発着の離島路線 (2フ ライト・4フライト)(注 )を含みます (札幌/函館/旭川/帯広/釧路/女満別/青森/三沢/秋田空港→羽田空港、羽田空港→那覇
空港、沖縄の各空港→沖縄の各空港)。 羽田空港～石垣・宮古空港直行便もご利用いただけます (直行便はフライト数には数えません)。

●2フライトまたは4フライトはこ利用日か連続している必要はありませんか、旅行出発後の便の変更はできません。また、ご利用か2フ ライトまたは4フ ライトに満たない場合でも払い戻しはできま

せん。●ご利用できる路線 便名はP17の 時刻表をご覧ください。●20～40ベ ージの設定ホテルがすべてお選びいただけます。●同日乗り継ぎ以外の東京滞在時の宿泊 交通費はお客さま負担

です。●各出発地、羽田空港での乗り継ぎです。

鐘骰 麒圏爾圃憑晴憮ざ 盆簸 覆デ』鰺プ惨ン

沖縄本島も離島も楽しみたい方にオススメ!

鶴蝙 爾囃な国/復蝙 爾爾爾艤薫観纏ぎ 3;醸 警デ』♭プラン

沖縄本島も離島も東京も楽しみたい方にオススメ! 謳
L_____―
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田言常こ野■
到着後、東京観光へ。 日鷲

宿泊 :友人宅 (東京)

出発日・宿泊数をお決めください。黙fte□
■出発日 :2019年 10月 1日～2020年 5月 31日の毎日発
■最少催行人員 :1名または2名 (ただし、1名の場合は1名に1室の設定があるホテルのみを利用した場合に限ります。)

基本代金は宿泊数を基本とします。出発日により基本代金が異なりますので、出発日カレンダーと合わせてご覧ください。

難 :円

めぐリ
イトプラン

●選べるルート 出発地⇔男β覇空港間は  往路 :出 発地⇒羽田空港⇒石垣空港・出発地⇒羽田空港⇒宮古空港
本島プランと同様    復路 :石垣空港⇒羽田空港⇒出発地

口凹□

“

組み立て型

☆次のうち2フライトまたは4フ ライトご牙」用いただけます。 那覇空港⇔石垣空港・那覇空港⇔富古空港・刃5覇空港⇔久米島空港・那覇空港⇔与那国空港・        商品コードロ内 :2フライト=4 4フライト=1
那覇空港⇔与論空港・石垣空港⇔富古空港・石垣空港⇔与那国空港             ■内 :羽 田同日乗り糸ピぎ=R 往路のみ羽田翌日乗り継ぎ=Z

札幌発 基本代金 A B C D E F G H | K M N ○ P Q 剛

１
泊

おとな 72,000 73,000 74,000 77,000 78,000 831000 89,000 1101000 1181000 1191000 1291000 147,000 1641000 176,000
N」 70日 1■

こども 66,000 67,000 72,000 75,000 77,000 81000 85,000 97,000 103,000 107,000 117,000 122,000 131000 132,000 155000

２
泊

おとな 89,000 97,000 101,000 1211000 1681000 1761000 ,871000
N」 70□2■

こども 70,000 フ2,000 73,000 81000 82,000 83,000 87,000 89,000 100,000 107,000 116,000 127,000 135,000 1431000 144000 167,000

| +1 ■1 十 十 十 十 +20,000 +20,000 123,000 +23,000 +23,000 +23,000

３
泊

おとな 87,000 90,000 97,000 100,000 113,000 120,000 127,000
N」 70□3■

こども 76,000 77,000 91000 92,000 111000 113000 114,000 134,000 135,000 147.000 188,000

４
泊

おとな 97,000 101,000 110,000 122,000 135,000 551000 165,000 191,000 209,000
NJ70□ 4目

こども 82,000 86.000 90,000 95,000 97,000 101000 105,000 111000 117,000 118.000 119,000 141000 146,000 159,000 193.000

５
泊

おとな 97,000 991000 i07,000 122,000 130,000 142,000 147,000 163,000 196,000 210,000
N」 70E5■

こども 89,000 91000 92,000 98,000 103,000 111000 114,000 118,000 123,000 127,000 128,000 150,000 162,000 192,000

６
泊

おとな ,031000 107,000 1121000 1131000 118,000 126,000 1291000 137,000 151,000 172,000 173,000 211,000
N」 70□ 6日

こども 95000 97,000 106.000 111000 112,000 113,000 116,000 118,000 125,000 132,000 136,000 1371000 159,000 160,000 193,000

７
泊

おとな 10,000 114,000 1181000 1191000 125,000 138,000 142,000 152,000 1571000 181,000 2021000 212,000
N」 70「 7■

こども 102,000 104,000 106,000 112,000 117,000 118,000 119,000 125,000 131000 132,000 141000 142,000 143,000 167,000 169,000 201000

+18,000 +181000 +18,000 +18,000 118,000 +18,000 120000 +20,000 +20000 +20,000 +20000 +20,000 +20000 +23,000 +23,000 123,000 +23,000

出発地旅行代金差額 函館発 :+3,000 旭川発 :+5,000 帯広・31路 発 :+6,000 女満別発 :+9,000

●上記基本代金にホテル差額が必要です。>言羊しくよ20～40ページ

●1発地にようて●L幌発基本代金に上記旅行代金差額が必要です(お とな。こども同額)。

●フライトによつてはフライト差額が強要です。レ詳しくは 17ペ ージ

●4フ ライトプランは、2フ ライトプラン基本代金に上記旅行代金差額が必要です (お とな・こども同額 )。

お客さまへのご案内 ●おもてなしのご利用回数は特に注釈のない限り滞在中1回 です。なお、旅行代金に含まれますが、ご利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。

署本代金に含まれるもの ●往復の航空運賃および (島めぐり2フ ライトプランまたは4フ ライトプラン〉でお選びになった離島間航空運賃 (個人包括旅行害」引運賃適用 )、 国内線旅客施設使用料 は寸象空港利用の場合の

み)、 宿泊費 (ホ テル差額は含まれません )、 食事代 )詳しくは20～40ページ 、めんそ―れクーポン代、消費税等諸税。

基本プラン〈島めぐり2フライトプラン・4フライトプラン)

ト 綸 難褻

目「尋γ 〒言1日螺琴「露FI□ I」≦∬ご11R場 。
港
薔辣。1目 糀
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華41宿泊 :       '1 至」着後、島内観光へ。 早1 1
本島リゾート設定ホテル 1   宿泊 :友人宅 (石垣島)1   宿泊 :友人宅 (石垣島)1  宿泊 :那覇市内設定ホテル  1      那覇空港⇒各地 |
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難 :円

島めぐり
2フライトプラン

●選べるルート 出発地⇔男5覇空港間は本島プランと同様
往路 :出 発地⇒羽田空港⇒石垣空港 復路 :石垣空港⇒羽田空港⇒出発地 口饉踵り組み立て型

★次のうち2フライトまたは4フライトご利用いただけます。 那覇空港⇔石垣空港 那覇空港⇔宮古空港・那覇空港⇔久米島空港・那覇空港⇔与那国空港・

那覇空港⇔与論空港 石垣空港⇔宮古空港・石垣空港⇔与那国空港 商品コードロ内 :2フライト=4 4フライト=1

基本代金 A B C D E F H 」 K L M N P Q m

１
泊

おとな 76,000 80,000 85,000 86,000 87,000 90,000 93,000 102,000 118,000 121,000 128,000 139,000 i65,000
N」 70□ lT

こども 69,000 76,000 77,000 80,000 81000 83,000 85,000 97,000 104,000 1101000 121000 127,000

２
泊

おとな 82,000 34,000 86,000 89,000 95,000 98,000 103,000 110,000 119,000 122,000 130,000 148,000 174,000
N」 70□2T

こども 83,000 85000 87,000 88,000 89,000 99,000 102,000 104,000 112,000 128,000 136.000 200,000

1.2泊共通4フ ライト旅ll代金差額 +18,000 +18,000 +18,000 +18,000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 +23,000 +23,000 +23,000 +23,000

３
泊

おとな 91,000 93,000 95,000 97,000 108:000 110:000 117,000 120,000 132,000 140,000 155,000 158,000 174,000 205,000
N」 70コ 3T

こども 81000 89,000 90,000 91000 98,000 99,000 110,000 115,000 116,000 122.000 140,000 190,000

４
泊

おとな 95,000 97,000 101,000 104,000 112,000 114,000 119,000 126,000 142,000 145,000 ,61,000 175,000 206,000
N」 70□4T

こども 88,000 96,000 97,000 100,000 101000 104,000 112,000 113,000 122,000 123,000 134,000 147,000 155,000 193,000

５
泊

おとな 1061000 i10,000 111,000 li5,000 117,000 127,000 131,000 133,000 135,000 144,000 150,000 161,000 163,000
N」 70□ 5T

こどID 94,000 100,000 103000 107,000 114,000 115,000 126,000 127,000 128,000 129,000 139,000 149,000 163,000 194,000

６
泊

おとな 108,000 109,000 113,000 117,000 119,000 122,000 128,000 129,000 138,000 139,000 148,000 i57,000 162,000 165,000 183,000
N」 70□ 6T

こども 100,000 106,000 107,000 110,000 111000 114000 115,000 120,000 123,000 132,000 133,000 134,000 135,000 143,000 165,000 195,000

７
泊

おとな 114,000 116,000 120,000 125,000 127,000 128,000 131,000 132,000 145,000 147,000 154,000 164,000 165,000 167,000 185,000 210,000
N」 70□7T

こども 106,000 113,000 114,000 117,000 119,000 120,000 122,000 124,000 129,000 138.000 140,000 141000 148,000 167,000

3～ハB井樋4フライト紹]代金差解118,000 +18,000 +18,000 +18,000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 120,000 +20,000 +23,000 +23,000 +23,000 123000

基
本
プ
ラ
ン
（島
め
ぐ
り
２
フ
ラ
イ
ト
プ
ラ
ン
・４
フ
ラ
イ
ト
プ
ラ
ン
Ｘ
基
本
代
金
）

難 ¶

島めぐリ
2フライトプラン 口赳囮

“

組み立て型

☆次のうち2フライトまたは4フライトこI」用いただけます。 那覇空港⇔石垣空港・那覇空港⇔宮古空港 那覇空港⇔久米島空港・那覇空港⇔与那国空港・

那覇空港⇔与論空港・石垣空港⇔宮古空港・石垣空港⇔与那国空港 商品コードロ内 :2フライト=4 4フライト=1

基本代金 A B C D F G H | K L M N ○ P Q
１

白

おとな 73,000 74,000 76,000 80,000 82,000 35,000 88,000 99,000 110,000 124,000 126,000 132,000 179,000
N」 70□ lT

こども 66,000 71000 73,000 アフ,000 78,000 82,000 83,000 103,000 125,000 126,000 127,000 178,000

２
泊

おとな 79,000 80,000 82,000 83,000 91,000 96:000 100,000 108,000 120,000 129,000 i34,000 147,000 162,000 195,000
N」 70□2T

こども アフ,000 79,000 80,000 82000 86,000 89,000 109,000 133,000 134,000 135,000

1・ 2泊共通4フ ライト旅行代金差額 +18,000 +18,000 +18,000 +18,000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 +23,000 +231000 +23,000 +23,000 +23,000 +26,000

３

泊

おとな 85,000 88,000 92,000 96,000 98,000 102,000 1081000 113,000 117,000 126,000 141,000 149,000 162,000 173,000 204,000
N」 70□ 3T

こども 85000 90,000 91000 106000 107.000 119,000 120,000 140000 141000 204,000

４
泊

おとな 92,000 95,000 98,000 101,000 102,000 105,000 115,000 118,000 137,000 150,000 151,000 153:000 164,000 174,000 205,000
N」 70□ 4T

こども 91000 92,000 941000 95,000 97,000 105,000 119,000 120,000 130,000 131000 147,000

５
泊

おとな 103,000 105,000 110,000 113,000 119:000 123,000 125,000 138,000 154,000 155,000 156,000 166:000 181,000 206,000
N」 70□ 5T

こども 91000 97,000 101000 102,000 1041000 108000 111000 115,000 125,000 126,000 136,000 1491000 156,000 205,000

６
泊

おとな 107,000 110,000 112,000 117,000 i20,000 121,000 130,000 132,000 133,000 139,000 155,000 156,000 i68,000 185,000 207,000
N」 70□6T

こども 97,000 104,000 105,000 108,000 109,000 112,000 113,000 117,000 121000 124000 127,000 130,000 137,000 141000 152,000 206,00C

７
泊

おとな 111,000 116,000 125,000 127,000 129,000 131,000 134,000 136,000 141,000 157,000 158,000 164,000 170,000 188,000
N」 70□ 7T

こども 103,000 110,000 114,000 115,000 120,000 121000 124,000 125,000 127,000 131000 137,000 139,000 147,000 154,000 163.000 207000

3～ 7泊共通4フライト旅行1代金差額 +18,000 +18,000 +18,000 +18,000 +20,000 +201000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 +20,000 +23,000 +23,000 +23,000 +23,000 +23,000 +26,000

●上記基本代金にホテル差額が必要です。>詳しくは20～40ページ ●フライトによつてはフライト差額が必要です。)詳しくは17ペ ージ

●4フ ライトプランは、2フライトプラン基本{t金 に上言己旅行{t金 差額が必要です (お とな。ことも同額 ).,

お客さまへのご案内 ●おもてなしのご利用回数は特に注釈のない限り滞在中1回 です。なお、旅行代金に含まれますが、ご利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。

基本代金に含まれるもの ●往復の航空運賃および〈島めぐり2フ ライトプランまたは4フ ライトプラン)でお選びになった離島間航空運賃 (個 人包括旅行割引運賃適用 )、 国内線旅客施設使用料 (対象空港利用の場合の
 JALノ レク

み )、 宿泊費 (ホ テル差額は含まれません)、 食事代  詳しくよ    ページ 、めんそ―れクーボン代、消費税等諸税 .
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●選べるルート 出発地⇔那覇空港間は本島プランと同様
往路 :出 発地⇒羽田空港⇒石垣空港 復路 :石垣空港⇒羽田空港⇒出発地

E



・禾馴甲1更をお選びください。□ フライト差額があります
※10/11～ 14、 11/1～ 4、 12/27～ 1/6、 1/10～ 13、 2/ア～11、 2/21～ 24、

3/19～ 22、 4/29,30、 5/1～ 6の帰着にかかる復路便の延長はできません。

■旅のプランに合わせてお好きなフライトが選べます。
差額なしでご利用いただける基本フライト、また差額が必要なA～Gフライトをご用意しました。かしこく選んでお得に楽しみましょう。
●当日やむを得ない理由 (天候など不可抗力、その他 )に よりご予約いただいた便名および出発時刻が変更になつた場合でも、フライト差

額の払い戻しはありません。

本L幌発については、
羽日以外に大阪。名古屋・福岡乗り継ぎ(同 日乗り継ぎ)がご矛u用 いただけます。
(た だし、〈本島プラン)往路のみ羽田翌日乗り継ぎコース、〈島めぐり2フライトプラン4フラ
イトプラン)ま除く)

聰 聰 聰 馘
匡コ 基本フライトー基本代金でご利用いただけます。

|  IAフ ライト 匡 コ Bフ ライト EI Cフ ライト 匡コ Dフライト |  IEフライト |  IFフライト |  IGフライト
ー往路、復路それぞれのご搭乗日に応して片道ごとにフライト差額が必要 (お とな ことも同額).鳥 め(り 2フ ライト

'ラ

ン 4フ ラ
イトフランのD～ Gフ ライトはことも添い寝のお子さまもフライト差額が必要です|お とな こども ことも添い寝同額 |.

JALグ ル … プ時 刻 表  ●」AL925、 」TA009、 JTA065、 JAL201 9、 」AL2000便はご禾」用いただけません。

※1」 AL594便は 10/1～26の運航
×2」AL598便 、JAL599便は 10/4、 10/6、 10/11、 10/1314、 10/18、 10/20、 10/25の 運航

D上記運航スケジュールは2019年ア月現在の10月 の運航予定で、運航会社・スケジュール・便名は変更または運体になる場合があります。最新のJALグ
｀
ループ国内線時亥J表 または旅行会社でご確認ください。

D接続便、乗換便ご利用の方は、乗り継ぎ可能な便をお選びください。乗り継ぎ時間は那覇では30分以上、羽田では25分以上―左記以外では20分以上お取りください。また、西表島、小浜島にご宿泊の方は、船に接続で
きる便をお選びください。航空機と船の接続時間は、90分以上を目安としてください。

D最終便/始発便をご利用の場合は、行程 (タ クシーの手配、食事など)に支障がないかご注意ください。

羽田―離島間は、下記直行便もご利用いただけます。

●上記運航スケジュールは2019年 7月現在の10月 の運航予定で、運航会社 スケジュール 便名は大幅な変更または運体になる場合があります.必
ず最新のJALグループ国内線時亥J表または旅行会社でご確認ください。●上記の区間の便は記載以外の便も全便 (臨 時便含む)ご利用いただけます。

10/11、 11/1
12/2フ・28、 1/1^‐ 3

1/13、 5/4

12/28-30
1/1・ 2、 1/11

2/22

搭乗日

1/6  10
1/14^‐ 2/2
4/1  28

5/7‐ 6/13

10/1～ 11

10/15^-11/1
11/5‐ 12/26

2/3ヽ -7
2/12-‐ 21

2/25ヽ -3/19

3/23^‐ 31

10/14
11/4

12/28～ 1/1

2/10
3/22

4/29・ 30
5/2～ 6

10/12・ 13
11/2・ 3、 12/27

1/2‐5
,ノ l1  13

2/8・ 9、 2/11
2/22～24

3/20・ 21、 5/1

Dフ ライト +1,000 +4500 +6000
Eフライト +3.500 +4500 +45 +7.500 +8,000
フライト +5,000 +8.500 ■9000

Gフライト +11.000 +11000 +13500 +15,000

とかち帯広

函館

青森

=沢

島めぐり2フライトプランでIま下記のうち2フライト、島めぐり4フライトプランでは下記のうち4フライトを自由にご利用いただけます。



ホテル・ルームタイプをお選びください。
■ホテル・ルームタイプ・宿泊日によリホテル差額が異なりますので、P20～ 40までの設定ホテルの中からお選びいただき、下記宿泊日カレンダーと各ホテル
欄のホテル差額表をご覧ください。

フライトとホテルをお申し込みになる「旅スケッチ基本プラン」のお客さまとご一緒に、フライトを必要としないお害さまも同行いただける
「現地含流プラン」をご用意しました。基本プランのお客さま1名様以上と合わせて2名様以上でお申し込みください。また、同一日、同一

施設での宿泊が1泊以上必要となります。旅スケッチでの楽しみ方が、さらに大きく広がります。

0麒 蝙 鰈
醸

鰈 蛉魏 を飲 めくださ機。 鑢 代金

■出発日 :2019年 10月 1日～2020年 6月 12日 の毎日 ■最少催行人員 :2名

■現地合流プラン申込条件 :ご旅行出発日の前日から起算して7日 前までにお申し込みください。「旅スケッチ基本プラン(フ ライト+ホテル)」 のお客さま1名様以上と合わせ
て2名様以上(同行)でお申し込みください。同行するお客さまとは、同一日・同一施設での宿泊が1,自以上必要です。現地合流プランのみのご参カロはできません。

基
本
プ
ラ
ン
（設
定
ホ
テ
ル
宿
泊
日
カ
レ
ン
ダ
ー
）
／
現
地
含
流
プ
ラ
ン
（基
本
代
金
）

現地含流プランのご案内 ●ご旅行出発日とは、当社が手配する宿泊施設、オプシヨナルプランなどの利用開始日を指します。ただし、「旅スケッチ設定ホテル」の初泊日が旅行開始日となり、旅行開始日前のオプショ
ナルプランのご利用はできません。●当社の手配する最初の旅行サービス提供施設への入場から、最終の旅行サービス提供施設からの退場時までが当社の「募集型企画旅行参カロ中」となります。

基本代金は宿泊数を基本とします。出発日により基本代金が異なりますので、出発日カレンダーと合わせてご覧ください。

一 ―

―

単位 :円

"組
み立て型

A B C D L F G H 呻

1,自
おとな 10,000 10,000 11,000 12,000 15,000

N」7001B
こども 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 14,000

2,自
おとな 141000 16,000 17,000 18,000 19,000 21,000 26,000

N」 7002B
こども 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 18,000 20,000 25,000

3,自
おとな 19,000 20,000 22,000 23,000

N」 7003B
こども 18,000 19,000 21,000 22,000 23,000 25,000 28,000 34,000

4,自
おとな 25,000 26,000 29,000 31,000 37,000

N」 7004B
こども 24,000 25,000 31,000 41,000

5,自
おとな 31,000

N」 7005B
こども 34,000 37,000 39,000 42,000 47.000

6,自
おとな 37,000 41,000 53,000

N」7006B
こども 35,000 43,000 44,000 45,000 48,000 52,000

7,自
おとな 51,000 53,000 56,000 59,000

N」 7007B
こども 41,000 42,000 47,000 50,000 52,000 53,000 55,000 58,000

0上記基本代金にホテル差額が■要です。>詳しくは20～40ページ

基本代金に含まれるもの

●宿泊費 (ホ テル差額は含まれません )、

食事代 >詳しくよ20～40ページ 、消費税等諸税。

●こども添い屋旅行代金の設定はありません.

■|||||IⅢ中 |■|||1岬
「旅スケッチ設定ホテルJの 初泊の宿泊日を旅行の出

発日(N」 ●●●●●の出発日)と してご予約ください。

出発日前のオプショナルプランのご予約はできません。
また、ご予約の際「旅行終了日Jの ご指定が必要です。
「旅スケッチ基本プラン(フ ライト+ホ テル)Jの お客
さまのレンタカーやタクシーに同乗される場合や、オブ

ショナルプランをご利用の場合は、当社の手配する旅
行サービスの終了日が旅行終了日です。予約方法は

たびマニュアルをご参照ください。「たびマニュア
ル」―・「沖縄」→「FY19下期JALパ ック」→「旅ス

ケッチ」→「現地合流プランのご案内」をご覧くださ
い。また、現地合流プランは、出発地「LND(現地宿

泊 )」 でご予約ください。 JALノ |ノク
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…
困 爾爾シ畠多彩なルートで、安心 |1央適 |バスの旅。

」ALうたばすのルートは下記および8～ 10ページをご覧ください。

機A鯉うたばまルー浄

古宇利島・美ら海号 首里。南部めぐり号

■出

"昨

t出■
"■

■古宇利島/古宇利オーシャンタワー

●

…

写真協力:

鹿児島県観光交流局観光課

はでの浜

・一
・・・．

窓
沖縄本島 ●美浜アメリカンビレッジ ■||||||||||

歴
[]雪曇illlBttLil昌

フアーマーズマーケットいとまん●
うまんちゅ市場

ユインチホテル南城

・  ●斎場御嶽

角   
●ニライカナイ橋

|

おきなわワールド/ガンガラーの谷 Å鰤鶉鰤蝠
…

―

いりおもてしま   

…
四 田 記 事 18

竹富島

*写真 |ますべてイメージです。

★対象施設のいずれかに1泊でもご宿泊いただくと、もれなく付いています。

★ご宿泊の有無にかかわらず、どちらのホテルでもお得にご利用いただけます。

ホテル日航アリビラ020
マリンメニュー・フィールドスポーツや
ランチバイキングの割引など

ホテJレ」ALシティ調F覇 (P33)

3時間駐車場料金不要(10:00～ 17:00)や

レストランの飲食割引など

ご利用のご案内

●こども添い寝のお子さまには付きません。

●対象施設チェックイン時にお渡しします。対象施設を複

数お選びいただいた場合は、一番初めにお泊りになる対

象ホテルニッコー&」 ALシティチェツクイン時にお渡しし

ます。

●ホテルチェックイン前に/ヾスをお渡しすることはできま

せん。

●左記の一例メニュー有効期限は3/31ま でです。4/1以

降はメニューが変更になる場合があります。

●詳しくは各宿泊施設または共通パス裏面にてご確認く

ださい。

●メニュー内容等が予告なく変更になる場合があります。

対象施設 :ホテル日航アリビラ、ホテル」ALシティ那覇

離島名 航 路 所要時間 運航時間等 (往路のみ)

小浜島 石垣港→小浜港 約 30分 7:10～ 17:30(10～ 3月 )、 ア:10～ 18:00(4～ 6月 )

竹富島 石垣港―竹富港 約 15分 フ:30～ 17:30(10～ 3月 )、 ア:30～ 18:00(4～ 6月 )

西表島
石垣港→大原港 (西表島 )

約40分 フ¬0～ 16:40(10～ 3月 )、 7:00～ 17:30(4～ 6月 )

石垣港→上原港 (西表島 )

.こtミ～ミ～
.

盪軸 ●ヽ ∵、イ轟

■ |.■ ■||‐ ‐.|.‐ . | ‐‐  ‐‐―‐
 |‐ ‐

「あちこ―こ―」とは沖縄方言で「あつつあつ」の意。冬でも気温20度以上の日が多い、

あったか～い八重山諸島へお～りと～り(い らつしゃいませ )

2019年欄1 2020年 1月 31日

八重山諸島 (石垣島・小浜島)の対象ホテルご宿泊の

お客さまに、抽選で八重山特産品等が当たる!

*対象ホテルは上記マークが目印です。*キ ャンペーン期間ご滞在中 (チ ェックアウト日は除く)、

対象ご宿泊ホテルフロントにお申し出のうえ、専用応募用紙 (抽 選券、QRコ ード)を お受け取りくだ

さしヽ。応募用紙または専用サイトに必要事項をご記入いただき、ご応募ください。*当選の発表は

発送をもって代えさせていただきます。*上記キャンペーンは、八重山SR会実施・運営のキャン

ペーンです。詳しくよ、各ヌ寸象ホテルにお問い合わせください。

【お問い合わせ先】 平田観光(0980)826711  安栄観光(0980)830055
八重山観光フェリー(0980)825010

●所要時間・運航B寺 間は季節により変更になる場合がありますので、事前に上記各お問い合わせ先にてご確認

くださしヽ。〈2019年 7月 現在)

●航空機とllmの 接続時間は 90分以上を目安としてください .

●西表島は複数の港があり、運航船会社により港が異なります。

BL:両「罰 率 1:ヨ
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|      ~~                メニュー …例                        |
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◆⊂玉]15100匝U]12:00
◆那覇空港より車で約70分

全室禁煙

□□浩籾□回圃圃
※リラクゼーションプール

施設使用米半500円 (4～ 6歳未就学児 )

1 隣接ツインベッド 1 隣接可能ツインベッド

◆朝食付き

60日前。30日前までのお申し込みがとつてもおトク!

●60日前までに予約完了なら1泊 につき2,000円 害U弓 I

●30日前までに予約完了なら1泊につき 1,000円 害UttI
*対象ホテルは一部ホテルとなり上記マークが目印となります。ご利用に関する注意事項はP12を ご覧くださo、

12/28‐‐1/5、 5/2～ 6の チェックイン チェックアウトを除く
12/29～ 1/3、 4/29～ 5/6チ ェックイン チェックアウトを除く

滞在中に記念日等のお客さま

にホテルよりおもてなし(ご本人

のみ)>詳 しくよ旅行会社ヘ

旅行会社の皆さまヘ

ニュアルJ

こて詳しUl情報がこ覧い

襦 驚 動 彙 靡 ュ汎 趾 盤まゎ
>詳しくは (~部宿泊施設により対象年齢が異なります。各欄をご確認ください。)

6ページ

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・43m2

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 43m2
隣接ツインベッド

◆朝食付き
共通のおもてなしにカロえて

実瑞 占擦
猛占雰n型見強里離♀

EEU NEフ 050K 日壺■ロビーチリゾート/OBR

ミアオーシャンパティオツイン

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 47m2

0朝食付き

共通のおもてなしにカロえて

罠趙 諄擦
ま露占雰n型見な星驚♀

7050K EIMビーチリゾート/OBR

オーシヤンフロントツイン

基本ホテル差額に
一律+11,000円

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 56m2

共通のおもてなしに加えて

●アリビラクラフデスクにてチェックイン・
チェックアウト●滞在中バレーパーキング
●ウエルカムフルーツ●お部屋のミニバー

菖           
響

NE7050K 嘔壼コヨビーチリツート/OBR

グジュアリーツイン

個歴
=日

NE7050K 目匝■ロビーチリツート/OBR

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 43m2

◆朝食付き

ホテル差額

基本ホテル差額に
一律+3,000円

E― NE7050K 日臣
=ロ

ビーチリソート/OBR

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 43m2

◆朝食付き
‐1共通のおもてなし1勘 ]えて ||■ ■

窪剛 1,猛岬n型監1驚♀
人様4,000円分

・∫
ド́ .hi

ホテル差 8頁

輌匝■日NE7050K Eluビ ーチリソート/OBR

爾〕蕎「議
ホテル差額 よ1,自 1名 様の代金です。また 参力Π人数で まなく 使用するルームタイプによって77_要 で
す。こともホテル差額は3璃 1以 上 /1室 刊JI∃ で 1室 につきおとなホテルI額適用者 2[以 上こ¬1用 ]■ にす。ことも市ァル差讀は3嬌 1以 上 /1室 刊JI∃ で 1室 につきおとなホテルI額適用者 2[以 上こ利用 ]き に
適詢します。なお、こどもホテ,嵯雲の言,定かないホテルはおとな こともにJ額 のホテル差額です .

基本代金でご¬用いただけるホテルです

瘍 ≡」:どFギ≡Jttξ島嘔割督献■欅告λ≦整■11砒評写
(館)の ホテル差額が基本ホテル差額です。
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[1-

ビーチ(イメージ)

◆□田13:00回コ12:00 ◆那覇空港より車で約100分 (沖縄自動車道〈有料〉経由)

鐘 禁煙  □ 圏 燎 糊 □ 回 圃 □

..$3: "i. .ffi

出

躙
み
餞

粒
Ψ

圃□珊鋼:磐進7撫離F
*対象ホテルは一部ホテルとなり上記マークが目印となります。ご利用に関する注意事項はP12を ご覧ください。

12/28～ 1/5、 5/2～ 6のチェックインチェックアウトを除く

12/29～ 1/3、 4/29～ 5/6チ ェックインチェックアウトを除く

滞在中に記念日等のお客さま

にホテルよりおもでなし(ご本人

のみ))詳 しくは旅行会社ヘ

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 48m2
隣接可|じ ツインベッド
◆朝食付き

共通のおもてなしに加えて

●滞在中潮風のラウンジ利用可
●「潮風の朝食」をご用意
●滞在中バレーパーキング

基本ホテル差額に
a～f期間 +2,000円  g～ k期間 +4,000円

7050W mビ ーチリゾート/OBR

洋室 (1～ 4名 に1室 )・ 125m2

◆朝食付き
共通のおもてなしに加えて

●滞在中潮風のラウンジ利用可
●「潮風の朝食」をご用意
●滞在中バレーパーキング

基本ホテル差額に
a～ f期間

【4名】+10,000円  【1～ 3名】+20,000円

“

名】+22,508高
kT:L】

+30,00明
【2名 】+45,000円  11名l+90,000円

E― ビーチリツート/OBR
E日

=田
NEフ050W 薗壺

=田
ビーチリツート/OBR

旅
ス
ケ
ツ
チ
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|● 3連泊及立て4レ it4チ■,ク インは4連 |
1泊以上)はランチ2回、山田温泉2回利用|

1駿±lT三″三ニヨ
◆⊂コ14:000亜〕11:00
◆那覇空港より車で約60分 ('中 縄自動車
道(有料〉経由)

□□檬糊□回圃圃
*改装のため4月 からの設定です。

こども添い寝のお子さまは施設使用利が必要です

マリンピアザオキナワでは 3～ 6歳 1未 就学 )の お子さまがことも添い寝旅行代金て参加される場合 現 tLに て施設使用料が必要です。

たOJAL

こども添し お子さまには以下をご用意

（ＵホテルールＴｒムタイ̈フをお選びくださいｏ口一

閻

■

冒

出

Ψ

ルネッサンスリゾートオキナワ、ココガーデンリゾートオキナワ

■施設使用料 (1泊あたり1名様/現地払い)

ルネッサンスリツートオキナ
下記期間以外宿泊

～5宿 泊         15500円

ココガーデンリツートオキナワ
下記期間以外宿泊 3,300円

4.950円12/21‐  1/3、 5/3-5宿 ,自

マリンピアザオキナワ

3,300円
●滞在中朝 夕食フリー(お となの方の食事と同席の場合のみ アレストランメニュー限定 )

●お子さまアメニティ

*滞在中朝 夕食フリー、お子さまアメニティをご利用にならない場合でも施設使用料が必要です .*こ ともi恭 い寝のお子さまにP22、 3031の |ホ テルからのおもてなしiや |うれしいボイント は付きません。

*‐ ホテルからのおもでなし 等諸条件をご確認のうえ、ことも添い寝旅行代金+施設使用料 (現地払い)が通常のこども旅行代金よりも高い場合にはことも旅行代金にてご参加ください.

鰊 哺i肋褻 :[;鱈鶉鶉豪
6ページ

ホテル差顔は1'自 l tl・fの 代金です.また 参加人数でまなく使用するルームタイプによつてIL要 で

す .こ どもホテル差年 ま3名 以上/1室 利用で 1室 につきおとなホテル差 3兵 適用者 2名以上こ■l用 時に

適用します。なお こどもホテル差:貞の設定がないホテル まおとな こどt」 同額のホテル差 8貢 です .

基本代金でご利用いただけるホテルです .

― 湖

`章

I糧又粂聾覇瞥魏鯉盤R訪
「額です .

◆洋室 (定 員2～8名 /おとなの最大定員
は6名 )

●7Lず 中学生未満のお子さま1名 以上を
含みます.

●となり同士の部屋2室を1室としてご用意‐,
*スーヘリアツイン1室 (36m2)十 こども音5

屋1室 136m2)
*こ とも部屋ではお子さま用2段ベンド使用

◆朝食付き

共通のおもてなしにカロえて

●3歳～小学生のお子さまにフリンパ~ズ

お楽しみバッグ

除外日4,1～ 30
□里■ヨNEフ050N 呻 ビーチリソート/OBR

7卿 :西至弊
/

基本ホテル差額に 一律+3,000円
*5～ 8名 /1室利用の場合は4名 /1室基本ホテ

ル差額に力]算してください。

◆和室(3～ 5名 に1室 )・ 72m2
◆朝食付き

和室デラックスコーストビユー

7050N ロロ■ロビーチリゾート/OBR

基本ホテル差額に 一律+5,000円
*5名 /1室 利用の場合は4名 /1室 基本ホテル差

額に力]算してください .

◆和室(2～ 5名 に1室 )・ 72m2
◆朝食付き

■■■||'鵠ゆが昧|力に

'働

紹 |■■‐,・
|●空港―ホテル間送迎あり

|  :ス

除く)

●滞在中山田温泉利用可

イートコーストビユー

基本ホテル差額に 一律+14,000円
*5名 /1室 利用の場合は4名 /1室基本ホテル差

額に力0算 してください .

7050N 日壼■ロビーチリゾート/OBR

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・36m2
隣接ツインベッド 1隣接可能ツインベッド

ホテル

基本ホテル差額に

スーペリアツインコーストビュー 追カロなし

スーペリアツインビーチビユー ー律+2,000円

□騒Ett NEフ 050N EE■ヨビーチリツート/OBR

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 36m2

◆朝食付き

共通のおもてなしに加えて

●滞在中山田温泉利用可

7050N 画壼■Eビーチリツート/OBR

ア
昇郷 百二塁 二/

基本ホテル差額に
デラックスツインコーストビュー ー律+3,000円
デラックスツインビーチビユー ー律+5,000円

◆洋室(23名 に1室 )・36m2

食付き

共通のおもてなしに加えて

ヨ暑3重よ
'単

著者雪低::`【書
を除く)

●滞在中山田温泉利用可

EEED NEフ 050N □匝■ロビーチリゾート/OBR

Jレネッサンスツインコーストビュー/
1レネッサンスツインビーチビユー

基本ホテル差額に

ルネッサンスツインコーストビュー ー律+8,000円
ルネッサンスツインビーチビユーー律+10,000円

Renaissance Resort Okinaua



‐鷲霊鞭
●滞在中バレーパーキングサービス
●滞在中スパ・サウナ、スポーツジム利用可

●1,N~14:00図 11:00

ｎ単雪アルヽ
ルーＦムタノＬフをお選びください。　顧一

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・ 36m2
隣接ツインベツド

◆朝食付き

「

覇 ◆那覇空港より車で約75分 (沖縄自動車道〈有料〉経由)

● 鐘製 □□憮糊□回圃囲
【ホテルからのご案内】
施設内でのボディアートを含む全ての入れ墨の露出をご遠慮いただいております。

こども添い寝:3～5歳

13歳 未満のお客さまはお申t′込みいただけませ/し ,

い NEフ052N 
…

ビーチリソート/OBR

||] lillll] ||] i] ||||||::|:|:::iii::|:i:::::|:::::::::::|:::::::|

◆ロコD14:00回 11:00
◆那覇空港より車で約75分 (沖縄自動車道〈有料〉
経由)

全室禁煙  匡国囲ヨ
ブセナテラスのビーチまで徒歩で約5分。

【ホテルからのご案内】施設内でのボディアートを含む全ての入
れ墨の露出をご遠慮いただいております。「ファインダイニングJ

ディナーご利用時はドレスコードがあります。

圃□椰鋼:戦撻7鶴il言僧F
*対象ホテルは一部ホテルとなり上記マークが目印となります。ご利用に関する注意事項はP12を ご覧ください。

◆洋室(2・ 3名 に1室 )・66m2
◆専用プール付き ◆朝食付き

共通のおもてなしに加えて

●クラフサービス利用可 クラブラウンジ
のご利用(朝食 ティータイム/カクテルタ
イムなど)● 空港―ホテル間送迎あり(ご

希望の方はご予約時にお申し出ください)

●客室内ミニバー・冷蔵庫内ドリンクフリー

(1日 1回客室清掃時補充 )

クラブコテージラグジュリアススイート

基本ホテル差額に
一律+43,000円

13歳未満のお客さまはお申し込みいただけません。

7050T E― ビーチリツート/OBR

◆洋室(1・ 2名 に1室 )・ 54m2

◆洋室(1・ 2名 に1室)54m2
隣接ツインベッド

◆朝食付きクラブデラックスオーシャン

13歳未満のお客さまはお申し込みいただけません。

□里■田NE7052N 日面
=田

ビーチリゾート/OBR

斬 ζ副翻 露繁ξ
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「「口躙園］］『口］口日「日「「『Ⅷ「『『剰Ⅷ「０ホテルｏルームダイプをお選びくださいｏ「『‐

幽

田
■
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淵
Ш

Ψ

一一
，
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◆⊂コD14:00回 11:00
◆那覇空港より車で約80分

(沖縄自動車道〈有料〉経由)

日□侑料□回圃囲

|.■,|

1椰訃鼈議祗蘇翼
鵬hilF三● 量2り
87畢

l日
為98分 C中縄鋤 韓

□還続回圃囲
か

'ソ

ゆしビーチまで車で約2分 (送 迎あ
'ソ

)。

1以上:2枚●3連泊以上は夕食1回

[臣
=日

NEフ050U 呻 ビーチリソート/OBR

|

|

EEUNEフ 052C G壼 ■ロビーチリツート/OBR

蘊 哺利 忘 』:瑾;珈弊:爾
:詳しくは  P2324で ご利用いただけない宿泊施設

■ページ  ●ザ ブセナテラス/ク ラフコテージ ●ザ・テラスクラブ アットブセナ

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 49m2

◆朝食付き
◆バルコニー。ジェントバス付き

基本ホテル差額に

【2～ 4名】+6,000円  【1名 】+12,000円

フ050U E― ビーチリゾート/OBR

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・51m2
◆朝食付き
◆バルコニー・ジェットバス付きカヌチャジュニアスイート

基本ホテル差客副こ

【2・ 3名 I+6,000円  【1名 】+12,000円

7050U 日団コ田ビーチリツート/OBR

◆洋室(1～ 6名 に1室 )・ 51～ 64m2

◆洋室(2・ 3名 に1室 )・ 64m2
◆朝食付き
◆バルコニー。ジェントバス付き

|‐ ||1 共攣のおもてなし
'o日

えて
―
|

●滞在中プレミアムラウンジ利用可

カヌチャスイート

基本ホテル差額に
一律+15,000円

7050U 日壼■田ビーチリゾート/OBR

◆洋室(1～ 4名 に1室 )44～46m2

ロヒー1イメー

◆洋室ツイン(1～ 3名 に1室 )

い ヽ

洋室タフル(1・ 2名に1室 )・ 44～ 46m2
◆朝食付き

共通のおもてFJしにカロえて

●専用コンシェルジュデスクにてチェックイ
ン・チェックアウト
●滞在中専用エグゼクティブラウンジ利
用可
●滞在中バレーパーキング

7052C mビ ーチリゾート/OBR

ホテル差額は 1,自 1名 様の代金です。また 参力]人数ではなく 使用するルームタイプによつて必要で

す。こどもホテル差額は3名以上/1室 利用で 1室につきおとなホテル差額適用者 2名以上ご利用時に

適用します。なお こどもホテル差額の設定がないホテルはおとな こども司額のホテル差額です。

基本代金でこ禾J用 いただけるホテルです。

一部グレードアップ(ル ーム 食事)で は基準となるルームタイプ(倉官)の ホテル差額に
基本ホテル差額

蒲ξl尻県攣売菫霞懺 ヤ隼1堤轟裏斐I」

ます。その場合の基準となるルームタイプ

オキナワマリオットリゾート&スパ



‐ 黎                                 |

|● 2連泊以上は滞在中ジュラ紀温泉美ら
'1海 の湯料金不要で利用可

‐●3連泊以上は夕食1回 、手づくり工房チ
‐

|ケット1枚 (滞在中1メニュー体験可)

◆□雨D14100回 11100
◆那覇空港より車で約100分 (沖 縄自動

車道〈有料〉経由)

螂診懃贔剰平廻Ц

施設使用料:1,200円 (3～ 6歳未就学児)

161Л 夫満のお客さまはお申し′込みいただけません.

EEEU NE7052El 
―

ビーチリツート/OBR

旅行会社の皆さまへ

おもてな マニュアル」
たヽ

―
率

1警嘗蓋藁
豪話

嬌
卜

1‐

ド轟

０革雪ア島τルロ‥ムタイ一プをお選びください。鶴一

` : :.___1 1‐

濃卜隧 ‐礁鼈

釉蒻羊
◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 50m2
◆朝食付き

隣接ツインベッド

◆朝食付き

一口　　　　　　　　　　　　　　　　̈
２５

ニティをご用意

◆tlNl1 4100 10U,11:00
◆那覇空港より車で約60分 (沖縄自動車道

〈有料〉経由)

圃囲
ブセナテラスのビーチまで車で約15分 (送迎あり)。

【ホテルからのご案内】施設内でのボディアートを含む全
ての入れ墨の露出をご遠慮いただいております。「ファイ
ンダイニングJディナーご利用時はドレスコードがあります。

60日前。30日前までのお申し込みがとつてもおトク!

●60日 前までに予約完了なら1泊 につき 2,000円 害u弓 I

●30日 前までに予約完了なら1泊 につき 1,000円 害り弓 I

*対象ホテルは一部ホテルとなり上言Ёマータが目印となります.ご利用に関する注意事項た
'P12を

ご覧ください.

(注 1)=除夕十日があります。12/28～ 1/5、 5/2～ 6の チェンクイン チェンクアウトを除く

(注2)=除 夕十日があります。12/29～ 1/3、 4/29～ 5/6チ ェンクイン チェックアウトを除く

〕蕎ζ囲聯鱚]:離嘲

◆洋室(1～3名 に1室 )・ 50m2
◆朝食付き

幽削

ホテル差額

基本ホテル差額に
一律+3,000円

ElllEU NE7052G 呻 ビーチリソート/OBR

◆洋室(2・ 3名 に1室 )・ 57m2
隣接ツインベッド

◆朝食付き

EEED NEフ 052G E面 正田ビーチリツート/OBREEmNE7052C・ 6-ビ ーチリツート/OBR

ル差額  宿泊日カレンダー〉P18

◆洋室(1・ 2名 に1室 )・ 52m2

旅
ス
ケ
ツ
チ

ホテル オリオンモトブ リゾート&スパ◎

ヽ
黎写孟



|

◆□昼D15:00 0UT11 2:00
◆那覇空港より車で約50分 (沖縄自動車
道〈有料〉経由)

全室禁煙

□□侑籾口侑糊□回圃囲

申］「旧躙鵬「型コロ］口「］「『］「『「『「『「『（，．‐０ホテル・ルー・ムタイ^プをお選びください。「『‐‐

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 32～ 36m2
◆朝食付き

◆⊂亜D14:00 0UTll:00
◆那覇空港より車で約60分 (沖縄自動車道〈有料〉
経由)

全室禁煙

囲□侑料囲侑料□回圃圃
施設使用オ半550円 (4～ 6歳未就学児)

*12/31宿泊までは無米斗

EEEDNEフ 050M 日団ヨ田ビーチリソート/OBR

藤
藤
繭
岬
．」
繭
一嘲
心

繭
鬱
理
錯
藤
．攣
一鯖

．

醸
醸
藤
［

轟|:なi鶉へ…ぽ

写

IEEmN巨 7052Y

1  裁|

出

■

冒

出

Ψ

|ム )J滞在中利用可
|●4連泊以上は夕食1回

蝙 驚動膨璽曇申珈磐#爾
詳しくは P2526で ご利用いただけない宿泊施設
ページ  ●ジ・アッタテラス クラブタワーズ

◆和洋室(2～4名 に1室 )・52m2
3・ 4名 で1室利用の場合、1階タブルベッ
ドに2階布団(2セ ット)を加えて使用

◆朝食付き

ホテル差額

基本ホテル差額に
一律+5,000円

固王■ヨNEフ050M □壺
=田

ビーチリツート/OBR

◆洋室(2～ 4名 に1室 )・50m2
∝ 刹
◆朝食付き

共通のおもてなblこ加えて

●滞在中サウスタワー専用ラウンジ利用可
●滞在中ハッピーアヮードリンク(アルコー

柴婁8鷺堪早腺8悧Ъ驀爆驚禽
ドリンクフリー(補充なし)● 3連泊以上はサ
ンセットクルーズまたは回ケットボートまたは
グラスボートいずれか1回 (*要事前予約)

慇.   爾

EEEDllEフ050M 日壼コ田ビーチリソート/OBR

一
話

ロロ嘔ロビーチリツートアOBR

ホテル差額は1,自 1名 様の代金です.ま た 参力]人数ではなく 使用するルームフイプによつて必要で
す。こどもホテル書3負 よ3名以上11室 利用で1室 につきおとなホテル差額適用者2名 以上ご利用時に
適用 tノ ます.なお こども,Fテ ル差 8コ の言]定力

'な
いホテルはおとな こども司 8百 のホテル

=額
です .

基本イt金 でこ利用いただけるホテルです。

¨ 麺吾」空応:墓g廿彗島魂罰塀i:2鵠告
=望

■21■評写
帽自)の ホテル差額が基本ホテル差額です。

囲靱



◆ N 14:00図 11:00
◆那覇空港より車で約70分 ('中 縄自動車道

〈有料〉経由)

全室禁煙

□憮料□回圃囲
か

'り

ゆしビーチまで車で約5分 (送迎あ
'プ

)。

施設使用料:880円 (4～ 6歳未就学児)

黎        |
●朝食券で長寿朝食ルームサービス利|
用可              |
●滞在中バレーパーキング      |
●カンナタラソラグーナ利用50%割引  |
●3連泊以上は「EXES E cardJ付 き  |

０

ホ

テ

ル

・
ル

ー

ム

タ
イ

プ

を
お
選
び
く
だ
さ
い
。

田

隣接可能ツインベッド

◆朝食付き □匝■日NEフ050R 日団■ヨビーチリツート/OBR

:施歯側

◆⊂亜D14:00回 11:00
◆那覇空港より車で約70分 ('中 縄自動車道〈有
料〉経由)

全室禁煙

□保料口侑糊回回圃囲
かりゆしビーチまで徒歩で約10分 (送迎あ

'′

)。

施設使用料:550円 (4～ 6歳未就学児)

60日前。30日前までのお申し込みがとつてもお トク !

●60日前までに予約完了なら1泊につき2,000円害UttI

●30日前までに予約完了なら1泊につき 1,000円 害り弓I

*対象ホテルは一部ホテルとなり上記マークが目印となります。ご利用に関する注意事項はP12を ご覧くださtヽ

◆洋室・オーシャンタワー(1～ 3名 に1室 )、 ウイ
ングタワー(3・ 4名 に1室 )・ 30～42m2

隣接可能ツインベッド

◆朝食付き

一
』
躙
餞
餞
躙
蒻
魃
餞
”２７

躙 剛軍陰駕祭鰐I事

12/28～ 1/5、 5/2～ 6のチェックインチェックアウトを除く

12/29～ 1/3、 4/29～ 5/6チ ェックインチェックアウトを除く

滞在中に記念日等のお客さま

にホテルよりおもてなし(ご本人

のみ)>詳 しくよ旅行会社ヘ

■11'す

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 77m2

付き

共通のおもてなしに力nえて

●滞在中スパ料金不要で利用可 (4歳以
上)

●コンシェルジュデスクにてチェックイン・
チェックアウトI」     血

基本ホテル差額に
一律+5,000円

llE7050R 回壼■ロビーチリツート/OBR

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 59m2

付き

共通のおもてなしに加えて

●滞在中スパ料金不要で利用可 (4歳以
上 )

●コンシェルジュデスクにてチェックイン・
チェックアウト
●滞在中エグゼスラウンジ利用可

NEフ050R □園■田ビーチリゾート/OBR

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 59m2

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・ 69m2
隣接可能ツインベッド

◆朝食付き
共通のおもてなしに加えて

●滞在中スパ料金不要で利用可 (4歳以
上 )

●専用デスクにてチェックイン・チェックア
ウト
●滞在中エグゼスラウンジ利用可
●冷蔵庫内ソフトトリンクフリー(補充あIJ)

lm、 幽

ホテル差額

基本ホテル差額に

一律+20,000円

EES NEフ 050R 日壺
=ロ

ビーチリツート/OBR

□匝■田NE7050S 日壼■ヨビーチリソート/OBR

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・30m2
¨
◆朝食付き

■‐||1共通のおもでなしlttnえて■
|●冷蔵庫内ドリンクフリー(補充あ

'り

)

量
: ,

M
ホテル差8貞

基本ホテル差額に
一律+2,000円

固臣■ヨNEフ050S E― ビーチリツート/OBR

びマニユアルJ

=扮

鍮:

旅
ス
ケ
ツ
チ

菫|■||■鷲ぽ機

鼠1篭盪鑑:二逓「::
■1静識鶴艤購暉彎響■|1朝食(イメーシ)



◆洋室・スーペリア(1・ 2名 に1室 )・ 32m2、

洋室・デラックス(3名 に1室 )・ 40m2、

和洋室・ラグジュアリー(3・ 4名 に1室 )・ 48m2
すべて 隣接可能ツインベッド

◆朝食付き 価匝■日NE7050P ttEEDビ ーチリゾート/OBR

◆□亘]14:000亜〕11:00
◆那覇空港より車で約50分 (沖縄自動車道〈有
料〉経由)

全室禁煙

□口侑料□回圃囲

1鰤瘍 :嚢言ξ垂
E:錮笏聰 J馨
1不可)

|● 3連泊以上は夕食1回

◆⊂巫D15:000亜〕12:00
◆那覇空港より車で約40分

□憮糊□回圃圃

0
ホ
テ
Jレ

Jレ

I

ム

7
プ
を
お
選
び
く
だ
さ
い

回
‖

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 37m2
隣接可能ツインベッド
◆朝食付き E― llE7052」 G― ビーチリツート/OBR

曲　一ｍＨ一““一Ｈ＝“凹【川・。‐２．】　̈
２８

黎 驚 動 翼 鷹:転ュァ囮 盤増
>詳しくは (~部宿泊施設により対象年齢が異なります。各欄をご確認ください。)

6ページ

―

◆朝食付き
‐ |  ‐1共通のおもてなしにカロえて
●滞在中エクせクティブラウンジ利用可

―
ビーチリソート/OBR

基本ホテル差額に
一律+4,500円

◆洋室 (2～ 4名 に1室 )・37m2
+テラス25m2

◆朝食付き
■ ■ 共通のおもてなしに加えて |

●滞在中エグゼクティブラウンジ利用可

―
NE7052J 日回

=田
ビーチリツート/OBR

●
‐

鑽|

■テル差額は1,自 1名 様の代金です。まl■ ケ1人数ではなく 使用する,リ ームフイプによ Dて 必要で
す.こ どもホテll差牢 ■3名以上,1室 利用で1室 につきおとな,|テ ル声額適用者2名以上ご月JI J時 に
泊用しまJ.な お ことしホテル差古コの言lTがなしヽホテル まおとな こども同E貢 の7tテ ル差額です.

隧ホ勇し罰』飾 :翠轟躍 据号l是亀量ち雇埜」ζ
`]]聾

よ11砒事甲写
基本代金でご利用いただけるホテルです。

(館)の ホテル差額が基本ホテル差額です。

〕
◆洋室・スーペリア(1・ 2名 に1室 )・32m2、

洋室・デランクス(3名に1室 )・ 40m2、

和洋室・ラグジュアリー(3・ 4名 に1室 )

48m2
すべて 隣接可能ツインベッド

◆朝食付き

基本ホテル差額に
〔2～4名 l+2500円  【1名 l+5000円

¨ NEフ050P 日回コ田ビーチリツート/OBR



[里■】NE7052L 
…

ビーチリツート/OBR

◆洋室(1～ 3名 に1室)隣接ツインベッド

◆那覇空港より車で約75分 (沖縄自動車
道〈有料〉経由)

□保料□回圃囲
喜瀬ビーチまで車で約5分 (送迎あ

'′

)。

E― NE7052E 呻 ビーチリツート/OBR

◆洋室 (2・ 3名 に1室 )・ 64m2
1 隣接ツインベッド ‖隣接可能ツインベッド|

◆朝食付き

燎
ホテル差客頁

基本ホテル差額に
一律■5,000円

E IED llEフ 052ヒ 
…

ビーチリツート/OBR
（０轟世アルールＴＩムタイ̈フをお堤びくださぃ。鶴一

◆朝食付き

旅行会社の皆さまへ

マニュアル」
に

圃□椰嬰野:戦『差7撫ittF
*対象ホテルは一部ホテルとなり上記マークが目印となります.ご利用にF‐3する注意事項はP12を ご覧ください.

魁

■
扁
麗

鸞

２９

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・ 50m2

◆ lN 11 5100回 12:00
◆那覇空港より車で約75分 (沖 縄自動車道

〈有料〉経由)

全室禁煙

□保糊□回圃囲
E匝■ヨNEフ0508 日園コDビーチリツート/OBR

|‐ 3名 1室の場合、こども添い寝のお子さま(同

′)伴幼児含む)は 1名のみご利用可能です。

◆洋室(1～ 3名 に1室 )隣接可能ツインベッド
◆朝食付き

◆洋室(1～ 5名 に1室 )隣接可能ツインベッド
◆朝食付き ◆ N15:000日 11100

◆那覇空港より車で約90分 (沖縄自動車道
〈有料〉経由)

全室禁煙

囲口侑糊□回圃 匿日
=田

NEフ052H 日園EEビーチリゾート/OBR

◆和洋室(2・ 3名 に1室 )[憂接ツインベ匪コ

…

 ◆[亜D15:00匝UT ll:00

◆那覇空港より車で約70分 (沖縄自動車道
〈有料〉経由)

聟禁煙 囲憮料回圃囲
こども添い寝:3歳 施設使用料:2,700円 (0
～2歳 )、 8,700円 (3歳 ) 回 NE7052Cl 

…
ビーチリツートノOBR

旅
ス
ケ
ツ
チ

(注 1)=除夕十日があります。12/28～ 1/5、 5/2～ 6のチェックイン チェックアウトを除く

(注 2)=除外日があ|ります。12/29～ 1/3、 4/29～ 5/6チ Iラ クイン チェンクアウトを除く



◆⊂団141000U⊃ 11:00

◆那覇空港より車で約50分 (沖縄自動車道
〈有料〉経由)

全室禁煙 匿□【】匡□囲コ

◆ホテル棟スイート・洋室 (1～ 4名 に1室 )、

コンド棟スイート・和洋室(1～ 4名 に1室 )、

アネックス棟スイート・洋室(1～ 4名 に1室 )

すべて 隣接可能ツインベッド

◆朝食付き

|                                                                                                                                                                     

‐
◆洋室(1・ 2名 に1室)隣接ツインベツド
◆ell食付き ◆⊂コ14:000日 11:00
◆那覇空港より車で約50分

全室禁煙   厖覇囲
16歳未満のお客さまはお申し込みいただけません。

田 NE7050A Elyビ _チリゾート/OBR

―
NE7052M 日団コロビーチリゾート/OBR

目
国
園
回
日
同
国
回
Ｎ
同
♀
】Ｔ
ルーム７
プをお選総
さい
「
‐

□□保籾圏侑糊□回圃口 1配
'■

製鼓牲界器

ル ,中 縄残波岬のビーチまで徒歩で約5

OID14100匝 U⊃ 11100
◆那覇空港より草で約70分 (沖縄自動車
道〈有料〉経由)

◆洋室・デラックスルーム(1～ 3名 に1室 )・

40m2隣接可能ツインベッド、
洋室・コーナールーム(4・ 5名 に1室 )・

50m2隣接可能ツインベッド

◆朝食付き 饉団
=ENEフ

050Q 回 ビーチリツート/OBR

◆洋室(1～ 4名に1室 )隣接可能ツインベッド
◆朝食付き ◆⊂m14:00回日11:00

躊

ロ
ロ
日

Ｗ

３０

1訃靱 雉
] E― NE7052S 

―
ビーチリツート/OBR

‐

 硫

>言羊しくは
6ページ

お 子 さ ま連 れ に うれ しい「 こ ど も添 い 寝 旅 行 代 金 」設 定

ベッド・お食事を必要としない満3歳以上6歳以下の未就学のお子さま対象

(一部宿泊施設により対象年齢が異なります。各欄をご確認ください。)

P29・ 30でご利用しヽただけない宿泊施設
●グランディスタイル沖縄読谷ホテル&リ ゾート

ホテル差額は 1)自 1名 様の代金です。また、参力]人数ではなく、使用するルームタイプによつて必要で

す。こどもホテル差額は3名 以上/1室利用で 1室につきおとなホテル差額適用者 2名以上ご利用時に

適用します。なお、こどもホテル差額の設定がないホテルはおとな こども同額のホテル差額です。

基本代金でご利用いただけるホテルです。

一部グレードアップ0レーム、食事)では基準となるルームタイプ(館)のホテル差額に
基本ホ列嵯額

粽1添攣E重揚 焦掌隧嬰riま
す。その場合の基準とな引レームタイプ

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・ 88m2

◆朝食付き ◆⊂D15:00●01
◆那覇空港より車で約70分

【ホテルからのご案内】施設内でのボディアートを含む全
ての入れ墨の露出をご遠慮いただいてお

'り

ます。「ファイ
ンダイニングJディナーご利用時はドレスコードがあります。

こども添い寝:3～ 5歳
―

NE7050Y 呻 ビーチリツート/OBR

◆洋室(2～ 5名 に1室 )・ 137m2

7050Y C― ビーチリツート/OBR

基本ホテル差額に
一律+40,000円

*4・ 5名 /1室利用の場合は3名 /1室基本ホテル

差額に力0算してください。

,100円 (3～ 6歳未就学児)

◆那覇空港より車で約50分 (沖縄自動車道〈有料〉経由)

(2～ 4名 に1室 )・ 40～ 50m2

共通のおもてなしに加えて

●アーリーチェックイン13:00/レイトチェッ
クアウト12:00●専用ラウンジにてチェック
イン・チェックアウト●滞在中専用ラウンジ
利用可●冷蔵庫内フリードリンク(補充あ

り麟場 )鱚ミ)]戻聯
●滞在中ランドリーコーナー料金不要

ロイヤルフ回ア

70500 mビ ーチリツート/OBR

リザンシーパークホテ

ｔ
ｌ

〓
銀

「‐_グレァド・ア‐ップ″ ツ._弩



[誕評男雲蠍劉

（Ｕホテーー′τ島７‥ムタイ一プをお選びくださいｏｍ一

|● 2連泊以上はランチ1回

●3連泊以上は夕食1回       |

◆和洋室(1～6名に1室)歴接可能ツイン亙コ
◆朝食付き
◆ロコD14100図 11:00

◆那覇空港より車で約90分 (沖縄自動車道
〈有料〉経由)

□儒糊口保糊□回圃
Fヌララドビーチまで車で約10分。

~~~~~~~~~¬

施設使用米半嬌羊しくは22ページ

◆洋室(1～ 3名 に1室 )1隣接可能ツインベ:コ‐
未b渾室(4・ 6名 に1壼 )竃亜≡垂直西亜埜亜ヨ

◆朝食付き
◆□DD1 5:00回 11:00

◆那覇空港より車で約100分 (沖縄自動車道
〈有料〉経由)

□侑料口侑料□回圃囲
|エメラルFビーチまで軍で約10分 : ~  ¬

施設使用料:500円 (4～ 6歳未就学児)

◆洋室(1～ 4名 に1室 )日亜璽能ツインベニコ
◆朝食付き ◆I N 15100 0UTll:00
◆那覇空港より車で約70分 (沖縄自動車道

〈有料〉経由)

匡璽璽コロロ回圃囲
こども添い寝:3～ 5歳 施設使用料 550円

60日前・30日前までのお申し込みがとつてもおトク!

●60日 前までに予約完了なら1泊 につき 2,000円 害1弓 I

●30日 前までに予約完了なら1泊 につき 1,000円 害U弓 I

*対象ホテルは一部ホテルとなり上記マークが目印となります.ご利用に関する注意事項はP12を ご覧ください。

◆洋室・ハイフロアルーム(1～ 4名に1室 )・

35m2-、
琉球和室ツイン(1～ 4名 に

◆翠稀令当1400回‖Ю0

口撫料□回圃囲

施設使用料:1,100円 (3～ 6歳未就学児)

m1400 0UT11■ 00
◆那覇空港より車で約30分

全室禁煙

□回圃囲

1最

llll:::::l:||:[l]||ll:l::::ii::li:lil:::::::i:::::lil::il:|
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チエンクアウトを除〈

もてな
Jナます。

EEED NE7052B 呻 ビーチリツート/OBR

EEESNE7050L mビ ーチリツート/OBR

魃

I蓼頌熙了粥引
::僣易よjF洗卸篇懸靭ス|

∫こ
`窪

籍免は始1回●2つ 8～ 7へ

¬

◆洋室(1～3名 に1室 )・40m2
◆朝食付き

スーペリアツイン

基本ホテル差額に

一律+1,000円

NE7050L Ш ビーチリツート/OBR

◆和洋室(2～ 6名 に1室 )70m2
◆朝食付き

共通のおもてなしに加えて

●アーリーチェックイン13:00、 レイトチェッ
クアウト12100

15・ 6名卜4詭:ξ
｀
1】翌輩乳+6,00明

d、 1、 k期 間

【5・ 6名】+7,000円  【2～ 4名】+9,000円
*5・ 6名 /1室利用の場合は4名 /1室基本ホテル

差額に力]算してください.,

固賢■ヨNEフ050ヒ 日臣■ロビーチリソート/OBR
[匝

=日
NEフ052K 6-ビ ーチリツート/OBR

EESNE7052A 口壼■ヨビーチリゾート/OBR 3分 。  ¬

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・32m2
隣接可能ツインベツド
◆朝食付き

EE■日NEフ052A 嘔団
=田

ビーチリツート/OBR

デラックスツイン

基本ホテル差額に
一律+2,000円

1 2/ 29- 1 / 3, 4 / 29- 5 / 6a tv J'l ),' a vv i v, ltlrf<

一
　

旅
ス
ケ
ツ
チ

圏Ittζ囲腺鱚[轟嘲



◆本館/洋室 スーペリアオーシャンビュー(1・ 2名 に1室 )、 オー

一】「中中呻］］申申「申中申申「「『「『「「『「『「『『「『０壬雪ア＝″１ルーＦムダン』ノをお選びください。「】呻‐

鱚
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口
日

圏
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回

回

食

食

一
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で

は

一
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上

一睦ｍ．
●
●
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◆洋室・ビーチタワースタンダード(1～ 4名 に1

室 )・ 46m2隣接可能ツインベッド、

和洋室・ファミリースイート(5名 に1室 )・

49m2隣接可能ツインベッド

◆朝食付き ◆□■14:00回口12:00
◆那覇空港より車で約40分

全室禁煙 □回圃囲

こども添い寝:3～5歳
FT外 日1/8
1EEEDNE7050Z 呻 ビーチリツート/OBR

◆洋室・デラックス・オーシャン・クランデ(1～ 4
名に1室 )・40m2隣接可育旨ツインベッド

◆朝食付き ◆旺□14:00回□ 11:00

◆那覇空港より草で約20分
全室禁煙

□輛糊□回圃囲

施設使用米半825円 (4～ 6歳未就学児)

◆和洋室・露天風呂付き(2～ 4名 に1室)隣接可能ツインベッド

◆朝食付き ◆⊂団15:00回コ11100

◆那覇空港より車で約15分 隠鋼虫復路ホテル→那覇空港)

遍匠Ш萱ヨ

黎   瞥i:』i瑾;湧忘『
ナ

P31・ 32でご利用いただけない宿泊施設

●百名力]藍

は

ジ豚６ぺ．

約30分 (沖 縄自動
車道(有料〉経由)

圏撫料□回
圃囲

嘔目
=ENE7052F 6-ビ

ーチリツート/OB自|                                                         |

||||::::::|:ili:::||::|||::liili::::|:|]   |||:|:i l

〔日
=田

NE7050G 曰ロコロビーチリツート/OBR

―
NEフ052Z 

―
ビーチリツート

'OBR

◆洋室(1～ 4名 に1室)隣接可能ツインベッド ◆朝食付き
◆⊂コ15:00回Dll:00 ◆那覇空港より車で約7分 (うみそら
トンネル経由)、 ゆいレール「旭橋駅Jより徒歩約15分

養警灘群群●アーリーチェックイン1400 レイ
トチェックアウト1200(注 2)●朝食券でバー‐

1時間飲み放題またはスイーツビュンフエ利用‐
1可●滞在中「二重城温泉島人の湯J利用可 |

回 NE705]D E― 那覇市内/NAH

◆洋室(1・ 2名 に1室)1隣接ツインベッド
◆Lり巨」LttiL] ●□胚D15100回 11:00

◆那覇空港より車で約35分

全室禁煙   国 囲

チェックアウト12ЮO(注 1)

14歳 未満のお客さまはお申し込みいただけません‐

E― NE7052P 呻 ビーチリツート/OBR

◆洋室(1～ 4名 に1室)隣接可能ツインベッド ◆朝食付き
◆ lN 15:00回 コ11:00 ◆那覇空港より車で約7分 (うみそら
トンネル経由)、 ゆいレール「旭橋駅Jより徒歩約15分

ホテル差額は1,自 1+ll■の代金です。また 参]人数でまなく使用,る |レ ームタイメによつて必要で
0.こ どもホテル差3ヨ は3名以上

'1室

¬J用 で1室 につきおとなホテル差韻適用者2名以上こ¬JJJ寺 こ
油|llし言す。なtJこどt,■ テル差額の設定がないホテルまおとt■ ことし同FIの ホテル差額です.

基本代金でご利用いただけるホテルです。

一部グレードアップ(1レ ーム、食事)では基準となるルームタイプ(館 )の ホテル差額に
瞑本ホ列薩三詞

首 呻 艦 ]讐課キ罐 認 :ま

丸 その場合の基準とな引レ ムタイプ

一チタワニ沖縄

滲
一

□憮料図撫糊
□回圃囲
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◆洋室(1～ 3名 に1室)35m2

1:票拿墨亀ょ:当学為らθ8
6J(蒟JIおもらぎち駅」より徒歩約10分

:魃濶 [

「

賣輌¬□回園囲
聖露ξ」甘晃6「事11:甕葉軌¥貧チ

/29

二

躙

蒻

陽

Ψ

旅行会社●雪華 ヘ

も ぴマニユアル

一
ゴ

―
llEフ 05]V 呻 那覇市内/NAH

―
NE7051 B 鯛 口田那覇市内/NAH

◆洋室(12名 に1室 )・23～ 25m2
隣接可能ツインベツド

◆朝食付き
鷺 l…

~~~I::::::11::]:!11:::::::」

:l::`:::`::` J_

ホテル差額

[[[]:IIl土 :輩肇奎塾ろい
に

回 馴 E705]B ●n― 欄 市内/NAH

8陽淵脩挽歩め

「

賣輛~¬
匿□【】厖轟団囲

…
NE7051 R 

―
那覇市内/NAH

全室禁煙 □【】国囲

黒穏言]驚異I饉癬}富
こども添い寝:3～5歳

―
NE7051C Ш ロロ 那覇市内/NAH

◆洋室(1～ 3名 に1室 )30m2

5昂[曇勇二3警呼潟
i霧1冦1;l

「

壼瓢¬□回圃囲 酬襴ロヨNEフ 05]W ●Ш雪口男B覇市内/NAH

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・ 30～ 35m2

◆朝食付き

デラックスツイン

基本ホテル差額に

13名 l+1,500円
【2名】+2,200円
【1名】+4,400円

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・ 30m2
◆朝食付き

共通のおもてr」しに加えて

●滞在中エグゼクテイブラウンジ利用可
プレミアムツイン

基本ホテル差額に
13名】+5,500円
【2名】+8,300円
11名】+16,500円

フ05]W 固直田 那覇市内/NAH

旅
ス
ケ
ッ
チ

レヽール「 リーガロイヤルグラン沖縄



◆洋室(1・ 2名 に1室 )・ 32m2

8鵜墓ょ,彗夢呂格B訊甲‖Ю°
ゆいレール「牧志駅」より徒歩約7分

ヒ笙聖」□回圃囲
施設使用料:660円 (4～ 6歳未就学児)

1勒

― ― ―
― ― ― ― ― ―

|●アーリーチェックイン1400
クアウト120o(注 1)

◆洋室・スタンダード(1・ 2名に1室 )

洋室・デラックスツイン(3名 に1室 )

,聖全付さ ◆匝D15bO匝⊃1

◆那覇空港より
車で約20分、
ゆいレール「美
栄橋駅Jより徒
歩約5分

…回園囲

8覇婁墨亀鋼 給83腎]ソ訴3杓レ
経由)、 ゆぃレール「美栄橋駅」より徒歩約
10分

ヒ全室禁煙 |□回園囲
施設使用米半500円 (4～ 6歳未就学児)

:獨
・

ラ=i5三デ三リラスち

―
NEフ051P 鋼□田那覇市内/NAH
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6ページ

JALノ
=ノ

ク

34

¨ NEフ 051」

`國

口田那覇市内/NAH

8藉藁ょ,普翼呂島:訊甲
欄°°

ゆいレール「首里駅Jよ り徒歩約20分

匡董藝コロ回圃圃 E― NEフ05]A m那 覇市内/NAH

◆洋室(12名 に1室 )・ 32m2

食付き

共通のおもてなしにtllえて

9卍
ラウンジでのチェックイン・チェック

●滞在中バレーパーキング

言寄
在中リージェンシー クラブラウンジ利

NE705]J 団 日田那覇市内/NAH

クラブデラックスツイン

基本ホテル差額に
【2名】+5,000円  【1名】+10,000円

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・ 30m2

―

◆朝食付き

ホテル差客百

L二坐企生レミアJ芹ム
……

憚

炒
彗一―

1  議「お譜
回 NEフ05]A 呻 那覇市内/NAH

◆洋室・スタンダードッイン(1～ 3名 に1室 )

◆□亜D15100回 11:00
◆那覇空港より車で約25分、
ゆいレール「安里駅」より徒歩約20分

1~賣瓢¬□回圃囲

「瘍骰凸猾
‐~~~~―  ――  ―― ‐――

|●アーリーチェックイン14:00/レ イトチェッ
クアウト12ЮO(注 1)

症日
=田

N匡 フ051K 
…

那覇市内/NAH

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 34m2
□口亜至塾亘ヨ ◆朝食付き

|    フララフスフ7・/    曰

基本ホテル差額に
一律+2,000円

*4名 /1室利用の場合は3名 /1室基本ホテル差
額に力0算 してください。

E― NE7051 K 団日田那覇市内/NAH

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・20～ 30m2
◆朝食付き

基本ホテル差額に
一律+1,000円

フ05]P 
…

那覇市内/NAH

―スタンダ…ドツインオーシャンビュー

◆洋室(1～ 3名 に1室 )30m2
食付き

共通のおもてなしに加えて

彙][静
l等濯踏留板ζ(1翁i警1,

97Fア
ラウンジにてコーヒー禾U用可(セ

―
NEフ05]P 団 口田那覇市内/NAH

プレミアムフロア

[日
=田

NE7051Q 
…

那範市内/NAH

ホテル差 F戸 ま1,自 1名 lfの
代金です.また 参加人・ Iで まなく 使用するルームタイプによって必要で

す.こ ともホテル差額は3名 11上 /1室 千J用 で1室 F■||IⅢ Ⅲテル岸電滴用者2■ 1以 にこll用 時に
適用します.な お、こどもホテル差 Eヨ の設定がないホテルはおとな‐こどモ

'言

壺ti黒アル差額です

基本代金でご利用いただけるホテルです

國憂董劃 ¥ヨ七是喜易り菱£理配場言 量Lttλl理里11砒訂5

“

官)の ホテル差:ヨ が基本Ttテ ルi



●アーリーチェックイン14110/レ イト|

◆洋室(1～ 4名 に1室)◆朝食付き
◆⊂D15:000U⊃ 1100
◆那覇空港より車で約10分、
ゆいレール「旭橋駅」より徒歩約1分

鐘製 □回圃圃

◆洋室(1～ 4名 に1室 )隣接可能ツインベツド
◆朝食付き ◆□■13:00口D12:00
◆那覇空港より車で約10分、
ゆいレール「県庁前駅Jより徒歩約6分

□回圃囲 EEEU NE705]F m那 覇市内/NAH

2連泊は滞在中駐車場料金|

◆洋室(1～ 4名 に1室)1隣接ツインベッド
◆朝食付き ◆⊂団1 5100 0UT ll100

◆那覇空港より車で約20分、ゆいレール「牧
志駅Jより徒歩約3分

全室禁煙 □回圃囲
施設使用オ半550円 (4～ 6歳未就学児)

０千世ア＝″ロールー′ムダン当ノをお選びくださいｏ　哺素鰯

◆洋室(1～ 3名 に1室 )隣接可能ツインベッド
◆朝食付き ◆⊂□14:00回日11:00
◆那覇空港より車で約15分、
ゆいレール「県庁前駅Jより徒歩約5分

全室禁煙 □圃囲
施設使用料:550円 (4～ 6歳未就学児)

◆洋室・スタンダードツイン(1～ 3に 1室 )・

24m2隣接可能ツインベッド、洋室・スーベリアツ
イン(4名に1室 )・35m2隣接可能ツインベッド

◆朝食付き O IN 15:00回 ⊃11:00
◆石垣空港より車で約30分

全室禁煙

圏憮料□回国囲

◆洋室(1～ 4名 に1室 )

錮
嗣

翻

□臣■ヨNEフ051M 呻 那覇市内/NAH

』
躙
蒻
餞
鰤
蒻
魃
陽
Ψ

60日前。30日前までのお申し込みがとつてもおトク!

●60日 前までに予約完了なら 1,自 につき 2,000円 害1弓 l

●30日 前までに予約完了なら1泊 につき 1,000円 害り弓 l

*対象ホテルは一部ホテルとなり上記マークが目印となります。ご利用に関する注意事項はP12を ご覧ください。

まヘ

おもてなしの内容は「たびマニュアル」

価匝■ヨNE705]S m那 覇市内/NAH

◆洋室(1～ 4名 に1室)隣接可能ツインベッド
◆朝食付き ◆田D13:00回口12:00
◆那覇空港より車で約20分、
ゆいレール「牧志駅Jより徒歩約1分

喫煙 禁煙選択可 (1～3名 に1室 のみ)

□回園囲
―

NEフ051U 呻 那覇市内/NAH

◆洋室(1～ 3名 に1室)隣接可能ツインベッド
◆朝食付き 麺 13:00回D12100
◆那覇空港より車で約15分、
ゆいレール「県庁前駅Jより徒歩約2分

喫煙・禁煙選択可 (1名 に1室 のみ)

□回圃囲 E臣■ヨNE705]E 呻 那覇市内/NAH

E匝■ヨN匡フ060ヒ E― 石垣島4SG

◆洋室(1・ 2名 に1室)隣接可能ツインベッド
◆朝食付き ◆⊂D14:00回 11:00
◆那覇空港より車で約15分、
ゆいレール「県庁前駅」より徒歩約3分

全室禁煙  口 鞣 糊 園 囲
―

NE7051ヒ 
ー

那覇市内/NAH

◆洋室(1～4名 に1室 )・ 40m2

基本ホテル差額に
a～ i期 間

【2～4名 】+5,500円  【1名】+11,000円

レ～481H30j謂110+2a000円

旅
ス
ケ
ツ
チ



1施童r`川
|

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・30m2
隣接可偽ヒツインベッド

◆朝食付き
◆ lN 14:00(12月 1日より巨コ 15:00)

OUT ll:00

◆石垣空港より車で約35分
剛 』(石垣空港→ホテル間/約 40分 )

全室禁煙

□□回圃囲
*施設内の一部にて改装工事中。客室 (コ テージ)お よ
びレストラン(ゆ んたく)に おいて景観などに影響があり
ます。

8穐籠磁りNL    I

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 36m2

◆朝食付き ◆⊂D15:00図 11:00
◆石垣空港より車で約30分

□口憮料□回圃囲
施 設使 用 料 :1,100円 (6歳 未 就 学 児 )

*2020年 1月 より施設内の一部にて工事を予定してお
ります。客室において景観などに影響があります。

名に1室 )隣接可能ツインベッド
◆朝食付き ◆⊂コ15:00回 11:00
◆石垣空港より車で約25分

鐘製 口保糊□回圃囲
フサキビーチまで車で約15分 。

ホテル菫額 ま1,自 1名 様の代金です。また 事力1人数ではなく、使用するルーI、 タイプによつて _l要 で
す.こ どt,ltテ ル差額は3名以上/1室 利用で1室 につきおとなホテル差額適用者2■ 1以上ご利用詩に
適用します。なお こどもホテル差8百 t‐ 設定がないホテルはおとな こども同3貞のホテル差額です.

■本代金でご利甲いただける市テルです .

一部グレードアップ (ル ー上、食事)では基準となるルームタイプ (館 )の ホテル差額に

國雨雇覇市i5県攣E重滉1擢蒙計護新群蓑君音7:ま
す。その場合の基準とな引レムタイプ

〓嗅コ岬関鵬園凹コ自口日「「「日口闇Ⅷ悧珊
０ホテル・ルームタイウ毛理磨びくださいｏ鼈｝

二

鰊 驚 動 翼 聰嶽ュ熱 熙 盤まわ
>詳しくは (~部宿泊施設により対象年齢が異なります。各欄をご確認ください。)

6ページ ク

３̈６

¨ NE7060C 
―

石垣島4SC

―
NEフ060B 

―
石tBttЛ SG

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・ 36m2
隣接可能ツインベッド

◆朝食付き
共通のおもてなしに加えて

●レンタサイクル利用可●客室ミニバー
内フリードリンク(補 充あり)● オリジナル
メンシユバツグ、島ぞうり鱚 鼈

EEDllE7060C G■ 日ロヨ石tB島/1SG

◆コテージー戸建て。ジャクジー付き 洋室
(1～ 4名 に1室 )・ 47m2 1隣接可能ツインベット
◆朝食付き

喫煙可

共通のおもてなしに加えて

●レンタサイクル利用可●客室ミニバー
内フリードリンク(補充あ|り )●オリジナル
メッシュバッグ、島ぞうり

踵欝

Ｆ・́鮮

ホテル,

〔五日巨日NEフ060C

基本ホテル差額に
【4名】+2,000円
【3名】+3.000円
【2名 】+4,500円
(1名】+9,000円

' G―
石垣島川SC

洋室 (1～ 3名 に1室 )・ 36m2

洋室(1～ 3名 に1室 )・ 36m2

◆洋室・スタンダードルーム(1～ 3名 に1室 )

隣接可能ツインベッド、洋室・コーナーツイン(4

魃
●レイトチェックアウト12:00(注 2)

●2連泊以上はケーキセット1回

¨ NEフ060A 呻 石垣島4SG

―
NEフ 060F E― 鵡 JSG

(一例 )



０
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◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 58m2

◆朝食付き12/30～ 1/2泊は日菫曇ヨ見日
◆⊂生11500回コ11:00
◆石垣空港より車で約10分

笠禁煙 □回圃囲
1真栄里ビーチまで車で約10分。          J

“

tミ ミヽヽ

出キヽしべ‐= 曇
詳しくは ページ

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・37m2

◆朝食付き ◆⊂団15100m12:00
◆石垣空港より車で約40分
畷麺蝋石垣空港―ホテル間/約 60分 )

全室禁煙

□憮糊口保料□回圃囲

テル間タクシー送迎利 |

EE日日田NE7060E EIMtt18島 /1SG

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 51m2
◆朝食付き ◆ lN 15:00回 口12:00
◆石垣空港より車で約40分
暇麺蝋石垣空港―ホテル間/約 55分 )

全室禁煙

口撫料□回圃囲
フサキビーチまで車で約5分。

60日前。30日前までのお申し込みがとつてもおトク!

●60日前までに予約完了なら1泊につき2,000円 害り弓I

●30日前までに予約完了なら1,自 につき 1,000円 害り弓|

*対象ホテルは一部ホテルとなり上記マークが目印とな
'り

ます。ご利用に関する注意事項はP12を ご覧ください。

1用 可             |
|●滞在中スイーツ&ドリンクバー利用可 |
●2連泊以上は朝食を和食膳「長寿朝|
食」に変更可           |
‐●2連 泊以上は夕食1回 (12/30～ 1/2
1利用を除く)          |

EEEUNE7060H 日配口田3石 tB島/1SG

◆洋室(1・ 2名 に1室 )・ 18m2
◆朝食付き

ホテル差額

基本ホテル差額に
一律+4,000円

IEM NEフ060H 日正日田ヨ石垣島/1SG

◆洋室 (1・ 2名 に1室 )・80m2
◆朝食付き

共通のおもてなしに加えて
●スパークリングワイン&フルーツをご用意
●フラワーアレンジメントをご用意
●滞在中エクゼスラウンジ利用可
●2連泊以上はオイルボディマッサージ
(50分 )ま たはフェイシャリレトリートメント
(40分 )1回 利用可 (お 一人様のみ)*要
事前予約

基本ホテル差額に
―律+25,000円

〔五日日田NE7060D Eld石 垣鳥/SG

クラブスイート

…

      (チ エンクイン日の夕食からチェッ
クアウト日の昼食まで)

◆□玉D15:00 0UT10:00
◆石垣空港より草で約40分

全室禁煙 □回圃囲 回 NEフ060N 呻 石垣島4SG

―
NE7060K 団 口田石垣島4SC

◆洋室・シーサイドツイン(1・ 2名 に1室 )・

40m2
隣接可能ツインベッド

◆朝食付き
|トゥモーJレ棟 シーサイドツイン

旅
ス
ケ
ツ
チ

轟

躙
躙
鷹

鸞

３７

基本ホテル差額に
12名】+2,500円  【1名 】+5,000円

¨ NEフ060E 日匠日田ヨ石垣島/1SG

◆洋室(1～ 3名に1室 )・61m2
◆朝食付き

基本ホテル差額に
【2・ 3名 】+10,000円  【1名 】+20,000円

¨ NE7060K E― 石IB島/1SG



◆洋室(1～4名に1室 )、 和室(2～4名に1室 )

◆朝食付 ◆⊂□15100 0UT 1 0:00

施設使用オ■440円 (3
～6歳未就学児)

―
NE7060G Eld石 垣島泊SC

J付き(中 学生以
1上対象/1泊につき1回 /12/28～ 1/4、 |
4/29～5/5利 用を除く)       .
19弱

簗
寝 のお子さJこ滞在中朝食

|

◆朝食付き ◆田D13:00 CD12:00
◆与那国空港より車で約5分
剛 N(与那国空港→ホテル間)

艘 墜 煙選回 □ 回 圃 囲

|

◆洋室(1～ 4名 に1室)隣接可能ツインベッド
◆朝食付き ◆⊂□15:00回コ11:00
◆大原港より車で約30分
厳硼賄 (ヾ大原港―ホテル間)

全室禁煙   圃 囲

*自 然環境保護を考え、ゴミ少量化のためお部屋に歯ブラ
シくしカミツリは設置してお|りません。

◆洋室 (1～ 3名 に1室 )3名で1室利用の場
合、デイベッドを使用。 隣接ツインベッド
◆朝食付き◆⊂団 15:00回 ]11100◆上
原港より車で約5分 魔鋼瞑上原港→ホテル
間)*上原港欠航の場合は大原港からの送迎

( 憂瓢¬□回圃 墨鼎騎で
*自 然環境保護を考え、コミ少量化のためお部屋に歯ブラ
シくしカミツリは設置しておりません。

施設使用料:1,200円 (4～ 6歳未就学児)

◆洋室(1～ 3名 に1室)E亘巨Z2亙正]
◆朝食付き ◆ lN 14:00回 コ11:00
◆宮古空港より車で約15分 離釧墜J(宮 古
空港→ホテル間/3日 前まで)

匡菫璽コ回圃囲
1長間浜菫で徒歩で約1分。 _  _____ J
施設使用料:3,025円 (3～ 5歳 )、 6,050円
(6歳未就学児)

◆洋室(1～ 3名 に1室)隣接ツインベッド
◆朝食付き ◆ lN 14:00回 コ11:00
◆宮古空港より車で約25分

〔 憂証¬国圃

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 47m2+テラス10m2
い
◆朝食付き ◆⊂□15:00回日 11100
◆小浜港より車で約10分
隠mO」 浜ヽ港―ホテル間)

□口僚糊□回圃囲

ブッフェ付き            |
‐●2連 泊以上は夕食 1回 (12/28～ 1/4、 |
4/1以 降の利用を除く)       .

6歳 未満のお客さまはお申し込みいただけません.

mN巨 708]B 回 その他離島川ヒZ

小学生未満のお客さまはお申し込みいただけましん.

呻 N自 フ08]A 
―

その他離島川LZ

０
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◆洋室(1～ 3名 に1室)隣接ツインベッド
◆朝食付き ◆ lN 15:00回日 11:00
◆宮古空港より車

で約25分
で  聞 ルIJ(宮 古

空港 → ホテル

間/3日 前まで)

お 子 さ ま連 れ に うれ しい「 こ ど も添 い 寝 旅 行 代 金 」設 定
ベッド・お食事を必要としない満3歳以上6歳以下の未就学のお子さま対象
(一部宿泊施設により対象年齢が異なります。各欄をご確認ください。)

P37・ 38でご利用いただけない宿泊施設
●クラブメッド石垣島 ●アイランドテラスニーラ ●ヴィラブリゾート

[五日巨BNEフ061G 呻 月り栞島/KOH

[日
=田

NE7092A 目団
=田

与那国/00N

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・ 47m2
+テラス10m2

◆朝食付き
共通のおもてなしに力nえて

●滞在中レンタルカート利用可/1室につき
1台 (チェックアウト日の午前11時まで)

●朝食をビフニックブレックファストヘ変更可

オーシャンビュープレミア

基本ホテル差額に
a、 b、 d期間〔2・ 3名】+5,000円 【1名】+7,000円

c、 e～ i期間 123名 l+5,000円 【1名】+10,000「
j・ k期間【2・ 3名】+7,000円 11名 】+14,000円

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・60m2
+テラス16m2

m‐ Ⅷ
◆朝食付き

共通のおもてなしにカロえて

●滞在中レンタルカート利用可/1室につき
1台 (チェックアウト日の午前11時まで)

●朝食をビフニックブレックファストヘ変更可
●専用クラブラウンジ利用可

オーシャンビュースイート

a、 b、 d期間【2～4名】+10,000円 11名 l+12,000F
C、 e～ i期間 12～ 4名】■10,000円 【1名】+20,000F

j・ k期 間【2～4名】+15,000円 【1名】+30,000円

¨ NE7061P I_西 表島川R

輻 裏π璽]誓蕗霧配藝
●唾 _全埜11む問しヽ合わ竺くだ拠。`_J

―
NE7061M m西 表島4R

E― NE70フ OJ E調口田その略 川ヒZ

ホテル差額は 1,白 1名 様の代金です.また、参方D人数ではなく 償用するルームタイプによっこ必要で
す。こどもホテル洋額は3名以上11室 利用で1室 につきおとなホテル差額適用者 2名 以 Lこ 利IJJiに
適用します。なお こどもホテル差額の言1定がないホテルはおとな こども「J額のホテル差 :日 で J.

基本代金 こtl利用い 1● だけるホテルです

國蒔雇¬吾」生鮮翠翻措曇▲譴酎塀智 勁藻λ峯里11砒評写
(倉官)の ホテル差額が基本ホテル差額です。

驚



◆洋室(1～ 3名 に1室 )・55m2

◆朝食付き ◆⊂団14:00 0UTll:00
◆宮古空港より車で約15分
剛 司(宮古空港―ホテル間)

□回圃囲
シギラビーチまで車で約3分 (送 迎あり)。

施設使用料:2,200円 (4・ 5歳 )、 5,500円 (6

歳未就学児)

オーシャンスカイ往復 |

旅

`子

会社の皆さまへ

ぴマニュアルJ

こて

さまに滞在中朝食付き*いずれもブッフェ
にておとなの方の食事と同席の場合のみ |

◆洋室・オーシャンウイングスタンダードツイン(1～
3名 に1室 )・32～33m2 隣接ツインベッド 、
オーシャンウイング ファミリー洋室 (4・ 5名 に

1室 )・ 44～ 46m2
◆朝食付き ◆ lN 14100図 11:00

◆宮古空港より草で約10分 脚 どうJ(宮
古空港―ホテル間/3日 前まで)

日□回圃囲
*11月 より客室、レストランおよび正面入ロシャノタ~の

改装工事を予定しております。
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◆洋室(1～ 4名 に1室)隣接ツインベッド
ツインとダブルベッド1台を使用 ◆朝食付き
◆⊂日14:00回□11:00 ◆宮古空港より
車で約20分 剛 司(宮古空港―ホテル間)

笠禁煙 □回圃囲

こども添い寝:3～5歳
施設使用料:1,980円 (4・ 5歳 )

◆洋室(1・ 2名 に1室 )隣接ツインベッド ◆朝
食付き◆□□15:00 0UTll:00*2300以
降のチェックインはできません。◆宮古空港より
車で約20分 厳翻いJ(宮古空港―ホテル間)

鐘鯉 □回圃囲

施設使用料:2,200円 (4・ 5歳 )、 5,500円 (6

歳未就学児)

圃□椰鋼:暮差7撫撃F
*対象ホテル11-部ホテルとなり上言ビマークが目印となります ,ご 利用に関する注意事項はP12を ご覧ください.

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・ 60m2
隣接ツインベッド

◆朝食付きルヴィララグーンスイート

共通のおもてなしにカロえて

● 滞 在 中 ア ラマ ンダ・ラウンジ利 用 可 (未

就学のお子さまを除く/カクテルタイム(1700～ 20
00)は小学生～19歳の方もご利用いただけません)

● ア ラマ ンダ・ラウ ンジで の チ ェックイン・

チェックアウト(未 就学のお子さま同伴の方を除く)1回諷田 NEフ 070B団口田宮古島/MM｀シ

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・ 90m2
◆朝食付き

共通のおもてrJしに加えて

● 滞 在 中 ア ラ マ ンダ ラ ウンジ利 用 可 (未

就学のお子さまを除く
′カクテルタイム(1700～ 211

00)は小学生～19歳の方もご利用いただけません)

:なラ5静〔瀞 メ舅寂;

ルヴィラロイヤルスイート

EEEDNE7070F E五口田宮古島/MMY

◆洋室(1～3名 に1室)隣接ツインベツド
◆朝食付き ◆旺団15:00回コ1200
◆宮古空港より車で約20分

剛 司 (宮古空港―ホテル間/3日前まで)

全室禁煙 回圃囲

旅
ス
ケ
ツ
チ

◆和洋室(4・ 5名 に1室 )・ 38～ 40m2
◆朝食付き

ヨ間 +4000円a～ h期 間 十

回 NE70フ OA 価 日田宮古島/MMY

◆洋室(1～ 3名 に1室 )・ 40～ 43m2
隣接ツインベッド |

◆朝食付き

基本ホテル差額に
a～ h期 間

【2・ 3名】+5,000円  【1名 】+10,000円
i～ k期間

【2・ 3名】+10.000円  【1名】+20,000円

回 N巨 フ070A 呻 宮古島/MMY

◆洋室(1・ 2名 に1室 )・40～ 43m2
隣接ツインベッド |

◆朝食付き

基本ホテル差額に
a～ h期 間

{2名 】+7,000円  【1名】+14,000円
i～ k期 間

【2名】+14,000円  【1名 】+28,000円

剛 llE7070A 
―

宮古島/MMY

E― 富古島/MMY
―

NE7070B 
…

宮古島/MMY



●アーリーチェックイン13:00 レイトチェッ
クアウト1200(注 2)

施設使用料:968円 (6歳 未就学児)

¨ NEフ070D 
―

宮古島/MMY

',r'#,w 
-

◆洋室・スタンダードツイン(1～ 3名 に1室 )・

28m2、 洋室・デランクスツイン(4名 に1室 )・

36m2
◆朝食付き ◆□□14,00回日 11:00

◆宮古空港から車で約10分
喫煙・禁煙選択可 (1～ 3名 に1室 のみ)

喫煙可   (4名に1室 のみ)

□回圃囲
パイナガマビーチまで徒歩で約3分 。

◆洋室(1～ 4名 に1室 )

◆朝食付き ◆⊂D15:00回日11:00
◆久米島空港より車で約20分

喫煙 禁煙選択可 □ 【】 □国 囲ヨ

イーフビーチまで徒歩で約1分。

◆洋室(1～ 4名に1室 )

◆朝食付き ◆□□15:00回日 11:00
◆久米島空港より車で約20分

全室禁煙

□圏侑料回回国□
施設使用料:850円 (6歳未就学児)

1魃
|●朝食券2枚で夕食1回

◆洋室・スタンダードツイン(1～ 3名 に1室 )、

ファミリールーム(4名に1室)◆朝食付き
◆ lN 14:00 0UT ll100 ◆宮古空港より
車で約15分 は訓い1(宮古空港●ホテル間)

全室禁煙

□□回□囲
施設使用料:550円 (4～ 6歳未就学児)

◆洋室(1～ 3名 に1室 )隣接可能ツインベッド
◆朝食付き ◆⊂□15:00回コ11100
◆宮古空港より車で約10分

喫煙・禁煙選択可 厖到 固ヨ

パイナガマビーチまで徒歩で約1分。

施設使用米半500円 (3～ 6歳未就学児)

◆洋室(1～ 4名 に1室 )・ 29m2
◆朝食付き ◆ lN 15:00回日 10:00
◆与論空港より車で約3分
脳麺虫与論空港―ホテル間)

喫煙 禁煙選択可 □ 圃

０
ホ
テ
ル
ｏル
ー
ム
タ
イ
プ
を
理
磨び
く
だ
さ
い
。

輔

購

臨

◆洋室(1～ 4名 に1室 )

◆□胚D15:00回 11100
◆朝食付き
◆久米島空港より車で約3分

脳厠翼久米島空港
―ホテル間)

全室禁煙

口憮料□回
圃囲

赳

■

冒

出

Ψ

1罐鐵鱚轟鑢●アーリーチェックイン13:00/レ イ
|

トチエンクアウト12Ю O(注2)●レンタサイクル|
50%割引(2連泊以上は適用不可)●2連泊|

箔ζ至智蟷
不動 ●3連

|除夕十日 12/9‐  12
EEmNE7080B

1/20‐ 23
呻 久米島/U匡0

お 子 さ ま 連 れ に う れ し い「 こ ど も 添 い 寝 旅 行 代 金 」設 定

ベッド・お食事 を必要 としない満 3歳以上 6歳以下の未就学のお子さま対象

(一部宿泊施設 により対象年齢が異なります。各欄をご確認 ください。)

P3940でご利用いただけない宿泊施設

●イラフ SUIラ グジュアリーコレクションホテル 沖縄富古

|●滞在中海洋深層水展望風呂利用可
|●パターコルフ50%割引

ホテル差額 ま1'自 1名 様の代金 こす。また 参力J人数ではなく 使用 Jるルー Iょ タイプによつて必要で
す。こどもホテル差額は3名 以上/1室 利用で 1室 につきおと●●ホテル差雲適用名 2名以上こ‐

l用 時に

泊用します。なお こどもホテル差書|の言
=定

がなしヽ市ァル まおとな こども同81の ホテル声額です .

(館 )のホテル差額が基本ホテル差額です。

基本代金でご利用Ulただけるホテルです。

一部グレードアップ(ル ーム、食事)では基準となるルームタイプ(館 )の ホテル差額に
基本ホテル差額さら二埠坦F董軍々ヤ二千ltう握合がtlります.その場合の基準となるルームフイプ



瓶 蒲 需 :語
「

ら

*上 記マークが付いているプランにてご利用

ぃただけます。*「 早決30Jは 商品コート末

尾 代金が1)内 です,ご注意ください,Xご利

用に関する注意事項はPlをご覧ください。

ボートで行く青の洞窟シュ
街 [鯰 輝 狙モ諷幻想的なひと時を満喫!青の洞窟ならではの

クジラ博士と行く!ホエールウオッチング那覇発 扁日珈N9605A

出産。子育てに訪れるザトウクジラに会いにいきませんか?

剛 :′まる筈型塁野犠彗千濡讐亀,300円 2歳以下無料
団 那覇二重城港→ホエールウォンチング→那覇二重城港

― D①900 01330*い ずれかをご予約時にお申し出ください。

日目璧碧鰹過言lェリ の ォンチングガイは 瓢 料、保険料ラ イフジャケ外 レ均 端 、瀬 礁 諭

●最少催行人員 11名
*妊娠中の方、飲酒された方は運営会社の安全上の規定によりご参加いただけません。*那覇市内一部

ホテルよ
'り

送迎があ
',ま

す。詳しくは■OTAL MAR NE SPOT NEWSに お問い合わせください。 *2歳 以下の

お子さまをお連れの場合は、ご予約時にお申し出ください。

(運 営)TOTAL MAR NE SPOT NEWS 取消料 :前 日1700以降100%

回 ビニールカンバ付き

鵬翔田胡 10/1～ 6/13禾 J用 日にて予約

呻 おとな こども(6歳 以上)5,600円 (4,600円 )

Ш トンプマリン冨着店集合→青の洞窟シュノーケル (海 中時

間約40分 )→ トップマリン冨着店

剌 ①8:45 01015 011:45 01315 014:45
*いずれかをご予約時にお申し出ください。

ロロ駈J約2時間30分

朧□嗜日睡口四 体験料、講習料、必要器材―式レンタル料、乗

船料、保険料、消費税等諸税

●最少催行人員 :1名  *てんかん既往症、妊娠中の方、飲

酒された方、75歳以上の方、5歳以下のお子さまは運営会社の

安全上の規定によりご参加いただけません。6歳以上のお子さまは、当日、年齢を証明できるものをご準備く

ださい。*60～ 74歳 の方および循環器系、呼吸器系、耳鼻疾患などで通院中、またはお薬を服用されてい

る方は、医師の診断のうえ、マリンメニュー参加同意書 (以 下参加同意書)が必要です。ご提出のない場合

はご参加いただけません。その他の病歴のある方、お薬を服用されている方は、医師の診断のうえ、参加同

意書が必要になる場合があります。参加同意書取得にかかる費用はお客さまにてご負担ください。*イ 学ヽ

生の参加は保護者の同伴、中学生～来成年者の参加は保護者の同意書が必要です。*参加条件、同意

書等、詳しくはトップマリン残波にお問い合わせください。*ライフジャケントを着用いたします。水着 ′`スタオ

ル ビーチサンダルをご用意ください。*名護～北谷地区一部のホテルより送迎があります。詳しくはトンプマ

リン残波にお問い合わせください。

(運営)有限会社トンプマリン残波 取消料 :前 日18100以 降50%、 当日100%

回 オリジナルプチぬいぐるみ付き

太古のパワースポットガンガラーの谷ツアー
“

田NN9624A

講師の案内で巡るパワースポットをお楽しみください。

瞑足韮盾110/1～ 6/13(11/22～ 24を除く)禾U用日にて予約

田目 おとな2,500円 、中学生 高校生 大学生 1,500円 、小学

生以下無料

Ш ケイブカフェ〈講習)→イナグ洞→イキガ洞→大岩→大主

ガジュマル→ツリーテラス→武芸洞
田踊 鰤背■① 10:00 ② 12:00 ① 14100

*いずれかをご予約時にお申し出ください。

ロロ団胡約1時間20分

Ш□匡固睡口明 ガンガラーの谷ツアーガイド代、保険米斗、消費税

等諸税

●最少催行人員 :1名
*雨天時も開催いたしますが、悪天候により中止する場合があり

ます。*森の中を歩きますので、靴 長袖・長ズボン 中冒子着用を

おすすめします。*小学生以下は保護者の同伴が必要です。

(運営)株式会社南都

取消料 :当 日50%、 当日無連絡100%

嗜 鰍潔 嚇 [l鰍乳ち勇燿見亀弩 蟄
中 間110/1～ 6/13(12/30～ 1/3を除く)不」用日にて予約

固 ◆泡盛3年未満 :回 NN9612Aおとな こども 3,000円

◆泡盛5年古酒 :回 NN9612B(C)おとな。こども5,000円 (4,000円 )

◆泡盛10年古酒 :腑柿 曰日N N9612D(E)おとな こども8,000円 (7,000円 )

Ш 工場見学 (20分 )→ オリジナル泡盛作り(40～ 60分 )→ お買い物 (10分 )

“

鰤□¨①午前 (lC1 30)②午後 (1430)
*いずれかをご予約時にお申し出ください。

ロロ曰調約1時間10分～1時間30分

Ш国嗜鵬睡四四 オリジナル泡盛作り体験代、材料代、工場見学

代、消費税等諸税

●最少催行人員 :1名

*未成年の方は保護者の同伴が必要です。
*お車を運転の方、未成年の方は泡盛試飲はできません。

(運営)ま さひろ酒造株式会社

1取消料睡ヨ ※ジャルバンク旅行条件書の取消料基準に準ずる。

―
泡盛ミニボトルプレセント、店内商品10%割引き付き

野舞フλゼ写許与ンセットディナー/ナイトデイナー)

沖縄食材をたつぷり使つた洋琉創作料理 (う みんちゅ)を、海風とともに。

コ 胆型みワ琴琴蕃覇覇暫型スステキ車エビと真鯛のアク"":饉日
=日

NN9605Rお となこども(6歳以上)8,800円

◆サファイアコース(松花堂):

匿日■日NN9605Sお となこども(6歳以上)6,800円

◆コーラルコース(メイン :鶏 肉の蒸し料理・自身魚)

*全コ鱚 紺 壼 よ訴驚 γうも歩期 T甲←β。。円現地払0。 ご利用日当日1烈寺ま

でにウエストマリンヘご予約ください。

Ш 那覇港→那覇港沖 (ディナークルーズ)→那覇港

― Dサンセットディナー :

10～ 3月 1700頃発/4～ 6月 17:45頃発

ナイトディナー :

10～ 3月 1945頃発/4～ 6月 2015頃発

*いずれかをご予約時にお申し出ください。

ロロ曰胡約1時間45分

暉曰睡ヨ厖コロ 乗船料、食事代、保険料、消費税等諸税

●最少催行および受付人員 :2名 以上

*5歳以下のお子さまをお連れの場合は、ご予約時にお申し出くだ

さい。

(運営)有限会社ウエストマリン 取消料 :前 日40%、 当日50%、 当日無連絡100%

―
ヮンドリンク付き、乗船日の前後1週 間以内に誕生日 結婚記念日の方に無料フ

"卜

&エンターティ

ナーより生演奏紹介

ホエールウオッチング中部(読谷)発
その優雅さをあらためて実感 !

凛嘉馴話 12/21～ 4/6禾」用日にて予約

5歳以下のお子さまを同伴される場口露ヨおとな4,800円 (3,800円 )、 こども(6～ 11歳 )3,800円 (2,800円 )

合は現地にて保険料として1名につき600円 お支払いください。

園 読谷 (都屋漁港)→ ホエールウォンチング→読谷 (都屋漁港 )

●ヨ H間■0830 ② 13:00 *い ずれかをご予約時にお申し出ください。

*クジラの観 lpl状 況により、時間が前後する場合があります。

閻 璃

レウ
1臨 撃ぁ1後 ,ξよ

「
庭T[R雪』基壻ξ護曇ξ重詠輩蔑雷と りごれ いただ

けません。*小 中学生の参加は保護者の同伴が必要です。 *高校生～未成年者の参加は保護者の同

意書が必要です。 *名護～宜野湾地区一部ホテルより送迎があります。詳しくはトップマリン残波にお問

い合わせください。また、ご利用日前日の1700ま でに送迎時間をお問い合わせください。*5歳 以下のお子

さまをお連れの場合は、ご予約時にお申し出ください。

(運営〉有限会社トップマリン残波 取消料 :前 日18:00以 降50%、 当日100%

回 オリジナルプチぬいぐるみ付き

ホエールウオッチング 北部 (本部)発  “
ロロNN9605F

ホエールウォッチングの穴場、伊江島沖合いにてクジラに遭遇!

暉贅副間11/11～ 4/5不 」用日にて予約

田董ヨおとな4.200円 、こども(4～ 11歳 )3,800円

料として1名 につき500円お支払いください。

囮 本部港→ホエールウォッチング→本部港

¨ ①8:30 ② 13:00

3歳以下のお子さまを同伴される場合は現地にて保険

*いずれかをご予約時にお申し出ください。

四 約3時間～3時間30分

¨ ホエールウォンチングガイド代、クルーザー乗

船料、保険料、ライフジャケットレンタル料、簡易カッパ代、ドリ

ンク代、ホエールウォッチングガイドブック代、消費税等諸税

●最少催行人員 :1名  *妊 娠中の方、飲酒された方は

運営会社の安全の規定によりご参加いただけません。*」 ヽ

学生以下の参加は保護者の同伴が必要です。*中学生以

上の未成年者の参加は保護者の同意書が必要です。*本

部地区一部ホテルより送 lrpが ぁります。詳しくは

'中

縄アイラ

ンドクルーにお問い合わせください。*3歳以下のお子さまをお連れの場合は

〈運営〉株式会社沖縄アイランドクルー 取消料 :当 日100%

琉球ガラス村 フレグランス作り体験
自分だけのオリジナル香水作り。ボトルにはカラフルなガラスカレット(粒)が入ります。

蜘 脳■10/1～ 6/13不」用日にて予約

□ おとな(18歳以上 )3,400円

Lユ出団調(D10:00 012:00 014:00
*いずれかをご予約時にお申し出ください。

四 約1時間

Ш□雌醸

“

涸ロ フレグランス作り体験料 (材料費含む)、 消費税等諸税

●最少催行人員 :1名

*18歳未満のお客さまはご参加いただけません。

(運営〉琉球ガラス村

回 はし置き付き                  1輔

琉球村満喫チョイスプラン
昼食か体験プランかお好きなメニューが選べます。

― LE1 0/1～ 6/13出発日にて購入 6帯在中利用コ

…
おとな こども(6歳以上)1,800円 、5歳 以下入園無料

田 現地にて、以下の3メニューよりお好きなメニューが1つ選べます。

①ソーキそば+シルクアイス

②オリジナルシーサー絵付け体験

O簡単貸衣装体験 (写真付き)

●琉球村営業時間 :9:00～ 17:30(最終入園17:00)

●飲食対応時間 :1100～ 1600/シルクアイスは9100～ 17:00

●体験メニュー対応時間 :900～ 1600(最 終受付15:30)

岬 約1時間30分

Ш□嗜鵡陛四四 琉球村入園料、ランチまたは体験メニュー代、消費税

等諸税

●■■ロヨNN9605C(D)

『

市■目日NN9622C

●最少催行人員 :1名

(運営〉多幸山株式会社

JALノマック  ロ ボストカード伺き

41

ご予約時にお申し出ください。

|"肖料なし|

■署I詢目日NN9621 C

●天候等により変更、または実施できない場合があります。催行中止の場合は(旅行企画 実施)または(運営〉または

1く ださい (琉球村、カンガラーの谷、まさひろ酒造、観光タクシー、八重山フェリーパス、ディナーミールパスポート、コルラ

オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
プ
ラ
ン

雉1労夕陽‐ず躙緻蟷跛l

|



西表島・由布島・竹富島3島周遊コース
(ラ ンチ付き) 匿日

=日
石垣島発NN9603L/小 浜島発NN9603N

沖縄の原風景がそのまま残る町並みを観光できます。

中 捐■10/1～ 6/13(10/2021を 除く)禾」用日にて予約

呻 おとな15,800円 、こども(6～ 11歳 )10,000円 、5歳以下無料 (お とな1名 につき1名まで/食事なし)

田 石垣港(8:40頃 発)/小浜港 (850頃 発 )→ 西表島大原港→仲間川マングロープクルーズ→美原
(水 牛車)→ 由布島 (入 園 昼食)→ 美原 (水牛車)→ 西表島大原港→竹富港→グラスボート※→水牛車
観光※→竹富港→石垣港 (1700頃 着)/小浜港 (17:15頃着)※ 竹富島でのグラスボートまたは水牛
車観光をバス観光に変更いただけます。ただし、グラスボート欠航の場合はバス観光と水牛車観光にてご案
内いたします。変更ご希望の場合は、ご利用日前日までに平田観光へご連絡ください。

ロロ助胡約8時間

皿曰醍目厖日D乗船料、仲間川ボート遊覧代、グラスボート乗船料 水牛車観光代ウヾス観光に変更時は
バス観光代、グラスボート乗船料または水牛車観光代 )、 昼食
代、由布島入園料、消費税等諸税

●最少催行人員 :1名

(西 表島貸切バス会社名)西表島交通株式会社

(竹 富島貸切バス会社名)有限会社竹富島交通

は ,、謝ξ
ャルノヽンク     1熙翻四

波照間島・西表島・由布島
日本最南端の島と秘境西表島(ランチ付き)団ョNN9602H
「東洋のガラバゴス」西表島、水牛車で渡る由布島、ハテルマブルーと称される波
照間島をめぐる人気のコース!

帥 捐■10/1～ 6/13禾」用日にて予約

呻 おとな19,700円、こども(6～ 11歳 )13,500円 、5歳以下無料 (お とな1名につき1名まで/食事なし)

団 石垣港(8:30頃 発)→ 西表島大原港→仲間川マングローブクルーズ→美原 (水 牛車)→ 由布島 (入

園)→ 美原 (水牛車)→西表島大原港→波照間港→バス観光→昼食→波照間港→石垣港 (1815～ 19:
00頃着)

岬 約9時間45分 ～10時間30分

Щ国壼ロエロ四 乗船料、バス観光代、昼食代、仲間川ボート遊
覧代、由布島入園料 (水 牛車代含む)、 消費税等諸税
●最少催行人員 :1名
*石 垣市街地一部ホテルより送迎があります。詳しくは旅行会
社にお問い合わせください。

(波照間島貸切バス会社名〉安栄観光
(西表島貸切バス会社名)いりおもて観光株式会社または西表
島交通株式会社
(旅 行企画 実施〉ジャルパック         1取 消料四

隈秀琴璃階 ノ

浜`・惰 4島めぐり

回 NN9603印 瓶
八重山のみどころを1日で周遊。ゆつくりと流れる島時間に癒されます。

馴 :猟富‰畠11=子 8品負電8躊 歳)10,400円 (9,400円 )、 5歳以下無料 (おとな1名
につき1名 まで/食事なし)

団 石垣港 (8¬ 5頃発)→ 西表島大原港→仲間川マングローブクルーズ→美原→水牛車で由布島 (入

園)→ 西表島大原港→小浜港→昼食→小浜島バス観光→小浜港→竹富港→竹富島バス観光または水
牛車観光 (い ずれかを予約時にお申し出くださtつ →竹富港→石垣港 (1 7 1 0LTl着 )

Ш 約91寺間

Щ国嗜8蹂四2乗船料、小浜島バス観光代、竹富島バスまたは水牛車観光代、昼食代、仲間川ボート遊
覧代、由布島入園料 (水 牛車代含む)、 消費税等諸税
●最少催行人員 11名  *石 垣市街地一部ホテルより送 Jrpが

あります。詳しくは旅行会社にお問い合わせください。
(西 表島貸切バス会社名〉いりおもて観光株式会社

(小 浜島貸切バス会社名)株式会社コハマ交通

〈竹富島貸切バス会社名)有限会社竹富島交通

〈旅行企画 実施)ジャルバック        1取 消料四

半ロシュノーケルコース 日■ド巾目日NN9633E

宮良川 マングローブカヌー体験 F需
=目

田NN9634A
国 の 天 然 記 念 物 にも指 定 され て い る ヒル ギ林 を 、カヌー で探 検 。

亜 熱 帯 独 特 の 動 植 物 の 息 づ か い を感 じる ネイ チャー体 験 !

ぽ :』 :♂ま£偶製呈躍焉拝曇ξ抵1。鯛 1～6制親 つ のお子議 を同伴される場創 よ現川 こ
で保険料として1名につき1,000円 お支払いください。

Ш 石垣島観光カヌー乗り場→ストレンチ体操→レクチャー 安全講習→カヌー体験→石垣島観光カヌー
乗り場 *出発時間は潮の千満により日々異なります。詳しくは石垣島観光にお問い合わせください。
ロロ H古 1約 lR寺 間30分
臨・ ― tin.Illカ ヌーレンタル代、ガイド料、飲み物代、保険料、消費税等諸税
●最少催行人員 :1名
*0歳のお子さま、ひとり座りのできないお子さまは運営会社の安全上の規定によりご参加いただけません。
*ご利用日前日に出発時間の最終案内を石垣島観光からお客
さまへ直接ご連絡いたします。ご予約時にお客さまのご旅行中の
連絡先をお申し出ください。*一部ホテルより送迎があります。送
迎可能なホテル、時間等の詳細については石垣島観光にお問
い合わせくださぃ。*濡れても差し支えのない服装で参加し、着
替え、タオル等をご用意ください。*1～ 6歳 (未 就学)のお子さま
をお連れの場合は、ご予約時にお申し出ください。
〈運営)有限会社石垣島観光

取消料 :前 日50%、 当日100%

西表島満喫観光コース(ラ ンチ付き)

西表島の代表的な観光地を船やバスや水牛車で巡ります。

熙H謝百■10/1～ 6/13(や まねこマラツン開催日を除く)禾」用日にて予約

呻 おとな13,000円 、こども(6～ 11歳 )8,600円  5歳以下無料 (おとな1名 につき1名まで/食事なし)

団 石垣港840頃発→西表島 大原港→仲間川マンクローブクルーズ→昼食一日本最南端の西表トン
ネル (通 過のみ)→ 白浜港→星砂の浜→水牛車にて由布島 (入 園)→ 西表島 大原港→石垣港 17:45頃

『

肺 ロロNN9636A

着 *西表島島内はバス移動。

口ば日胡約9時間

暉曰暖轟厖ロロ 乗船料、バス観光代、仲間川ボート遊覧代、昼
食代、由布島入園料 (水牛車代含む)、 消費税等諸税
●最少催行人員 :1名
*石垣島内―部ホテルより送迎があります。詳しくは旅行会社
へお問い合わせください。

標秀霜窪添参栃げ
郎樋権陰社瞬酬□

伊良部大橋と島の駅ゆったりめぐり
『

市■ロヨN N9617S

エメラルドグリーンの海に日まれた伊良部大橋が見どころ。宮古島が満喫できます。

勒 ご
=Lぜ

島だ獲蹟皇拝輝薬菱語紀:認。円、2名参加7,900円、銘参加5300円、銘参
加3,900円 、5歳以下無料 (おとな1名 につき1名 まで)

団 宮古島内ホテルまたは宮古空港 (9:00発/13i30発 )→ 伊良部大橋→伊良部島 下地島観光 (フ

ナウサギバナタ展望台、自鳥崎 (車 窓 )、 佐和田の浜、通り池、渡回の浜、牧山展望台)→ 島の駅みやこ→

宮古島内ホテルまたは宮古空港 (13100頃着/1730頃 着 )

田it‐IH古 l①午前 (9:00発 )② 午後 (1330発 )*い ずれかをご予約時にお申し出くださし、
口口輛胡約41寺間
臨 ― tin“ 観光タクシー代、消費税等諸税
●最少催行人員 :1名

●タクシー(普 通車 )は定員4名 、1～4名 に1台の配車です。5歳
以下の方も乗車定員に含まれますのでご注意ください。*乗
降車場所/宮古島内宿泊ホテルまたは宮古空港をご予約時
にお申し出ください。

*5歳以下のお子さまをお連れの場合は、ご予約時にお申し出く
ださい。

(旅行企画・実施 )ジャルバック         1取 消料四

石垣のきれいな海でシュノーケル。午前と午後が選べる気軽な半日コース。

が 珈讐IRギ,fmど もい 1詞 4900円
5/2～ 5は おとな8,400円 、こども(3～ 11歳 )6,900円

団 石垣港発―シュノーケルポイントにて講習シュノーケル(海 中時間約1時間～11寺間30分 )→石垣港着
mO午 前(8:30発 )②午後(1330発 )*いずれかをご予約時にお申し出くださもヽ。

ベイクルーズ・宮古島 モンブラン
ランチ&クルーズ
海中展望付き大型17ルーズ船で宮古島のエメラルドグリーンの世界をお楽しみください。

印 盾110/1～ 6/13110/12、 11/10、 1/1を 除く)希」用日にて予約
□ おとな4,500円 、こども(3歳～小学生)2,500円 、2歳以下乗船無料 (お とな1名につき1名 まで)

団 ベイクルーズ 宮古島 モンブラン船内1階受付カウンター集合→伊良部 池間島周辺クルーズ→終
了 至」着                        ■     |  ‐   ■
m12:30
回目団望1時間30分
熙鋼摩寝厖翻耐 乗船料、昼食代、ソフトドリンク代、保険料、消費
税等諸税

●最少催行および受付人員 :2名 以上
*11歳 以下のお子さまの参加は保護者の同伴が必要です。
*2歳 以下のお子さまをお連れの場合は、ご予約時にお申し出く
ださい。

(運営〉株式会社はやて 取消料 :前 日1700以降100%

グラスボートで行くはての浜半日ツアー臨□NN9627M
久米島の東に約7kmにわたり浮かぶ砂浜の島。

5]」 :ダ表1名 l塁麺議罪轟デ瞥押,∞。臥4歳以下期
回 ホテル(9:30～ 950頃発)→ はての浜 C帯在時間約1時間30分 )→ ホテル(1230～ 1300頃着 )

*季節および海洋状況により、はての浜の滞在時間が短くなる場合があります。*シュノーケルセット、ビーチ
チェア(布製 )、 ビーチパラツル、うきわのレンタルも有料にてご利用いただけます。(ご利用日前日までに久米島
エスコートツアーズに要予約)*各ホテルの出発時間は、ご利用
日前日に久米島エスコートツアーズからお客さまへご連絡いたしま
す。ご予約時にお客さまのご旅行中の連絡先をお申し出くださし、
ロロ H昔 1約 3日寺間

壼□嗜日磁四四 クラスポート乗船料、保険料、消費税等諸税
●最少催行人員 :1名
*4歳以下のお子さまをお連れの場合は、ご予約時にお申し出く
ださい。*濡れても差し支えのない服装でご参加ください。
(運営〉有限会社久米島エスコートツアーズ    取消料なし

…
NN9619P

口酬団餌約3時間

晒□に日艦口2講習代、器材レンタル代、乗船料、ガイド代、保
険料、消費税等諸税

●最少催行および受付人員 :2名 以上  *妊 娠中の方は運
営会社の安全上の規定によりご参カロいただけません。*70歳
以上の方は医師の診 LIF書 が必要です。また当日の体調によって
は参加をお断りする場合があります。*水着着用でご集合くださ
い。*石 垣市街地一部ホテルより送迎があります。詳しくはぷ
しt、 ぬしまにお問い合わせください。

(運営)有限会社ぷしtヽ ぬしま 取消料 :当 日100%

サンセットクルーズBBQ

代 0ヾ―ベキュー)、 保険料、消費税等諸税
●最少催行および受付人員 :2名以上
*かかとの高い不安定な履物は危険ですのでご遠慮ください。
*石垣島内一部ホテルより送迎があります。詳しくはトムツーヤに
お問い合わせください。 *2歳以下および34歳で食事不要の
お子さまをお連れの場合は、ご予約時にお申し出ください。
(運 営)株式会社トムソーヤ

取消料 :3日 前～前日20%、 当日50%、 当日無連絡100%

■
=I詢

目日NN9630Q

漏墨露1:gttf翌 躊 瑠 り 乙

“

0臥 2歳以下無料 喰 事ない
*34歳 で食事不要の場合は乗船無料

園 石垣港(lo～ 3月 17:45頃 発、4～ 6月 1800頃 発 )→ クルージンク→ポイント到着 ′魚釣り→食事
一石垣港 (10～ 3月 1945頃着、4～ 6月 20:00LEl着 )

岬 約3時間

¨ 乗船料、釣具レンタル代、ワンドリンク代、食事

(イメージ) JALノ
C・/ク
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観 光 タ ク シ ー 耐 馴 間 :矧 9年 10月 1日～2020年 6月 13日 利用副こて珈 1取消料1】    |たOJAu

(旅行企画 実施 ジャルバック)

5時間コース

普通車 (定員4名 ) ジャンボタクシー(定員9名 )

代金 (1台 ) イt金 (1台 )

20000円 NN9340B 28,000円 NN9350B

||||||||||||||| 普通車 (定員4名 ) 行程 (モ デルコース)

3時間コース

(石垣島観光早回り)

代金 (1台 ) m 空港またはホテルーバンナ公園展望台→石垣や

いま村 (各 自払 :1,000円 )一 川平公園―米原熱

帯原生林一空港またはホテル11,600円

ジャンボタクシー(定員9名 )普通車 (定員4名 )

代金 (1台 )

|

下言己の那覇空港またはま旨定ホテルからご利用いただけます。

程 (モ デルコース)

空港またはホテル→池間島 東平安名崎→来間

島→空港またはホテル

那覇空港 海の旅亭おきなわ名嘉真荘

那覇市内旅スケッチ設定ホテル サザンビーチホテル&リゾート,中縄

ホテル日航アリビラ 百名ll10藍

ジ ウザテラスビーチクラブウイラズ ザ・ブセナテラス

グランディスタイル沖縄読谷 ホテル&リゾート ザ・テラスクラフアットフセナ

シェラトン沖縄サンマリーナリゾート ジ アッタテラスクラブタワーズ

ルネッサンス リゾートオキナワ ザ・リッツ・カールトン沖縄

リザンシーバークホテル谷茶ベイ Oklnawa Soa Resort EXES

ホテルモントレ沖縄 スバ&リツート 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスバ

ロイヤルホテル 沖縄残波岬 オキナワマリオットリゾート&ス ノヾ

ホテルムーンビーチ ハイアットリージェンシー 瀬良垣アイランド沖静

ヒルトン

'中

縄Jヒ谷リゾート ハレクラニ沖縄

カフー リゾートフチャクコンド・ホテル オクマプライベートビーチ&リ ゾート

ザ・ビーチタワー沖縄 カヌチャベイホテリレ&ウィラス

ココガーデンリツートオキナワ ホテル オリオンモトブ リゾート&ス ノヽ

ムーンオーシャン宜野湾ホテル&レジデンス アラマハイナコンドホテル

八重山フェリーバス
■設定期間 :2019年 10月 1日～2020年 6月 13日 出発日にて購入(滞在中利用可)

か り り)し「司え菫多妄 ノヽ重山探訪におすすめ。八重山観光フェリー(株 )の運航する5島 10航路の全航路を利用できます。

輻

瓶 柵需聟「了“
*「早決30Jは商品コート末尾代金が1)内です.

こ注意くださt、

※ご利用に関する注意事項はPlを ご覧ください。

{t金 おとな こども (小学生 )

3日 間 NN9606C(D) 6,800円 (5,800円 ) 3,400円 (2,400円 )

4日間 NN9606E(F) 7,800円 (6,800円 ) 3,900円 (2,900円 )

*未就学児無料 (お とな1名 につき1名 まで )

●代金に合まれるもの :石 垣島～均富島 月ヽ浜島 黒鳥

西表鳥 鳩間島 小浜島～竹富島 西表島 西表鳥^竹

富島 西表島～rle間 島のフェリー乗船料 消費税等諸税
ネご利用開始日より3日 間または4日 間有効です.

*八 重山観光フェリー 安栄観光運li使 のご利用にl.Fり

ます.

*出 航20分 前までに石垣港離島ターミナル内八重山観光

フェリーにて乗船手続きをお済ませください .

*ご利用可能な船の
'寺

間は八重山●F光フェリーにお問い

合わせください.

0石垣―竹富
②石垣―小浜
0石垣―黒島
0石垣一大原(西表島)

0石垣―上原(西表島)

0石垣―lle間

0小浜―竹富
0小浜一大原(西表島)

0大原(西表島)一竹富
⑩上原(西表島)一鳩間

．軒魃一日

普通車 (4名 定員 ) 行程 (モ デルコース)

代金 (1台 ) 空港またはホテル→上江 lll家 (各自払 :300円 )

一おばけ坂→具志川城跡一ミーフガー→泡盛工

場→
Lヒ 屋定バンター畳石→空港またはホテル11,400円 NN9446C

小型車 (定員4名 ) 行程 (モ デルコース)

代金 (1台 ) 空港またはホテル→琴平神社→サザンクロスセ

ンター (各 自払 :400円 )→ 赤崎鍾乳洞 (各 自払 :

500円 )一 与論民俗村 (各 自払 :400円 )→ ゆん

ぬ・あ一どうる焼窯元→空港またはホテル
10,000円 NN9444C

●代金に含まれるもの :観光タクシー代、消費税等諸税 ●観光タクシー代金に、入場 入園料、昼食代、有料道路料金、駐車料金は含まれません。●配車場所は空港またはジャルバック指定ホテルじ中縄本島指定ホテルは上記を

ご確認くださしヽ 石垣島 宮古島 久米島 ヨロン島は各島の旅スケッチ設定ホテル )。 空港は至」着ロビー内タクシー乗務員待機場所。ホテルはホテルフロント。●タクシー配車場所、時間、台数を旅行出発前にご指定くださしヽ 配車時

間は原則として8:00以 liで す。●観光地の後に記載の (各 自払 :金 額 )は、有料施設です。お客さま負担の料金 (お とな1名 様あたり)を表示しています。ただし、有料 無料に関する記載はご利用いただくコースにス寸してのご案内です。

記載の観光地の入場料金などは変更になる場合があります。●集合時間にお客さまとお会いできない場合、タクシー乗務員よりご連絡させていただく場合があります。ご予約時にご旅行中の連絡先をお申し出ください。

たびJAL

(運営)八重山観光フェリー株式会社 取消料 :な し

．
，

Ｉ
・

一
〓

・

ゴ Jレフ ・
設定期間 :201%1明 1日～202咋5月 31日 棚 日にて予約

に鏃 日

◆毎日2名 でのプレイI雀 約
◆那覇空港出発日プレイの場合、1700
以降に出発する便をご利用くださ。、

●71夕、日11018～ 124,7^‐ 19

●コースレイアウト118H16,244ヤート/PAR72
●アクセス :那 覇空港より車で約80分 じ中縄自動車道 t有料)経由)

●ブレイ形態 :乗用カート利用のセルフブレイ*帽子着用 メタルスバイク不可

●スタート1寺刻の目安 1午 前 650～ 850頃
(運営)金 秀商事株式会社

取消料 :2日 前30%前 日50%当 日100',

10/1～ 31、 411～ 5/31の 月～金曜日(平 日)

10¬ ヽ314¬ ^‐ 5131の
=卜

日曜日 祝日 休日

11¬ -3131の 月～金曜日(平 日)

11'1～ 3'31の 土 日曜日、祝日休日

現地お支払い代金 (1名様 )

カートフィー
4名 1組 12674円  3名 1組 :4674円  2名 1組 16674円
利用税ほか 1,005円

◆毎日2名 でのプレイ確約

0宮古空港到着日プレイの場合、11:30ま でに到着する便をご利用ください。

◇官古空港出発日ブレイの場合、1630以 降に出発する便をご利用ください。

●除夕十日112月 112129～ 113

●コースレイアウト:18H/6,912ヤード/PAR72
●アクセス :宮 古空港より車で約15分

●ブレイ形態 l乗 用カート利用のセルフブレイ

●スタート時刻の目安 :午 前/740～ 9:00頃 午後/1200～ 1300頃

(運営〉宮古観光開発株式会社

取消料 :な し

間

間
間

間

期

期

期
期

10/1～ 11/304/1～ 5/31
12,1-3131

現地お支払い代金 (1名 様 )

カートフィー
4名 1組 :2750円
3名 1組 :2,750円
2名 1組 110/1～ 11/30、 4/1～ 5/313,850円

12/1～ 3/317,150円
利用税ほか/845円

JALノしク
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代金 (1名様  1プレイ)『市 目薔NN9710L(午 前 )

A B C D

11,000円 I 4,5008 I B.00oE 25,700円

現地販売価格 (参 考〉

13,821円 17321円  ‐ 20321円 27,821円

代金 (1名様 /1ブレイ):m市目出NN9710M(午 前)NN9710N(午 後 )

A

午 前 12.500円 17,000円

午 後 11,900円 14,900円

現地販売価格 (参考 )

午 前 14,305円 18,705円

午後 12,655円 15,405円

亀縣訛」[昇滞需箭751劇■鮨:全豊鯉留記議t冑ヒ発i酔漁轟慟槙繹軋繭:ill[鰭亀僣雉凩絶l⑫:讐糊:
5日 前までに決定いたします。なお現地 でのスタート時刻は変更できません。●スループレイです。スタート後ラウント途 =

より設定中止になる日があります。●フライトスケジ■―ル ブレイの進行状況、日没等により 最終ホールまでブレイできない場合があります.そ の際 コルフブレイ代金の返全はありません,●乗用カートは 普通自動車運転免許が必要で

す。●コルフ場の都合により 年 |●T等 コルフ場の定める入場資格を満たしこtヽ ない場合 お申し込みをお断りする場合があります。また 現地にて不適li.者 と判断した場合 ブレイをお断りする場合があります.● コルフスタート時刻によっ

ては 朝食が召し上がれない場合があります.そ のli合 の代金′)払 い戻しはできません。 ■代金に含まれるもの :コ ルフブレイ料 |ク リーンフィー 諸経費 ,肖 費税等諸税)■ 代金に含まれないもの |キ ャディフィー カートフィー ロ,

カーフィー 利用税等  *現地お支払い金額は2019年 7月現在の料金 1参 考)で料金は変更になる場合があります.ブ レイ前にお客さまご自身にてご確認くださtヽ

間

間

期

期

オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
プ
ラ
ン

8時間コース
隔 品コード1 代金 (1台 )

29,000円 NN9340C 45,000円 NN9350C

宮古島

3時間コース

(宮古3島めぐり)

代金 (1台 )

13,500円 NN9442C

久米島

3時間コース

(久米島内一周)

ヨロン島

3時間ヨース

(ヨロン島内一周)

かねひで喜瀬カントリークラブ(本島中部)
エメラルドコーストゴルフリンクス(宮古島〉

開催コース
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プラン A B C D E

代金 (1名 様 3,000円 4000円 5,000円 6,000円 8,000円

NN9901 A NN9901 B NN9901 C NN9901 D NN9901E

ホテル名 メニ■― レストラン IBIC[2 E

由ホテル日航アリビラ

準僕ζ↑場岳罫事件晶

"は

営業) 1磯 1醸 1醸 |

和食/佐和 (要 予約,      _________

宅蒜ζ余稽よ喬]鐙箭日は営業)
1艤 1醸 1鰺 螺

ブッフェ/ハナハナ(要 予約 )

禾‖用不可日●2/28～ 1/4、 4′ 24～ 5/5 1饉

オクマ
プライベートビーチ &リ ツート

ビ■ソフェ/サーフサイドカフェ(要 予約 )

鉄板焼 阿檀 1姜 予約 ,

―ベキュー/ビーチサイド(要予約 )

ザ フセナテラス

洋食ブソフェアラティータ(要 予約)禾」用不可日11116

12/29～ 1/3、 3/20～ 224128～ 5/5_____―
―一

1燿

和食 /真南風 (要 予約)百 J用 不可日11/16、 12129～

1/33/20～ 22、 4/28～ 5/5    _ 尋博 畿

蜻鷲蓄£嘱調 /2磁論毀5]R 1竃
1゙ 翻

晶ィス

“

就壻i欝2馳l第盟5'N不 俸 警

ルネッサンスリツートオキナワ

]警許71品%ξitχ
フ鶴̈

ラレンチ 鉄板焼き/フォーシーズン(要 予約)

定休日水曜日 利用不可日■0/31～ 2/29
響

鸞蘇黛鯖:翌分早絲譜尾5見2/29

ザ雪弊蒜了得
=3と

χ瑳福ョ木田
利用不可日■0/31～ 2/29

艤
|

鮨

オーター′`イキンク マカンマカン

カヌチャベイホテル&ヴィフズ

洋食ブップI(フリー日リンク付き)/パラディ

滉多喘霜訃 27電爛匙 麟|

謂芳胚脅呆記7魏)STW～ 5
鍮

バーベキュー/ク ーワクーワ (予 約推奨 )

利用不可日11/1～ 3/31、 5/1～ 5
嚇

ステーキ/HOPE(予 約推奨)定休日本曜日
Dプラン利用不可日12/27～ 1/4、 o/1～ 5______ 鐵

オキナワマリオントリツート&ス アヽ た
予

↓

―
一鹸
謝
予

ホテルモントレ,中 縄 スノ`&リ ゾート

E_ソフェ/シーフォレスト(要 予約)

エスカーレ(要 予約)定 休日水曜日

/随縁亭 (要 予約)定休日欠曜日

バーベキュー/タ イガービーチカフェ(要 予約 )

利用不可日:11/1～ 3/31      _
警

ザ ビーチタワー沖縄

和洋バイキング/チュラティーダ(要 予約 )

利用不可日1'8

琉球料理/北谷ダイニング(要 予約 )

利用不可日118     ___
鰯 椰

バーベキュー
′
ヤンバルクソチーナ(要 予約 )

利用不可日12/1～ 20、 1'6～ 2,28 _ 鰤

リザンシーパークホテル谷茶ベイ

感ィ繁男得 鞭ぢ覗「|___ 鼎 警

中華/マンダリンコート(Cプラン要予約)

「
Aソ イ`キング、Cコース]

魯 論

-A+1-t\1+>, 

rlXL
/美ら浜 機

Okinawa Spa Resort EXES
天[D和洋創作(ワ ンドウンク付き)、 Eフレンチ(ワ ンドリンク

付き)]利用不可日¬2/21～

―

争 馨

沖縄かりゆしビーチリゾート
オーシャンスパ

雑喘でき
(雖

鯖li鳴612/30¬ /3

バーベキューブッフェ(バーベキュー食材2品付き)´

BBQガーデンCHl 利用不可日:12/30～ 1/3

ホテルムーンピーチ :顆鳥鞘櫂龍端ドコーH
ロイヤルホテル 沖縄残波岬

/花織

中菫/1jl翠  定休日:火曜日
理合 /ラ ファール 定休日:水曜日

―ヾベキュー/ロイヤルパーム

ササンビーチホテル&リ ツート

'中

縄
千中ブソフェ レイールt要 予約,_________
セットメニュー/サザンテラス(要 予約 ) 鵠

ムーンオーシャン宜里予湾 洋食セントメニュー/オーシャングリル(要 予約) 鵠 』

カフーリゾートフチ■ク
コンドホテル

セットメニ‐―/Dd&Carё (要 予約

百三ズアW而菖D面 ng The Orange(要予約)

約 )

|[忌
恣百 睛離 淵 ヒZ装駐が鰤% 喘

鰍 詰り8:壌り州 7]鴨逝 響

1酔
而言語蔀デう T/ォ ールデイダイニンクシリウス(要 予約 )

バーベキューセントメニュー/カペラ(要 予約

定休日木曜日          _
申 華 酷

|11::夕号γ
口 "ソ

禾J洋 滸バイキング(ワ ンドリンク付き)/マーセン

アグーのしゃぶしやぶ御膳/
メインタイニンク泉河 (要 予約 )

曹

メニュー. レストラン

澪、君 ,F」コスψラスワインまたはソフト円ンク
付き/要予約 )]

利用不可日 12,20～ 25
ホテル」ALシ ティal.覇

ダブルツリーbyビルトン
那覇首里城

洋食バイキンク(Bワンドリンク付さ)/フォンテーヌ(

定休日木曜日           __
ロヮジールホテル那覇

バーベキ■―(Dフリートリンク付き)

不可日:11/1以降

/サフラン(要 予約 )

不可日:12/22～
ホテルロイヤルオリオン

翡卜)]暉鯰 LT磁
`L醒ァートホテル石垣島

フサキビーチリツート
ホテル&ヴ ィフス

クランウィリオリツート石垣島
グランウィリオガーデン

石垣島ビーチホテルサンシャイン ―ヾベキュー/海辺のテラスまたは

ホテルグランピュー石垣

ホテルプリーズベイマリーナ

アメリカン/フ ァンキーフラミンコ

ホテルアトールエメラルト宮古島

久米島イーフビーチホテル

店舗名
B E

沖
縄
本
島

キャブテンスイン(乗 浜り占
鉄板焼ステーキ&イセエビ
*Aブランに|まイセエビはつきません。キャプテンズイ)

キャブテンズイン
サムズ セーラーイ 通り店 |

ステーキ&シ ーフード(要 予約)

*Aプ ランにはシーフードはつきましん.

サムズアンカーイン{E 椰

サムズ マ
ナムズ アンカーイン(宜 野湾店

◆Ryu銀ど寵][FSSC
琉球料理コース(要 予

紅豚しやぶしやぶコース(要 予約 )

目熙
回
到

1艤

石
垣
島

◆あじ彩石垣島

*BCプランにはアグー月家はつきません。みふね 椰 機 蹄

金牛 予約)定 休日本曜日

舟蔵 の里 重ヽ山郷土料理 (要 予約 )

宮
古
島

V LLAGE琉球の風
シギラリゾート敷地内

―ベキJ-1要予約 |
襦

JAL′マック
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す。詳しくはご利用施設にお問い合わせください。

オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
プ
ラ
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レ ン タ カ ー 職 定期間 :201簿 1鼎 日～2020年 6月 1調 棚 日にて予約 囲

〈運営〉各レンタカー会社 1取消料EE Xジヤルパック旅行条件書の取消料基準に準ずる。

オリックスレンタカー
「ジャルバックプレミア店JttlJHなら

全グラス新車登録から2年以内の車をご用意!

また、Sクラス(車種指定なし)なら新車登録から1年以内の車を確約|

さらに、Wi羽 lレ
ーターレンタル無鼎 l借蜘こ眼りあり/動Ⅷ不可

…

だ芋[亜罵力戦ド篠劃署曇]民:Lcrし
込みなら

Sグラス代金で低燃費の車 (車種指Dをご用意

醤壇Tワ尋げ要記璽黙肇雰現 壼爾 了『 身聟整菖李ξPヴェJ区定員50のい

ずれかをお選びいただけます(台数限定/禁煙草指定)。 ■除外日:12/28～ 1/3、

4/28～ 5/5ご利用開始分(延長1日コースはご利用日)

A閣間 :10/1～ 11、 10/14～ 31、 11/4～ 12/26、 1/5～2/21、 2/24～ 3/18、 4/5～

臨間:静%%ぢイ1'1～ 3、 12/27、 1/4、 2/22・ 23、 3/19～ 4/4、 4/25～ 27

利用日数
利用日/代金 台)単 位 呻

(限定 )A期間 BH

1日 間コース 4,900 5,400 NG9151 G

1泊 2日 間コース 8,200 9,200 NG9 52G
2泊 3日 間コース 11,400 NG9 53G
3泊 4日 F85コ

~ス 14,300 16,400 NG9 54G
4泊 5日 F85コ

~ス 17,700 20,30( NG9 55G
延長 1日 コース NG9 57G

*延長 1日コース・西表島コースは早決の設定はありません。
●利用開始日の前日から起算して30日前までにレンタカー会社、利用開始日、クラス、車種、利用日数、配返車場所・時間

などすべてのご予約が確定した場合のみ適用します。●一部キャンセル待ち状態や利用開始日の前日から起算して30日

前を過ぎてから予約内容を変更される場合は、おトクな内容の対象外です。

クイックチェックインサービス
トヨタレンタカー・日産レンタカー・タイムズカーレンタル

葺覇重および響瓢璽・暇U璽がお選びいただけます
‡壼罰炉易夢卿 夢3デlf呉進望まえ愁雀発≦纂裏姿生ζ

ランレンタカーのみ対象です。

環境にやさしい低燃費の車をご用意体島のみ)

フィットハイブリッド、アクア、フリードハイブリッド、ヴエゼル、ノートe‐ POVVER、 アクシオ、
プリウス、C‐HR

全車種カーナビ搭載
●カーナビは走行状況や利用条件によつては正常に作動しない場合があります。また、5年以

内の新設の道路や新規宿泊・観光施設はカーナビに表示されない場合があります。

(三三二二2)ETC標準装備 (本島のみ)

ホテルにて
配0返車が可能

配車・返車それぞれ
1,000円 (1台あたり)を現地払いで

ご利用いただけます(一部ホテルを除く)

膨多
「

覇禦曇艦副瓢紐 詔露りので、ご注意くださいめ

*タイムズカーレンタルはご利用いただけません。※一部ホテルでは対応可能時間が異なります。言羊しくは旅行会社にお問い合わせください。

対応可能時間 本 島 石垣島 宮古島 久米島

オリックスレンタカー 8:00-‐ 19100メ 8:30-19:30※ 8:30-18:30 8:30-18:30

トヨタレンタカー 8130-19130｀

日産レンタカー 8:30-19:30 9:00^´ 19:00

スカイレンタカー 9:00-18:00

レンタカー会社からのポイント
*45046ページのオプシヨナルプランレンタカー沖縄本島利用のみ対象です。

*ガソリン券は、各社が指定するガソリンスタンドでの

ご利用に限ります。

●那覇空港配・返車なら「」ALパックプレミア店(JALパック専用空港対応店舗)にて配車・返車が可能

●ガソリン券1,000円分付き(早決30プラン・基本プランいずれも)

●約30施設で使える「おきなわ満喫特典クーポンブック」付き(1台 につき1冊 )

●AUX(イヤホンジャック端子)装備。スマートフォンに保存した音楽を車のオーデイオで鑑賞可能。*機種によつては対応不可

●サムズレストラングループお食事券1,000円 分付き(1台 につき1枚)*ランチ利用不可デイナーのみ。

●「おきなわをもっと楽しむオリジナルクーポン」(約 30スポット)付き(1台 につき1冊 )

薇
ガリックスレンタカ…

p] rovora Bent a car
●ガソリン券1,000円分付き(早決30プラン・基本プランいずれも)*那覇空港店にて配車・返車の場合に限る。

●約30施設で使える「使つてトクするスペシヤルクーポンブック」付き(1台 につき1冊 )

●サムズレストラングループお食事券1,000円 分付き(1台 につき1枚)*ラ ンチ利用不可デイナーのみ。

●2泊 3日 間コース以上をご利用の方はガソリン満タン返し不要 (早決30プランを除く/12/28～ 1/3、 4/28～ 5/5ご利用開始分を除く)

Times cAR RENTAL ●サムズレストラングループお食事券1,000円 分付き(1台 につき1枚)*ラ ンチ利用不可デイナーのみ。

●サムズレストラングループお食事券1,000円分付き(1台 につき1枚)*ラ ンチ利用不可デイナーのみ。

●2泊3日間コース以上をご利用の方にガソリン券1,000円 分付き(早決30プランを除く)

●HAク ラス、HBクラスの車をご利用の方はガソリン満タン返し不要

●全車バッフモニター付きの車輌をご用意

田こ」菫菫コぼ螢聾四 レンタカー料金 (カーナビ料金含む)、 免責補償料金、保険 (下記「保険について」参照)、 消費税等諸税。

■直型生韮劇墜ЩL型四 有料道路料金、駐車料金、ガソリン代。

師口・・4輛 J̈鷲
聰 薦結編[ξξ碕 躍讐。

●対物補償 :無制限 (1事故限度額 )

●車両補償 :時価まで(1事故限度額 )

●人身傷害補償 :オ リックスレンタカー、トヨタレンタカー、タイムズカーレンタル、スカイレンタカーは1名 につき3,000万円

まで、日産レンタカーは1名 につき5,000万 円まで (介護を要する後遺障害 1、 2、 3級の所定の症状の場合

は1億 円まで)。

※搭乗者の自動車事故によるケガ (死亡。後遺障害を含む)につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償しヽたします。

※お支払い額はレンタカー各社カロ入保険会社の約款に定められた基準での実損をお支払いください。

聯肥臨靡艦艦蠣蝠鵬殷琲麓影趾歩薫lン黙ヅ兌艶ぐ聰易カーステレオ付きです。●走行距離に制限はありません。●利用時間の短縮による払い戻しはできません。ま ,

轟陽ミ精顆席繁舗笏l強誌り:篇[絣麟驚翠ξJ辟薄写禁調理認駅藝認慮?弱認£3賜7ご皇蒼努鰹
"ンオペレーションチャージが異なります。配車・返車場所●レンタカー会社指定営業所またはTギヤラリア沖縄(タイムズカーレンタルは除く)または旅スケッチ設定ホテル(タイムズカーレンタル、西表島および一部ホテルは除く)に限ります。言羊しくは旅行会社に

分望お鍵灌:実聖漏艦鰈:鷲沢電庭け鍮青暑蓄芽鱚 5曾#喘夕姜]顆輻 藁書急′聾魏藝几珀膨玲 i警輻驀
:褻撃賣轟鞣鱚種黎厖翼塚讐

'磨

撫曇/非蝙幾卜楊認嚇支青llII芝ど多扉霙|』譜臨糊:留ξ事鷺
曽鶉 は 2聰 鱚 鰯 1輩夕 櫂 儡 瘍 澁 蒻 翻

呵 激 霙 冬 儡 荼 謳 言リア 沖縄では、9100～ 20:00(日 産レンタカーは18:00迄 )の 間に配車 返車が必要です。(Tギヤラリア 沖縄の

前です g5覇空港対応店舗は lE寺間30分前 )。 ●ホテルにて西己車・返車される場合、レンタカー会社や島によつ1

ださい。
JALノマック
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1道路交通法上、チャイルドシートの着用が義務付けら

|れています。該当する方は、レンタカーご予約時にご
‐
利用になるチャイルドシートの種類をお申し出くださ

|い。チャイルドシートは1席につき、おとな 15人分の

|ス ペースを使用するため、乗車定員以下でもお乗り
‐いただけない場合やシートベルトが使用できないこ

|とがありますのでご注意ください。

オ
プ
シ
ヨ
ナ
ル
プ
ラ
ン

日崖レンタカプ '



■特に記載がない場合は禁煙車の設定です。

下記レンタカー会社・クラスにて車種がお選びいただけます。ツアーお申し込み時にお申し出ください。車種指定の設定がない場合またはご希望の車種が満車の場合は、車種指定なしでお申し込みください。

■表内困□目固因マークは、各レンタカー会社・クラスのご利用可能なコースを表しています。[困 本島コース/固 石垣島コース/日 富古島コース/固 西表島コース/因 久米島コース]

※写真は各クラスの一例です。 アクア セレナ

【車種指定一覧】

‐繭

…

Ⅲ ″ァ硼 |フ量鮨 鵬 困 力□―ラアクシオ       困 セレナ、ノア       困

トヨタレンタカー 力□―ラフイルダー         困

日産レンタカー マーチ           困 セレナ         困

タイムズカーレンタル デミオ             困 アクセラ            困 セレナ、CX8、 BVIW2201グランツアラー    困

スカイレンタカー ノートe‐POWEREE印燃日      困 アリオン、C‐HR       困 セレナ            困

【車種指定なし】

Wffitu,y2xv>rh- 伯 古島Iよ曇煙収 煙選択可)  困 □ 日 固 医 カローラアクシオ、ティーダラティオなど 困□Eョ因 セレナ、ステップワゴン、ノアなど   困固日因

トヨタレンタカー ヴィッッ、パッソなど    団 目 カローラフィルダーなど    困固日 ノア、ヴォクシーなど     困□目

日産レンタカー 誌 曇蒼儀進喜薦5  困□目 ウイングロード、ラティオなど    困 崎 垣当は離 峯指定)    困 固 日

タイムズカーレンタル デミオ、ノート、ヴィッツなど   困zョロ ヵごヱちヲ」房こなど    困□日 セレナ、ヴォクシーなど    困固日

スカイレンタカー り″ツ、デミオ、ノートなど   困□日 キューブ、アリオンなど    困日 セレナ、ヴォフシー、デリカD5など   困z目日

Tl」用日数

Sクラス代金 (1台 )単 位 :円 Aク ラス代金 (1台)単 位 :円 WAクラス代金(1台 )単 位 :円

間

間

間

期

期

期

Ａ

Ｂ

Ｃ

日用利
10/1^‐ 11、 10/14^‐ 31、 11/4～ 12/26、 1/5～ 2/21、 2/24～ 3/18、 4/5～ 24、 5/6^´ 6/13
10/12・ 13、 11/1～ 3、 12/27、 1/4、 2/22・ 23、 3/19-4/4、 4/25～ 27
12/28～ 1/3、 4/28～ 5/5

A期間 B期間 C期間 11宮 1壼1:111日 |
A期間 B期間 C期間 A期間 B期間 C期間 |…

1日 間コース
早決30 4,900 5,400 51900 NN□ 1■ lS 7,600 7,600 8,400 NN□ 1■ lA 13,200 13,200 13,800 NN□ 1■ lZ

基 本 6,200 6,700 7,200 NN□ 2■ lS 9,400 NN□ 2■ lA 16,500 16,500 17,200 NN□ 2■ lZ

1泊 2日 間コース
早決30 8,200 9,200 10,300 NN□ 1■ 2S 11,500 12,400 13,800 NN□ 1■ 2A 22,400 23,300 261200 NN□ 1■2Z

基本 10,200 11,300 2,400 NN□ 2■ 2S 15,700 16,500 17,300 NN□ 2■ 2A 30,800 31,600 34,600 NN□ 2■ 2Z

2泊3日間コース
早決30 11,400 13,000 4,500 NN□ 1■ 3S 15,700 16,900 18,700 NN□ 1■ 3A 29,100 30,400 33,700 NN□ 1■ 3Z

基本 14,200 15,800 7,500 NN□ 2■ 3S 20,400 21,600 23,900 NN□ 2■ 3A 38,500 39,800 43,000 NN□ 2■ 3Z

3泊4日間コース
早決30 14,300 16,400 8,500 NN□ 1■ 4S 20,700 22,400 24.500 NN□ 1■ 4A 40,400 42,100 45,900 NN□ 1■ 4Z

基本 17,900 20,000 22,000 NN□ 2■4S 26,500 30,000 NN□ 2■4A 51,400 53,100 56,900 NN□ 2■4Z

4,自 5日間コース
早決30 17,700 20,300 22,900 NN□ 1■ 5S 27,000 29,100 31,500 NN□ 1■5A 52,200 54,200 58,300 NN□ 1■ 5Z

基 本 22,000 24,700 27,200 NN□ 2■ 5S 33,900 35,900 38,400 NN□ 2■ 5A 65,700 67,900 71,900 NN□ 2■ 5Z

延長 1日 コース 基本 5,300 5,800 6,400 NN□ 2■ 7S 8,500 9,000 NN□ 2■フA 15,300 15,800 16,300 NN□ 2■フZ

1        商品コード国内 :車種指定 (本島のみ)=7、 車種指定なし=9  商品コード■内 :本島コース 1/石 垣島コース 2/宮 古島コース 3/西 表島コース 4/久 米島コース 5        1
※5泊 6日 間以上の利用をご希望の場合、4泊 5日間コースに延長 1日 コースを不足日数分追カロしてご予約ください。その場合レンタカー代金は4,自 5日 間コースの利用開始日を基準とした代金に、延長 1日 コースの利用

日を基準とした代金を加算してください。 JAL′ t/ク
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※写真は各クラスの一例です。 ノートe‐POM/ER プリウス

【車種指定一覧】

Wffituv?zvreii* ヴェゼル              困 プリウス、フリードハイブリッド             困

トヨタレンタカー アクア                   困 プリウス18L            困

日産レンタカー ノートe―POWER            困

タイムズカーレンタリレ アクア               困 プリウス、C HR            困

スカイレンタカー アクシオ             困 プリウス              困

利用日数

HAク ラス代金 (1台 )単 位 :円 HBクラス代金 (1台 )単 位 :円

利用日

A期間 :10/1～ 11、 10/14～ 31、 11/4～ 12/26、 1/5～ 2/21、 2/24～ 3/18、 4/5～ 24、 5/6～6/13
8期間 :10/12・ 13、 11/1-3、 12/27、 1/4、 2/22・ 23、 3/19^´ 4/4、 4/25-27
C期間 :12/28～ 1/3、 4/28～ 5/5

A期間 B期間 C期間 ‐1,蜀ξヨ:1里ヨヨ
| A期間 B期間 C期間 m

1日間コース
早決 30 6,900 7,300 7,800 NN7151F 7,700 8,100 NN7151 D

基 本 8,500 9,000 9,500 NN7251F 9,500 0,000 10,500 NN7251 D

1泊 2日間コース
早決 30 11,500 12,400 13,700 NN7152F 13,100 3,900 15,200 NN7152D

基本 15,700 16,500 17,300 NN7252F 17,300 8,100 18,900 NN7252D

2泊 3日間コース
早決30 15,700 16,900 18,600 NN7153F 17,300 9,100 20,600 NN7153D

基本 20,400 21,600 23,900 NN7253F 22,500 23,300 25,100 NN7253D

3泊 4B間コース
早決30 20,700 22,400 24,400 NN7154F 23,400 25,000 NN7154D

基 本 26,500 28,200 30,000 NNフ 254F 29,100 30,800 32,900 NN7254D

4泊 5日 間コース
早決30 27,000 29,100 31,400 NN7155F 30,200 32,200 34,300 NN7155D

基 本 33,900 35,900 37,900 NN7255F 37,000 39,000 41,100 NN7255D

延長 1日 コース 基 本 7,700 8,200 NN7257F 8,200 8,700 9,200 NN7257D

会社名
クラス

Sクラス(定員5名 ) Aクラス(定員5名 )

WAクラス
(定員8名 *CX8、 BMW220iグ ランツアラーはア名 )

オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
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クラス
会社名

HAクラス(定員5名 ) HBフ ラス(定員5名 *フリードハイブリッドは7名 )



JALパックのツアーに参カロで ア`イJレ がたまります。
」Abイレージバレク会員の方は、区間マイルの50%を積算いたしま丸

※マイル積算率は2018年 12月現在の情報です。予告なく変更される場合がありますのであらかじめご了承ください。

※経由地やご利用便の変更などにより積算されるマイル数が掲載のマイルと異なる場合、またマイレージプログラムのサー

ビス内容の変更 中止などの場合も、ジャルバンクはその責任を負うものではございませんのであらかじめご了承ください。

※マイレージサービスに関するお問い合わせ、登雀泉などはお客さまご自身で下言己までご石窪言忍いただくか、JALWebサ イトを

ス み し _が ン 銀 鰯 錢 無 議こち らが ら WW…
…

万市 /⑤ 毘

望40570‐ 025‐039 海外などからTEL:03-5460-3939

」ALマイレージバンク日本地区会員事務局 月～金8:00～ 19100/± 9:00～ 17:30(日 祝日年末年始休) 入会i斉みの方へ :お得意様番号を事前にお申し込み先へお伝えいただくと、マイル登録がスムーズです。

お車をご利用のお客さまにお車をご利用のお客さまに

(新千歳空港まで車で約3分 !)

新千歳空港ロングターム駐車場 特別割引代金
※お申し込みは出発日の前日から起算して7日前までとなります。

詳しぐ Webサ イト

"Oま
たは旅絵 祖こお問い合わせください。 国

嘔 緞
Net P■ omoter・およびNPS・ は

ベインアンドカンパニー

フレッドライクヘルド

サトメトリックス システムズ

の登録商標です

「すべてのお客さまが」安心してご旅行を楽しめるよう空港から旅先までJALグ ループでお客さまをトータルサポートします。

お手伝いを希望されるお客さまのご旅行相談サポート WWW・ jal.co.jp/tour/support/

ジャルバックでは1つ 1つ のご意見を大切にし、より満足い

ただけるよう改善実行、安心・信頼のご提供に努めます。

|ジャルパック お客さまの声を形こ  1捧 .籠驚

旅 行 乗 倒卜 (要 約 )お 申し込みいただく前に、このページと各コースことのこ案内や注意事項等を必ずご確認ください。 20196

隕募集型企画旅行契約 この旅行は、株式会社ジヤルパック(以下「当社Jという)が旅行を企画して実施す

るものであり、お客さまは、当社と募集型企画旅行契約 (以下「契約」という)を 締結することになります。また、

契約の内容 条件は、本バンフレット、旅行条件書、確定書面 (旅 程表)お よび当社旅行業約款募集型企画旅行契

約の部によります。

躙旅イ予契約 の申 し込 み・旅イ予契約成立  (1)所 定の旅行申込書に所定事Irlを記入のうえ 次に定める申込 ※ 取 消料匹コ左記マーク付きのオプショナルプランも上記適用

金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料若しくよ違約料の一部として取り扱います。  注)「日帰り旅行 (ツアー)」 に限り、a、 bの 取消料は( )内の期日とします。

旅行代金

(お 1人様 )

10,000円 未満 30,000円未満 60000円 未満 90,000円未満 90,000円 以上

申込金 3000円 6,000円 12,000円 18,000円 旅行代金の20%

(2)当 社および当社の受託営業所 (以下「当社ら」という)は 、電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による

契約の予約を受付けます。この場合、お客さまは、当社らが予約の承諾の旨を通矢□した日の翌日から起算して3

日以内に旅行申込書と申込金を提出していただきます。(3)契 約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受

理した時に成立するものとします。(4)旅 行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼつて21日前まで

に全額お支払いいただきます。ただし、20日前以降にお申し込みされた場合は、お申し込み時に金額お支払い

いただきます。

M旅行代金 旅行代金は、特に注釈のないときは満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の

方はこども旅行代金を、おとな。こどもの区分表示がないときは満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用

します。

M添乗員 添乗員同行と記載さllた コースを除き、添乗員は同行しません。旅程表およびお客さまが旅行に必

要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さまご自身で行つてい

ただきます。また、悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなつた場

合は、当該音Б分の代替サービスの手配や手続きはお客さまご自身でイiつていただきます。

鰈取消料等  契約成立後、お客さまのご都合により契約を解除される場合は旅行代金に対してお1人様につ

き次の料率の取消料を、所定の期日までに旅行代金のお支払いがなく当社が契約を解除した場合は取消料と

同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除さllる 場合は、ご参

加のお客さまから運送・宿泊機関等の(1台 /1室 当たりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそllぞれい

ただきます。

※ 1取消料田頭 左記マーク付きのオプショナルプランは上記適用

*上記表内の「旅行開始後Jとは添乗員もしくま現地係員が「受付Jを行なう場合は「受付」完了後。「受付」がない

場合は最初に航空機に搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査が終了した時となります。

*お客さまのご都合により旅行開始日 コース・利用便・宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も契約の解

除とみなし、上記取消料の対象となります。ただし、旅行開始日の6日 前以降の変更はできません。

*各コース・オプショナルプランに適用取消料が記載されている場合はその取消料を適用いたします。

*オプショナルプランは利用開始日を基準として適用されます。

M旅行条件・旅行代金 の基準期 日 この旅行条件は、2019年 7月 1日 を基準としています。また旅行代金

は2019年 7月 1日現在の有効な運賃 料金 規則を基準として算出しています。

鰈 ご注意 (1)お 客さまのご都合によるご予約便や旅程の変更はできません。(2)交 通渋滞など当社の責に帰

すべき事由によらずご予約便にお乗り遅れの場合、あらたに航空券をご購入いただきます。また、ご予約便の

払い戻しもできません。(3)悪 天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅イiサ ービスの受領ができなく

なつた場合、当該旅行サービスに対する取消料等の費用を差し引いた金額をお客さまに払しヽ戻します。ただし、

代替サービスの宿泊費・交通費等はお客さまのご負担となります。

隋個人情華長の取 り扱 いについて 下記受託販売欄に記載の受託旅行業者等および当社は、申込書に

記載された個人情報について、お客さまとの連絡のために利用するほか、旅行において運送 宿泊機関

等の提供する旅行サービスの手配のための手続き、または当社の保険の手続き、並びに旅行先の免税

店 土産品店でのお客さまの買い物の便宜のために必要な範囲内で利用します。

*そ のほか当社の個人1青 報取り扱いに関する方針については「旅行条件書」および当社Webサ ィト(PC)

(httpノ /WWW jatcojp/tours/footer/p画 vacy htmOを ご参照ください。

コース内容や空席状況のことなどお気軽にこ相談ください。

050‐3155‐3333(IED:瀾「lξ
00

葛罵存尚 、ジ漏孝昴訪ニク極Ⅲ冨ぶ。た量晃午J用しておりま九
(電話番号は「JAL Sales Web」 にこ案内しております。

取消日

旅行開始日の前日から起算してさかのはつて
d)旅行

開始日前日

e)旅行開始日

当日 (fを 除く)

f)旅行開始後
または

無連絡不参力]
a)21日 前まで
,主

`11日

前来でヽ
b)20日 ～8日前
う
=(10日

～8Fl前
c)7日 ～2日前

取消料率 無料 20% 30% 40% 50% 100%

オプショナリt

プラン
取消日

利用開始日の前日から起算してさかのぼつて c)利用

開始日前日

d)利用開始日 e)利 用F■ll。 後
または無連絡不参力]a)4日前まで b)3日～2日前 当日(eを 除く

取消ll率 無料 20% 20% 50% 100%

ツアーの検索がますます便利になりました。お好みの旅が簡単にみつかります!

JALパック 国内
wwwjal.cojp/domtOur

旅行企画・実施

株式会社ジャルバック
観光庁長官登録旅行業第705号

〒■40-8658東 京都品川区東品川2‐ 4‐■■野村不動産天王洲ビル

@真盈よ祟 贔 迪 鰊 套T昌
ミ も 、 、 ロ

叩

曇紹ヒK卜 116210049

◆お問い合わせ。お申し込みは
く受託販売〉

旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う営

業所での取引きの責任者です。このご旅行の契約に関

し 担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠

慮なく下記の旅イi業務取扱管理者にご質問ください。

Bむ賦
亀
掌h・W・

だ勝01231-24-2121
NAT璽ノース・スター・トラベリレ

ずl

発行日12019年7月 9日  1907/DN 発行所:株式会社ジャルパック 無Lll複製・転載を禁じます。

お客きまアンケ■卜にご協力ください


	JALPAK沖縄01
	JALPAK沖縄02
	JALPAK沖縄03
	JALPAK沖縄04
	JALPAK沖縄05
	JALPAK沖縄06
	JALPAK沖縄07
	JALPAK沖縄08
	JALPAK沖縄09
	JALPAK沖縄10
	JALPAK沖縄11
	JALPAK沖縄12
	JALPAK沖縄13
	JALPAK沖縄14
	JALPAK沖縄15
	JALPAK沖縄16
	JALPAK沖縄17
	JALPAK沖縄18
	JALPAK沖縄19
	JALPAK沖縄20
	JALPAK沖縄21
	JALPAK沖縄22
	JALPAK沖縄23
	JALPAK沖縄24
	JALPAK沖縄25
	JALPAK沖縄26
	JALPAK沖縄27
	JALPAK沖縄28
	JALPAK沖縄29
	JALPAK沖縄30
	JALPAK沖縄31
	JALPAK沖縄32
	JALPAK沖縄33
	JALPAK沖縄34
	JALPAK沖縄35
	JALPAK沖縄36
	JALPAK沖縄37
	JALPAK沖縄38
	JALPAK沖縄39
	JALPAK沖縄40
	JALPAK沖縄41
	JALPAK沖縄42
	JALPAK沖縄43
	JALPAK沖縄44
	JALPAK沖縄45
	JALPAK沖縄46
	JALPAK沖縄47
	JALPAK沖縄48

