
舅二″ ro 札幌0函館0旭川0帯広0釧1路 0
女満110青森0三沢OTA「田0山形発

妻証手醗絆
ト″■―昌

ポ

瓶 早めのお申し込みがおトク!
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※オリックスレンタカー ジャルパックプレミア店の場合

〈沖縄本島レンタカーDEチョイス》コースがおトク!

専用店舗利用で配返車がス
「

ズ:

沖縄美ら海水族館など21施設で使える「めんそ"れグロポ冽付き!

ガ ソ リ ン 満 タ ン 返 し 不 要 :>曲 3《
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先着順でグレード乃 プ!

《追11代金rJし》
ハイプリッド車:

ル¬ムグレーコ、プ:
※いずれも対象コース限定 >P2

・“醐孫 晰覺翻L
JAL鶴機瞼罐鬱饉
饉配布期間:2019年 10月 1日 ～2020年 3月 31日
」ALグループ沖縄路線沐にご搭乗
いただいた方に、クーボンブック
「ちゆらナビ」をプレゼント。

詳しくは
」ALびあちゆらナビ い

沖縄の隠れた
魅力や新 しい
情報を美 しい
写真 とともに
世界に発信 :

陽りがとう」に未来を穀t   札幌発 〈那覇チョイス〉3日間 基本ホテル/基本フライト利用(おとな1名様)

ISISIリ

|:10
Π
Ｕ 円

2orelO l1>zozo.5/31



ジャルバックのツアーに掲載の全ての施設を対象として、年間を
通し高い評価を受けた施設を下記の3部門で表彰しました。

お客さまアンケー トの評価が ジヤルバックが目指す商品の企  ジャルパック商品の販売に
総合的に高かつた施設です。 画にこ協力いただいた施設です。 ご協力いただいた施設です。

ジャルパックがおすすめする施設です。
く左言己マークが目印です。顔J手酢ぐ

お申し込みと同Ⅱ寺に座席のご希望を承ります!

～窓際・通路側・並びなどの指定が可能です～
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。

JALパックのツアーに参カロでマイルがたまります!

JALマイレージバンク会員の方Iま、区間マイルの50%を積算いたします。
写墓覇肇紹桑摺蠍 蹄 じめご豫ください。 ぶ 罐

JAL SKY NEXT蘭僻見融鷺んkyne苅 /面1/
機内Wi口Fiサービス
お客さまご自身のWi― FI対応端末でインターネット接続をはじめ、
さまざまなビデオプログラムや、リアルタイムで楽しめるライブ丁∨
などの機内エンターテインメントをお楽しみいただけます。
JAL運航または」TA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れる
ため、飛行状況や天候によつては接続が不安定になることがございます。

」ALマイレージバンクに関するお問い 移 0570‐025‐ 039 海夕|な どからTEL:0354603939
月―金 800～1900/± 900～ 1730(日 祝日年末年始休)」ALマイレージバンク日本地区会員事務局

羽田空港機体整備工場を無料で見学していただけます。 囲 圃
パノラマ映像で格納庫
をバーチャル体験。

>こちらからアクセス: 難
●対象 :4ヽ学生以上 *小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。
【参力]に際してのご注意l

●集合場所から見学iしまでの交通費はお客さま負担です.

●lll内 は見学いただけません。
●見学当日 整備状況により1`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Jとなる場合があります.

●写真およびビデオ撮影は、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LIFり します。

見学時間は下記のどちらかをお選びいただけます。

集 合:9:15羽 田空港
見学日:10月 ～5月の金・土・日躍日・祝日

(ただし、10/4・ 5、 10/22、 11/16、 12/27～ 1/4、 4/3、
5/31よ 除く)

※旅行出発日(13時以liの出発便をご予約ください)こお申し込みくだ
さしヽ.旅行最終日はお申し込みいただけません。 r肺目薔NN0102A

集 合:12:15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
(ただし、10/5、 11/10、 11/16、 11/24、 1/4は除く)

半旅行出発日(16時以降の出発便をご予約ください)、 または旅行最l_2

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。

憮
鰈
鰈

呻 NN0104A

*詳細は「旅行条件書Jの「4お申し込み条件(5)Jをご確認ください。

こ高齢の方や病気やけがにより特別な配慮、措置を必要とする方は、お伺いした内容によりこ相談に応じさせていただきますのでお申し出ください。
例 :ご高齢のお客さまへ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。*内容によつてはご要望 こお応えできない場合があります。

旅行会社の皆さまへJAL sates 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。

【利用便】●フライトスケジュールにより、便名 発着時亥Jが変更となる場合があります。また、お乗り継ぎのお客  【食 事】 ●年末年始のお食事は、記載されている内容から年末料理またはお正月料理に変更となる場合があり

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」表でご確認ください。                ます。●夕食場所は特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

聰 胚 :囮靱  饒
靱 鰈 鰤暫hiの場合はツイン+エキストラベッド、ソファーベッド、スタツキングベッド、デイベッドのいずれかとなります。●客室写

裔餡籍囁訃絣籠善憂σ颯絆斃話瓢に馴E]が判朧彦:瑯麺ざ撻attilξ轟釉誕轍鰤摯黎のご用意です。なお、「おもてなしJ「ポイント」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。

となに準じた、もしくは数品少ない程度の料理内容となります。また、一部施設においては、お子さまメニューと駆lm雹蠍 ■靱 蝠 袂 /蹄脚 評勒
蠅

躇躙 問 闊
磋 繹 貪 盃 鑢 珈 [

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料が記
載されている場合は、その取消料を適用します。

…
              ス ニジをき曽くだきい。

副 =鷲ξ尾基縄楯げ螺偏魏樫配:鼠屁[樫≧壼講魏さま
□ 農甚τ   □ 霧ツ

プ」 し
 財 奎げ

場
  □ 続 織       ご自身で宿泊施設にご確認ください。

国は呻属)圃 縫場あり 回震峯場あり 囲無料Ⅷ捐 圃有料Ⅷ■  |■■t蘇時智雅亀旱碍昇竜分畑霧祗紆 調暮]子要です。
□歴]チエツクイ卿  EEIア リ チェックイ卿  OUTチ エックアウ団寺刻 CEDレイトチェックアウ同寺刻  帥 重 舅 贋 11躙 鍋 篇 予 想』蛎 響曹蝋 :Lさぃ。
②端泉付きホ列レ ∴=ニッコホ刀レズ・インナショカレ ″二Wttγ①=ホ刀開ALシティ    園ルN=逓資畿 鰈ゝ げ要ど再事鍵暮蒙黎懸靱『薯借お:日前から獲画日添5脊諄贄層|』あ靡 轟抒噌緞認駆恭]詰イ判用      喫煙禁煙選択可=風旧埴藁易[:暫聾また電忌ま喜:鰊、言聟曇脚 さぃ。

回 =ll。 利用(各 自負担) 辱甲 =」ALう たばす停車ホテル ト詳しくま6ページ                喫煙可   =喫 煙可能です。
日読華

留埋蓋肇 轟 争
(ご利用側 こよつてはフリ タイムがおとりできない場合があります0     全室禁煙  =儡

讐籠秘鯰攀賜熱 、
禁ヾ煙ですJヽ刀 に より喫煙所や一部スペースで

日鍵 ヨ●躍 □=朝食付き                                            ■特に記載がない場合、当ノヾンフレットでは禁煙の設定です。

●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。●WI日 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、一部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期間は宿泊施設にご確認ください。

―
W. ブ55th/

JALノマック
1

た0」ALマークよ趙 ALの kびマニュ刀囲にて詳し回青報が鑑 いただけます.ぽ 嗣 露 7躙 鴨 町
)∝己載あ る卵 よ陸視 A出こて議 約の際Jコ塚 酸 畑 定オプション鋼 よりごfltく ださい。

]ンは当パンフレット掲載コース(一部オプシヨンは対象コースが限られます)こ 参力]の方のみこ禾1田いただけます2
●ホテルからのおもてなし ポイントの内容は 「たびJALJにて詳しい情報がご覧いただけます。各メニューはご利用にあたつてお客さま自身による事前のこ

一職

webサィト(PC)でも当ツアーの情報をご覧いただけます: 55周年 専用サイトはこちらから

尋 ‐1踊霞1腋

■ ■ ||‐ ■ ■
■ |1鰤

～SKY'MIUISEUIM■
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。



旅 行 代 金 が 害 J引 :6臥 様あ劇 ※早
1601■

lン5出発よりご利用いた潤れ

【設定コース】〈」ALうたばすで巡る沖縄本島〉〈沖縄本島 レンタカーDEチョイス〉(ホテル日航アリビラスペシャル〉〈リゾートステイ〉〈アイランドチョイス〉

7なら、1泊につき25000円割弓I出発60日前までに予約完
●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。●「こども添い寝旅行代金J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日前までに同室のお客さま全員の航空
機、宿,自 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出発日の前日から起算して60日 前を過ぎてから予約内容を変更される場合は、おトフな内容の対象夕|で す.

追ilλ金なしでハイブリッド車にグレ
=再
詳しプ: )調語っペジ

なしでルームグレードアップ:

【設定コース】

追加代
〈ホテル日航アリビラスペシャル〉〈リゾートステイ〉 *ご旅行予約時にお申し出くださしヽ。

*設定ホテルは限られております。
*ご利用条件はホテルによって異なります。また、対象除外日が
ある場合があります。詳しくは各ホテルページをこ覧 ください。

①帥―ス』(ホ…刀ビ]"閂鵠蟄…カジャ′bパック専F
「オリックスレンタカ…ジャ′bパックプレミア店」利用コ=スをご用意!

沖縄本島発のオプショナルプランで大自然を満喫!

>詳しくは3,4ページ

●GO:GO:やんばるバス観光
●どきどきヤンバルンチャーノヾギーライド ●チービシ・ナガンヌ島

八重山SR会プレゼンツ
(八重山ホテル営業予約担当者会)

「あちこ一こ―」とは沖縄方言で「あつつあつ」の意。
冬でも気温15度以上の日が多い、あったか―い

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!

煎
2019年 11月 1日～2020年1月 31日

…
                 (宿 泊日基準 )

ご希望の方は各宿泊ホテルフロントヘお声掛けいただき、キャ
ンペーンのご案内&専用応募用紙 (QRコ ード、抽選券)を お受け
取りください。応募用紙又は専用サイトこ必要事項をご記入い
ただき、ご応募ください。来2020年2月 下旬厳選なる抽選の上
当選者を決定いたします.

*上記は八重山SR会実施 運営のキャンペーンです。詳しくま各対象
ホテルにお問い合わせください。
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つくろう!

沖縄旅行の思い出
2019

※3歳未満及びこども添い寝旅行代金でご参力]の お子さまは対象外です。※本キャンペーンはインターネットスマートフォンより専用ページヘアクセス
いただきご注文ください。詳しい内容、フォトブックの注文方法は旅程表と一緒にお渡しする「ご案内書面」にてご確認ください。X本キャンペーンではお
客さまの搭乗便情報の入力が必要です。旅程表と一緒にお渡しする「eチケットお客さま控」は大切に保管ください。

Tギヤラリア沖縄 by DFS免税ショッピング もつと満喫 特輿 *,中 縄本島にご宿泊の12歳以上のお客さま対象
対象コース 〈」ALうたばすで巡る沖縄本島)(沖縄本島 レンタカーDEチョイス)(ホテル日航アリビラ スペシャル〉〈本島リゾートステイ)〈那覇チョイス〉
●5,000円以上お買い上げで、ゴディバチョコレート(お 一人様1箱 /2ピース)※ チョコレートが品切れの場合は他のギフトに変更。

Tギャラリア沖縄 (]B覇 市内/免税店)のご案内
CALL匡 RA  I●男I覇空港から直接け根● JF口 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)●お買い物は復路便出発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・t ・`    lr路 便出発30分前まF)刃 [覇空港々らヽ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F80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 (,中 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い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
lllIEU N巨 9130A *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

=ノ
ク
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19419円相当J・m料!



■設定期間:2019年 10月 25日 、11月 25日 、12月25日、202∝「 1月 25日 、2月 25日 、3月 25日 禾U用日にて予約

〈貸切バス会社名)那覇バス株式会社 1取消料口夏
〈旅行企画 実施ジヤルバック〉た磯AL

代金 (1名 )

3,000円 NN9055A

約 1:寺間30分
大石林山にて昼食 約 1時FB5

悧 辺戸1,各自自由イi動 約20分

一囲

切り立った岩が林立し、昔から聖なる地として
伝えられてきたパワ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。

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1甲 。天候がよければ北に鹿児島県
の与論島が望めます。

0那覇市内ホテルから
J皓「エリアまでバス移動。
移動中もゆつくり過ごせます。

②レM曰跡山」ではジヤルパック
専用ガイドがご案内。
やんばるの大自然を楽しく
理解する事ができます。

0選べる観光。「嗣 または
「沖縄美ら海水族館」を
事前にお選びいただけます。

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 |よありません。●ご乗車の際はバス係員に「旅程表」をご提示くだ
さい。●季節・天候・道路。その他の事情により予告なしにルートを変
更 割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、左文字 (下線):入場
観光地を表示しています。●バス乗車中はシートベルトの着用にご協力
をお願しヽいたします。●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 :バス乗車
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」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。

■
11.

やんばる国立公園
指定区域

鰈
=  メ.

那覇空港  ・| ‐
鍮 |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。

ジンベエザメが悠 と々泳ぐの大水槽や、オキちやん劇場の
イルカショーなど、見どころがたくさんあります。

■設定期間:2019年 10月 1日～2020年6月 5日 ご利用分 禾」用日にて予約 靡 簡覧魔どきツア~ズに伽‖
おとな(1鶴瓢光D

代金 (1名 ) r需躍国 (限定)

2,500円 NG9015L

― 雀高呉_。4～1嘘のお子さまはおとなの方
イ翌

ヤンバルンチヤー集合 (開 始時間の 15分前)→バギー乗
車方法説明→オフロードコースにてバギー乗車体験→や
んばる森林コース乗車体験→森林散策 (約 15分 )

●開始時間 :

①9:00②10120011:40013:00b114:20015140
※いずれかをご予約時にお申し出くださしヽ。

●所要時間:約 18寺間
●代金に含まれるもの :バギー乗車体験代、着替え (Tシ ャ
ツ・短パン)レ ンタル代、長到iレ ンタル代、雨天時雨具レ
ンタル代、森林散策ガイド代、保険料、消費税等諸税

●最少催行人員 :1名
*3歳以下、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力]い ただけません。
*4～ 10歳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。
*汚れてもよい服装でご参力]くださしヽ。
*出発時間によつては、ホテルでの朝食はお取りいただけな
い場合があります。その場合のイt金 料金の払い戻しまで
きません。

ヤンバllyンチャーー.0

JAL′マック
3

オプシヨナルプラン
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オプシヨナルプラン
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■設定期間:2020年 1月 1日～3月 31日 ご利用分 矛」用日にて予約
(ただし、ホエールウォッチングプランは3月 22日 利用まで)

褥艤
熔鑢頌唸磯

言十しく|よ

〈運営)株式会社とかしき
取消料:前日30%、 当日開始前50%、 当日開始後100% たOJAL

従
那覇泊港北岸 とかしき事務所集合 受付900→那覇泊港9:30発→ナ
ガンヌ島10:00着 →フリータイム～お選びいただいたプランをお楽しみ
ください～ナガンヌ島13:00発 →那覇泊港13:30着
●イt金に含まれるもの:往復乗船料、施設使用料、選べるプラン代 (詳 しく
は下記)、 保険料、消費税等諸税 ●最少催行人員 :1名 ●妊娠中の方は
1運営会社の安全上の規定によりこ参加いただけません。 *3歳以下の選
べるプラン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。 *海洋状況の理由により3歳以下のお子さまの乗船をお断りする場
合もあります。 *チービシ ナガンヌ島は環li保全等の為島内への飲食
物のお持ち込みはお断りさせていただきます。 *渡嘉敷村条例で、渡嘉
敷村環境協力税を別途現地にてお1人さま100円 をお支払いいただきま
す。(高校生以上対象)*運 航状況をとかしきからお客さまへご連絡をい.` 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。

ナガンヌ轟

||■■■■■■■■  ■■■ |||
|― ■ 燿 ン ヌ 轟 逓 海 で タ デ 争 な 議 そ う～      ‐
‐ ●所要時間 60分                        ■
| ●代金に含まれるものi乗 1台料、ライフジャケット、ウォッチングカイド料
‐ *ク ジラは日によつて出現ポイントが変わります.,ク ジラに遭遇できない
. 場合があります。クジラに遭遇できない場合も払い戻しはできません。
*海上は風も]なく、寒くなる場合もあります。また水し

`ヾ

きや雨でぬれる .
‐ 場合もありますので防寒具や雨具をご用意ください。        ・
■ *双lPK鏡 タオル 酔い止め薬などはお客様ご自身でご用意ください。
. *ハイヒールなどかかとの高いゴロお骨りやすいのでご遠慮ください。  ・

み ・‐・‐‐・・・
‐●■■■‐■‐■|‐■11■■|111■1■‐■|■■.______

■‐■‐‐‐――-1二二111、‐■二illi:i■i上|■」二血―■

|,:■ |●IIII●■■lllII=■■|■IF●●■|■■●■■■■■■|||■●■■||■||
・ ■|‐ |‐   ■l―・ :爆       ■IJli・・ 飲麟轍饉蠅蠅巡曹¶麟醐職醸機醐鯉織蠅澱職幽朧爾涸翻灘・

゛鳥■11ヂ警暉甲卜鶴爾隕隕艤艤躊鑢爾麟爾鐵爾鸞爾爾爾轟 も
‐ ・         ]目L置目L‐   ■~‐ 1111・■■‖‖‖W難幣鱗‖ ・If-: : -:"

|■ 冬 で 鶴 ゃ っば りヶ 争 マ の 海 の 中 を 見 て み た しヽ ～ ||■ 轟 働 罵 を 感 じな が ら セ ダ ウ =イ で 島 内 散 策 ～  |
■ ●所要時間 60分                       ■ ■ ●所要時間 15分                        ■
| ●代金に含まれるもの :乗船料、使用機材一式 (ウエットスーツ含む)●  ■ ●代金に含まれるもの iセグウェイ講習料             ■
| )16歳 以上対象                         ■ ■ *身長 1 45cm以上対象                     |
| *中 学生以下は保護者の同伴が必要です             ・  ■ *悪天候時はこ杯J用いただけません。現地にて他メニューをご利用いただ・
‐ *飲酒された方は安全上の規定によりこ参力]い ただけません。    ・  ■ きます。                            ・
*中耳炎、ぜんそく、蓄膿症、てんかん、糖尿病、心臓病の方はご参力0し  ヽ | *飲 酒さ71た 方は安全上の規定によりご参力日しヽただけません。
ただけません。その他通院中、またはお薬を服用されている方は、医 | ・   ._‐ __._‐  ‐ ―       ‐  ‐   ― ‐‐

]l暑爾炒囃蜃鯰判邸ポ吻吻吻吻緻囃颯鱚⑮隕瑕屁l

*おとな こども同額 *3歳 以下のお子さまで選べるプラン不要の場合は
現地にて保険料として1名につき500円 のお支払いでご参力]いただけます。

師の診断のうえ、ご参力Bください。

一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一

■設定期間:2019年 10月 1日～2020年6月 4日 ご利用分 禾」用日にて予約 (旅 行企画 実施 ジャルパック)取消料『 調 たび」AL

●定員4名。2名以上4名までに1台の配車。1名様でのご
利用はできません。おとな こども旅行代金でご参カロの2
名様以上でお申し込みください。●こども添い寝の方は
適用条件の人数に含まれません (料金も不要)。 ただし、
乗車定員には含まれますのでご注意くださしヽ。●普通
車利用。●配車受付時間は、原則として7:30～ 19:30。
配車受付時間外の配車をご希望の場合には5,000円 (1

台)を現地にてお支払いください。●配車・降車場所、配
車時間をご指定ください。ホテル配車 降車はご宿泊ホ
テルのみ。●待ち合わせ場所/那 覇空港 :1階至」着□
ビー、ホテル :フ ロント、Tギャラリア 沖縄 :Tギヤラリア1

階おもろまち駅エスカレーター横 (エ レベーター向か
い)●有料道路料金、駐車料金などは含まれません。●
途中観光はできません。●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しヽたしますの
で、ご予約時にご旅行中の連絡先をお申し出ください。

那覇⇔リゾートホテル間の移動に!

対象エリア・ホテル

ホテル日航アリビラ(*)復 路はホテルJALシティ那覇での降車も可能です.,

オクマプライベートビーチ&リゾート
テル(カ ヌチャ以外
リゾート&ス パ、沖|

カヌチャベイホテル&ヴィラズ
ホテルオリオンモトブリゾート&ス
〔恩納村南部 南部地区ホテルl

ルネッサンス リゾートオキナワ、ココ ガーデンリツートオキナワ、ロイヤルホテル沖縄残波Ш甲、
リザンシーパークホテル谷茶ベイ、ホテルムーンビーチ、ホテルモントレ沖縄スパ&リ ゾート、
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート、カフーリゾートフチャク コンド・ホテル、サザンビーチホテル&リ ゾート

レンタカーがなくても人気の観光地への
移動が簡単に!

那覇空港‐恩納村‐名護‐本部エリアを通る
定期運航バスです。
1日 26便 (往路・復路各13便 )と便数も多く
各リゾートホテルヘの移動にもおすすめ!

県庁北鶴 、        ■   |
蝉 瞬

蟄 :蝶 1又 臨

=‐

轟 朝

(旅 行企画 実施 沖縄エアボートシャトルヒヒP)た渕 AL
取消料:当 日100%

Xl小学生のお子さまは2回乗車券の設定がありません。当日現
地にて乗車運賃をお支払いのうえ、ご利用ください。
●代金に含まれるものフ スヾ乗車料、消費税等諸税
●最少催行人員 :1名
*6歳以下の未就学児無料 (小学生以上1名につき1名まで)

*フ リーフヾス3日間はご利用開始日より3日 間有効です。2回 乗車
券は1名様で往復のご利用または2名様で片道ずつのご利用が
可能です。
*お席の予約はできません。満席の場合はご乗車いただけません。
*全席自由席 禁煙です。また、バスに化粧室はありません。
*一部のバス停は乗車または降車のみ可能です。また 便によつて
は通過するバス停があります。運行ルート 0寺刻表等、詳しくは旅
行会社にお問い合わせください。*写真はすべてイメージです。

代金(1

フリーバス3日間 らとな(中学生以■l 3,900円 NN9616G2,900F

2回 乗車券
けとな(中学生以■l

こども(」学生)

NN9616H
× 1 設定なし

JALノ
=ノ
ク
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|オプシヨナルプラン
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■設定期間:2019年 10月 1日～2020年 6月 5日 ご利用分 禾」用日にて予約
備瀬ックギ並本入り豪

ホテルオリブンモトプリツート&ス プヽ
Iメ ラルドご―

'前



■全レンタカー会社・全クラス禁煙車のご利用です。

■レンタカー会社 :本島…オリックス、卜∃夕、タイムズカーレンタル、日産、スカイ、フジ /離島 (石垣島・西表島)"オ リックス
■利用クラス:本島…SoWAクラス /離島 (石垣島・西表島)¨ Sク ラス

Sクラス(定員5名/フィット、ノート、ヴイッツなど同等クラス)、 WAクラス(定員8名/ステップワゴン、ノアなど同等クラス)

A期間 :10/1～ 11、 10/14～ 31、 11/4～ 12/26、 1/5～ 2/21、 2/24～ 3/18、 4/5～ 24、 5/6～6/7
B期間 :10/1213、 11/1～ 3、 12/27～ 1/4、 2/2223、 3/19～4/4、 4/25～5/5

上記Sクラスレンタカーを
追カロ代金なしで
ハイブリッド車に
グレードアツプ! *ジャルバックプレミア店配返車は除く

35000円
・アクアまたはフイツトハイブリッドいずれかをご用意
*車種のリクエストはお受けできません。
対象コース:ホテル日航アリビラスペシヤル、本島リゾートステイ、那覇チヨイス

ジャルパックプレミア店のご利用なら
新車登録から2年以内の車をご用意!

さ らにWi日Fiルー ター レンタル無 料 !(台数に限りあり/事前確約不可)

u出世却曙〕ζJ鶴稀轡ζ苺窪五否5薯詔菫盾33莫II

…
□内 :本 島 5/石垣島 2/西表島 4
■内iSクラス Q、 Ⅳ`Aクラス T 陶

注 目 :

先着順で
おトク:

禁煙車指定

日 剛ｍ利用日数 全日 全日 A期間
12,500円

B期 間
1日 間
1泊2日 間

2,000円 3,000円 15000円 NG94□ 1■

4,000円 6,000円  1 17,500円 21,000円 NG94□2■
NG94□3■2泊 3日間 6,000円 9,000円

12,000円
23,500円 29,000円

3,白 4日間 8,000円 36,000円 40,000円 NG94□4■
4泊 5日間 10,000円 15,000円 46,000円 49,500円

15,000円
NG94□5■

延長1日 2,000円 3,000円  1 12,500円 NG94□7■

中■オリックスレンタカー⇒フリードハイブリッド、
フィットハイブリッド、ヴエゼル 隔評編目
Iド当タレジタカニ導ラグラ麟藉島壼

…

111'';'11lli:I

泰黎熙旱ヴ馨八凩甲
"粥
讚

(ヽM Fiル ーターレンタルはプレミア店営業時間内のみ受付)    ____

会社では貸し渡し時に運転者のお名前、ご連絡先などのお申し出が必要です。また、過去にご利用時における駐車違反処理を行つていない場合は、貸し渡しができない場合

があります。また、利用期間中の交通違反は返車までに反則金のお支払いをお済ませください。●運転中に事故などにあわれた場合でも、当社は代替サービスの手配はできません。●車種のリク
エストはお受けできません。原則と

してオートマチック車 カーステレオ カーナビ付きです。カーナビにつきましては走行状況や利用条件によつては]

[喜:菖:lili:3ξ l::!:lii:4:阜 [屏ililiili:]:i

鰊 儡 躙 趙 ざ儡 暦軋 鰈00～20100(日産レンタカーは18:00迄 )の間に配車 返車が必要です。(Tギャラリア 沖縄の免税店でのお買じV

1頸鯉 | | ‐`■ lr■ `・ :'|‐  |■ Ⅲ ‐■=‐11 1■■■ ■́ |■ ‐‐|´ l i :‐ ‐‐■■‐■11  ■
通:=贅 ll法 上、リャイル|:Ⅲ …卜のrF離が義務111jう 増ています三亥当する方は,レ ンタ l・ ―こ予1年

時にこr■|になゃチ| 「́桂11■ 1,'■蓼生埜萱し出くたさいチヤイルドシート|■ 1席に,■ ,あと
漱l~■鵡板べi女差後角bるたい1誕季震集以下でもお乗りしヽ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。

含0鷹 離 糠 保膨は下信計保園 こつ国 参照ほ瀬 稽 説
■Eil1 1日ビ■{`セ″lnl■,■
有料道路料金、駐車料金、ガソリン代。

保険 補償は予告なく変更になる場合があります。
●対人補償 :無制限 (1名 につき、自賠責保険を含む)

●対物補償 :無制限 (1事故限度額)

額雪隧荼疹3,ITttL嗣務象 L■1鐵三ヒヘ撃ち鍋 部婆ぞ織
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)こ つき、運転者の過失害J合 に関わらず、損害額を

9曇墨転蹴 レンタカー各社加測 果険会社の約訓 こ定められた基準での実損お 支払いくだ
“

。

ジャルパックの
お客さま限定だから
短い待ちEき間で

JALノ《ック
5 応営業所は18寺 間30分前。)

Sグラスレ〕



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。美しい景色を眺めながら
聴く調べは心地良く、旅情をそそります。
■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 45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日は這ル→

*実際の車両と異なる場合があります。

◆新登場温泉&ランチルート: ◆晴雨兼用傘の貸し出し!

◆オリオンビールまたはさんぴん茶1本、おしばりをご用意
利用日にて予約 ◆毎日運行:◆ltt(無料 Wi…籠 〕 コンセント設置

回 古宇利島・美ら海号

古宇利ビーチ散策 各自自由行動 約20分  _"___,一 ―――一一―――――――一――-11
壼漫劉壼=2E憂翌             争申甲申

`F熟

夕492     1:

「沖縄美ら海水族館」など必見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!f   ッ測代金(1名様):おとな。こども(3～11歳)500円

雖

「ずヽ―卜響サ苺―Jとぶストカ…ド屯撫

「プイス』勝亀憾fぜ島ざしヽ1驚たは「Ψ殿爾…ルヽ書本 i

|‐ |||11111                1
1海岸沿いにアメリカンテイストのカラフルな建物が建ち並 ‐

|び、グルメやショッピングを楽しめる人気のエリア.夕方や |

|ライトアップされた夜の街並みはおすすめの撮影スポット|

|で す.※ ホテル日航アリビラ・ホテル オリオン モトブ リ|

|ソ ート&スパで降車のお客さまはご参加いただけません。|

海洋博公回(沖縄美ら海水族館(各自払1.850円 〉)|
各自自由行動
約2時間50分
沖縄美ら海水族館
写真提l■

1海洋博公園)

各自自由イ予動 約2時間

(降車 :ホテル オリオン モトブ リゾート&スパ |

から備瀬フクギ並本入□まで徒歩約5分/片道)|
各自自由行動 約 1時間

ホテルオリオンモトブリゾート&スパ 15:45着/15:50発 (2月 15～ 3月 31日 は15:35着/15:40発 )

※ホテル オリオンモトフリゾート&スパから乗車の方は観光地の立ち寄りはありません(2月 15日～3月
31日 は北谷 美浜アメリカンビレッジに立ち寄ります)が、他ホテルヘの移動に利用できます。

ホテル」ALシティ那覇 1840着 (2月 15日～3月 31日 は2050着 )

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

降 沖縄かりゆしアーバンリゾート ナハ 19:10着 (2月 15日～3月 31日 は21:20着 )

乗=乗車場所、降=降車場所

ロワジールホテル那覇 フ:40発
沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ フ

通常おきなわワールドルート

ガンガラーの谷ガイドンアールート
12～3月 限定

ユインチホテル南城 温泉&ランチルート
キング10'
ルちんすこ

劉31機と
)篭黎乗 |ホテルJALシティ那覇 920発

首里城公風(首里皿正殿G悪動量塁型日注各自自由行動 約 1時間30分
ご予約時にいずれかをお申し込みください。(当 日の変更は不可)

::::]:::]::ill::]|]ii]国

睦lDI おきなわワールド経由 11:50頃着/12:00頃 発

ユインチホテル南城 各自自由行動約 1

12～ 3月眼定
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」こご入浴後、こだわりの食材を使用したランチブッ
フェをお楽しみいただけます。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]温
力]水を一切していな
い自然の恵みそのま
まの、美肌成分が多
い源泉 かけ流 しで
す。眺望抜群で昼は
青い空と海をお楽し
みいただけます。

"南城市の有機野菜を中心に使用した沖縄
料理・和・洋。中50種
以上のメニューと、
パティシエお手製の
スイーツをお楽しみ
いただけます。

●代金 :通常代金3,950円 のところを2,5∞円(おとな。こども同罰 でご利用いただけます。
専用商品コード 上記 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 ●最少催行人員 11名
*おきなわワールドの立ち寄りまありません。
*「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

縄体暇センターユインチホテル南城
*写真はすべてイメージです。

ぃ さn■J■|■麗颯諏店屋予N輩[]I JALうたばす |1攣 率゙ )

斎場御嶽(各自払:300F⊃ 各自自由行動 約 1時間20分
*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」甲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 うまんちゆ市場 各自自由行動 約30分
*定休日(不定休)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。

鰤颯謬蝙濶鞣馘蜃輻餞顆渉鳳魏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しヽ。>詳しくは上言3(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。●乗車可能車いすサイズ :高さ
1,600mm/奥 行 1,200mm/幅 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つてお願いします。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 (部屋数に限
りがあり、ご用意できない場合があります。また、階層や眺望の条件が変更になる場合や追力0代金がかかる場合があります)

ガンガラーの谷
約1:寺P8520分

ロワジールホテ

しアーフヾンリゾートナハ 19:00着
バス走行距離/最大約91 km

パワースポットを散策しよう:

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)ガジュマルは必見|

除外日¬1/22～ 24
鶴代金: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。専用商品コード上記 で
お申込みください。議出発時間:13:00(12:45集 合)鰺所要時間:約 18寺間20分
罐代金に含まれるもの1ガンガラーの谷ツアーガイド代、保険料、飲み物代 鰺最少催行人員 1名
*森の中を歩きますので、靴・長袖・長ズボン 市冒子着用をおすすめします。*車いすご利用のお客さまは
こ参力]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 南都

」ALう たばすの ご案 内 ●最少催行人員 1名 ●定員制ですので満席になり次第締め切らせていただきます。●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J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Jをご提示ください。●多客時の1曽車対応、整備などのやむを得ない事情により、特別塗装車でない
場合や通常のバス (大型 Jヽ型)、 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、バスガイドは付きません。●季節 天候 道路 その他の事情により予告なしにルートを変更 割
愛する場合があります。また ルートに記載している発着時亥J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ll。 ●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対してのご案内です。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いたします。●各
観光地における入場 入園料金、昼食イt(ユ インチホテル南城 温泉&ラ ンチルート除く)は 含まれません。●こども添い寝でご参力Bのお子さまで座席を必要とする場合は旅行出発前にご予約が必要です。●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しヽ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 :バス乗車料金、消費税等諸税。 JALノレク

6

|オプシ●‐ナル|プラン

バス走行距離/最大約246km

古き良き沖縄の風景が残り、パワースポットと
しても注目を集めている南部ルート。12～3月
限定で「温泉&ランチ」ルートもご用意!

躊 覺瞼饉趙躙鰈涎゙鰈彬



1スで快通!

手軽に沖縄観光′
バス観光付け:

―

I願理9冨鵬闘顧巡扇

瓶

旅行代金がお1人様1'自につき

「Ｊ
Ａ
Ｌ
う
た
ば
す
」

で
巡
る
沖
縄
本
島

■出発日:2019年 10月 1日 ～2020年 3月 29日 の毎日発
(設定除外日:10月 26～28日 、12月 3・ 4日 、1月 6～ 8日 )

■食事:3朝食付き ■最少催行人員:1名

●ご利用便は14ペ ージをご覧ください。                       X=お 客さま負担

程 靡 已曇燿ぼ実1蒼諸 懇 秒 ξ晶鰤 稽恣 姜 B葉り継ぎがご利用いただけます。
他発地は羽田空港での乗り継ぎ便利用に限ります。

(注 2)宿泊ホテルにより出発・到着時間は異なります。各ホテル欄をご覧ください。

日剛 ザフ三手|:帥夕謝ξttg鍋胤 はぉ申腱みが必要です嵐酬
>詳しくは8ページ

艤朝食券でランチまたはスイーツブツ
フェまたはバー18寺 間飲み放題利用可
(スイーツブツフエ、バー1]寺 間飲み放題
は滞在中1回)簸記念日のおもてなし磯2
連泊以上は滞在中「三重城温泉 島人の
湯J利用可

本館 スーペリアツイン

巨更顧理褻麗選藤萱nlュ準曇皇鼻4重に1室 )

ホ
ル
追

』
お
と
な

ど
も

出発フ40/至J着 18:55(2月 15日～3月 31日 は21105) 出発 8:40/至 J着 18:40

※ルートの詳細は6ページ

|‐ ■ ||||

:   各自自由行動 約20分

・各自払600円 約40分

各自自由行動 約2時間

各自自由行動 約 13寺 間

■■|lti
輻

●洋室・スタンダードフロア(1～4名に1室 )

●匝]14:00回 ]11:00
●那覇空港より車で約10分
(那覇うみそらトンネル経由)

●ゆしヽレール「美栄橋駅Jよ り徒歩約10分

□回圃囲1…
(」ALうたばす 発着時刻〉

出発 フ:55/至」着 19:10(2月 15日～3月 31日 は21:20) 出発 9:00/到着 19:00

(」AL

I霧『 百¬に再ア雇砺ξT百:40(2月 15日
～3月 31日 ま2050) 出発 9120/至 」着 18:20

'ヽ

ズ走行距離
最大約246km

ホ
,レ
追
カB
代
金
お
と
な

ど
も

JALノマック
7

語,藤うたばすガイドが三線演奏と島唄で案内する
|■|バス観光付き:>詳しく諸記
|ヽ.2日目■■■■■‐ |■ +3日目■■■■■■‐
1211人気のF沖縄美ら海水族館入館券J付き:

各自自由行動 約2B寺間50分

各地ヽ‐(注 1)那覇空港 ム 各ホテル四

宿泊 ●下記よりお好きなホテル

ホテル→終日バス観光 →ホテル 18:40～ 19:10頃 着
(2月 15日～3月 31日 は20:50～21:20頃 着)

〉で観光(注 0(注〕

鏡難輔 郡繰Cい薄〉で観光粧2(注4)

18:20-19:00頃着          那覇(,自 )
ホテル→終日バス観光→ホテル

宿泊 ● 1日目と同じホテルに

ンダーより宿泊1'白 ごとのアルフアベットをご参照のうえ、各ホテルの追力]代金(1)白あたり1名様)をご覧ください。

鍮朝食券でランチの利用可癬朝食券でバータイム
分飲み放題またはケーキセツト利用可 (12/13
12/2425利用を除く)醸朝食券2枚で夕食1回
可 (12/13、 12/21～ 2512/30～ 1/2利用を除く)

●[m15:00回コ1100
●那覇空港より車で約7分切5覇うみそらトンネル経由〉

―

オプショナルプランレンタカーはP.5 時刻表はP.14

鱚 購 蒻

2 □

3
□

4 國■各ホテル● 那覇空港(注1)Ⅲ各地 団



がだM緬 購翻
三線演奏

=島
唄嵐

ご案内

Wi-Fiez*at
」ALうたばすの座席に
コンセントが設置してあります。
充電器をお持ちいただければ
お手持ちの端末の充電が可能です!!

うたばすガイドは、修学旅行やイベントでも演奏を披
露しているメンバーです。気さくで個性豊かなガイド
が皆様を沖縄の雰囲気へ誘います。三線の音色を聴
きながら車窓からの美しい景色をお楽しみください。

「Ｊ
Ａ
Ｌ
う
た
ば
す
」

で
巡
る
沖
縄
本
島

..11::::::||

諷
圏

20円・各自自由イ予動 約1時間30分 ・各自払1,100円 ・各自自由行動
・各自食事 約2時間40分

饉翻翻鰤隋磯鸞褥 せふあうたさ
。各自払300円 ・各自自由行動 約 1日寺間20分
*車 いすをご利用のお客さまへ/
蠍 喜蝙響易蓬亀キ罵暮品悪3雪背翼E議露設、。

那覇市内

刃5覇空港囲
｀←

k・
古宇利島 美ら海号
首里 南部めぐり号

●写真はすべてイメージです。

」ALうたばすのご案内 ●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)を表示してしヽます。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対してのご案内です。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。〈貸切バス会社名)刃5覇 バス株式会社 バス走行距離は上記をご覧ください。

lm需日R4日間=NS9684□  *□〓札幌・函館・旭川・帯広・釧路・女満別発 :H、 青森・三沢・秋田・山形発 :U  回路口■:定型コース型 *車いすでの乗車をご希望の場合は、下記をご覧ください。  |

(単位 :円)

本L幌発 基本代金 A B C D G H | 」 K L M N ○ P Q R S T ∪

４
日
間

お
と
な

3名 /1室 57,300 67,800 90,800 97,800 112,800 142,800
2名 /1室 51,800 54、 800 56.800 58.300 60,800 63,800 67,300 70,800 72,800 75,800 81,800 89,800 93,800 100,800 107,800 115,800 137,800 145,800 i53,800
1名/1室 65,800 72,800 87,800 107,800 114,300 121.800 146.800 76,800 184,800

こども (3名/1室) 51,300 53,800 56,800 57,800 58,800 62,800 65,800 68,800 74800 77,800 81800 87.800 113,800 116,800 120,800

出発地
旅行代金差額

函館発:+3,000 旭川発:+5,000 帯広輸‖路発:+6.000 女満別発:+9、 000
青森・三沢発:+15,000

秋田発:+13,000/山 形発:+13,000
●ロワジールホテル那覇 スーペリアツイン、ホテル」ALシティ那覇 沖縄かりゆしアーバンリツートナハは上記基本代金にホテル追加代金を力]算してください。 ●4名 1室利用の場合は、3名 1室基本代金に追加代金を力B算してください。
●発地によつては上記の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必要です。詳しくよP14を ご覧ください。

ご利用のお客さまへ (」 ALうたばすは車いす用リフト付きです)車 いすにお座りいただいたままご乗車いただけます(1日 1名様限定)。車いすでの乗車をご希望の場合は6ページのご案内を必ずこ確認のうえお申し出ください。

旅行会社の皆さまへ
車しヽすのお客さまとご同行のお客さま全員の座席を右記画 で乗車日にてご予約くだ
さい。一度お預かりし、手配でき次第ご回答いたします。お座席の確保ができない場合に
は、通常座席でのご案内とさせていただきます。

*実際の車両と異なる場合があります。

ガンガラーの谷ガイドツアー たOJAL
除夕十日ヨ 1/22～ 24
利用日にて予約
■出発の前日から起算して7日前までに
旅行会社にて予約

■代金 :(お とな)1,500円
通常代金2,500円 のところ1,500円で
ご利用いただけます。保護者同伴の小
学生以下は無料
●出発時間113:00(12:45集 合)

●所要時間:約 18寺 間20分
●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
●最少催行人員 :1名
*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力]いただけ
ません。
〈運営)株式会社南部

■ 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J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いただけます。どち
らも海を一望でき、跳望抜群です。

『
1市 目団(限定)NG9031A

師 画 面 孫 ]■辮 製 足響需
算してフ日前まで こ

■代金 :(おとな・こども同額)2,500円
通常代金3,950円 のところ2,500円 でご利用いただけます。
*阪ン`の男 は車いすご沐J用のお客さまはご参力Dいただけま
●所要時間:約 1時間50分
●雌 に含まれるもの1,α卦斗、昼劇t ●民り曹 子メ侵 :1名
〈運営)ウェルネスリツ

｀
―卜沖縄休暇センター ユインチホテル南城

●旅行行程表に明示した往復航空運賃 (イロ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み)、 宿泊費、食事代、2・ 3日 目」ALう たばす乗車料金、「沖縄美ら海水族館」入館券代 (未使
用の場合でも払い戻しいたしません)、 前記以外の各地での観光入場料金 各地での食事代は含まれておりません。消費税等諸税。

JALノ C/ク
8
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，
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一・一一一一一一̈
，一

先着15名様限定
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3～6歳 (未就学児)

(ザ ブセナテラス、ザ ビーチタワー、
かねひで恩納マリンビューパレス、
かねひで喜瀬ビーチパレスは3～ 5歳)

*施設により、現地にて施設使用料が必要です。
詳しくは各ホテルをご覧ください。     .
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■出発日:2019年 10月 1日～2020年5月 31日 の毎日発
(宿泊施設により除外日があります。詳しくはホテル欄をご覧ください。)

■食事:3日間=2朝食付き4日間=3朝食付き5日間=4朝食付き6日間=5朝食付き
■最少催行人員:2名

出発日カレンダー …
0453¬   口鵬口″定型コース型

|卜 帯広・訓路 女満別発 :H、 青森・三 U

追力[代金で、AまたはWAクラスにグレードアップできます。(いずれも響霧靖定)

*レンタカーご利用にあたつての詳細|よP5を

翻需目田:4日間 =NS9454□ :定型コース型
卜帯広瑠‖路・女満別発:H、 青森・三沢・秋田,山形発:U森・三出発日カレンダー

:5日間=NS9455□   ―
:定型コース

]=本L幌・函館・旭川 帯広・ H、 青森・三沢 秋田・山形発 :U 出発日カレンダー
:定型コース

□=札幌・函館・ :H、 青森 三沢・秋田・山形発 :

各地0ぃ に 1)ヨ5覇空港→レンタカー(注2)各ホテル 各地

終日國■●レンタカーをこ沐」用いただけます。  各地

スマイルホテル那覇シテイリゾート/パシフイックホテル沖縄  基本代金

4名/1台 1室
3名/1台 1室
2名/1台 1室

こども(34名 /1台 1室)

4名/1台 1室
3名 /1台 1室
2名 /1台 1室

こども(3・ 4名 /1台 1室)

4名/1台 1室
3名/1台 1室
2名 /1台 1室

こども(3・ 4名 /1台 1室)

4名/1台 1室

2名 /1台 1室
こども(34名 /1台 1室)

●上記基本代金にホテル追カロ代金が必要です。●邦ⅢⅢ■

'■“

い■

'●
ザ・ブセナテラス、ロワジールホテル那覇は3名 /1台 1室代金までの設定です。 ●発地によつては上記の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:ま フライト差額が必要です。レ詳しくは14ページ

JALノレク
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写71イプリッ脚蒻に追加代金なしでグレードアッ:ガ

店舗さらに′Ⅳi‐Filレータ"レンタル編脚
カー〃ツ%ηレンタカロジヤ|レlレクプレミ,/ry″ムーズ脚

呻 配
">言羊しくよ5ページ

喫舅潔僣鮒じめ、ゎ んそ一れグー  付きJ人気スル 入園雰嗜
例鴨体島27施設総額7272肩廂自分 下調協議醍ヨ回ご利用いただけます。リ

*お 1人様 1枚 (こ ども添い寝のお子さまを除く)

`導
那覇空港から車で約80分 (約 80km)*

`ヽ
那覇空港から車で約60分 (約 50km)'`

`ヽ
刃Б覇空港から車で約35分 (約 16km) 薔

|け リッ″ /フィッν lイカ ガ 弓た Jレ フリール |イル ッハ トヨ″ アクな ど同等クラスリ

猶ホテルでの有料臓車場料金不要J

ホンダ/フィットハイブリッド(―例)

台数/c限リカゞあります訪 約はできません。

プレゼントがしらえる

● ■峰 :.

`い
那覇空港から車で約5分 (約 3km)

`ヽ
那覇空港から車で約100分 (約 93km)* `ヽ

那覇空港から車で
約135分 (約 122km)*

MAPO～0は設定ホテルの  ④・0
ある地区です。P ll～ 13を

`ヽ
那覇空港から車で約30分 (約 15km)

で約20分 (約 10km)

*上記所要時間とキ回数は有料道路利用の場合の目安です。(運 営)各施設 *写真はすべてイメージです:

屁

1国ビオスOEI次歯,

鰊

JALノ
=ノ
ク
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ただし、客室のご利用人数は同一のご利用人数です。

*〈ホテルからのおもてなし〉があります。詳しくはお申し込み旅行会社にお問い合わせください。    |た OJA‖

●ホテルおよび宿泊日によっては追加代金が必要です。下言己宿泊日カレンダーより1泊ごとの宿泊日をご確認のうえ、各ホテル
追加代金(1泊あたり1名様/おとな ことも同額)をご覧ください。基本ホ列脚代金琢蕩易撃謝5鯉場覧解鑓縣黎璽響l瞥1灌写身囃金が必要です

●洋室・メインコテージ(2～ 4名に1室)

●⊂□14:00[日 11:00
●那覇空港より車で約100分
(沖縄自動車道く有料〉経由)

□ 図 (無詢□ 回 囲  全室禁煙
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●朝食券を次のしヽずれか1つ に変更可〔ランチ/ラ
ウンジにてサンドイッチセット(お 子さまはケーキ
セット)/ラ ウンジにてワンドリンク&おつまみ1品
(バータイムのみ)/クラフトメニュー(―音5メ ニュー
を除く)/館内レストランにて昼食または夕食時に1

枚あたり2.000円 (お 子さまは1,000円 )相当とし
て利用可〕 ●朝食券2枚で夕食1回 ●記念日の
おもてなし ●アクテイビテイ割弓νヾス付き

●朝食券でランチの利用可
●記念日のおもてなし

●朝食券2枚で夕食1回 ●プール 大浴場料金不
要で利用可 (それぞれ1泊につき1回 )

〈2連泊以上の6～11歳のお子さまに)
●スケッチブック&クレヨン付き

●洋室・スタンダードルーム(2～4名に1室 )

●匝D14:00回 Dll:00
●那覇空港より車で約15分
*日曜日12:00～ 18:00は トランジットモール (歩行
者天国)が実施されるため、ホテル正面道路は車両通
行ができません。沖映通り→ニューパラダイス通りよ
リホテル駐車場へお越しください。
●ゆいレール「美栄橋駅」より徒歩約8分

●朝食をランチに変更可
●レンタサイクル2時間利用可

●朝食をランチに変更可
(2連泊以上のお客さまに〉
●館内温泉施設「ジユラ紀温泉美ら海の湯J

l回利用可
〈3連泊以上のお客さまに〉
●夕食1回 (12/28～ 1/4、 5/1～ 5利用を除く)

●言己念日のおもてなし
●お子さまにフリッパーズプログラム
(2連泊 (4/1～4チェックインは3連泊)のお客さま
に)●ランチ1回 、山田温泉1回
〈3連泊以上(4/1～ 4チェックインは4連泊以上)の
お客さまに)●ランチ2回、山田温泉2回

)

(2～ 4名 に1室)

除外日:10/1～ 3/31

隋
ぜ

●朝食券でランチの利用可 ●朝食券2枚で夕食1回
●未就学のお子さま(こども添い寝・同伴幼児含む)

に滞在中夕食付き *バイキングにておとなの方の
食事と同席の場合のみ
●ソヾターゴルフまたはテニスコート1時間利用可
●リザンこども広場30分利用可
〈2連泊のお客さまに)
●ランチ1回 (3連泊以上は適用不可)

〈2連泊以上のお客さまに〉●スパ1回
〈3連泊以上のお客さまに〉●夕食1回
〈4連泊以上のお客さまに〉●スイーツバイキング1回

JALノレク
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Ⅲ ■ ィ:ンリユーをご`用意

匿][回囲  全室禁煙

●洋室(2・ 3名に1室 )、和洋室(4名に1室 )

・]蝠 ;83 妻モ襲肝証

匡}有料)図 (有糊 □ 回 囲  全 室 禁 煙

●洋室・スタンダードルーム/海側 (2・ 3名に1室 )

洋室・デラックスルーム/海側 (4名 に1室 )

4‐T“ イド
ユT'ご用意 8:侶墨檀優り肇Y属 ;:丞6中縄自動車節 粉 経ロ

塵藪 無籾 図 (有糊 □ 回 囲  全 室 禁 煙

●朝食券でランチの利用可 ●朝食券2枚で夕食1回
●記念日のおもてなし
(2連,自 のお客さまに〉●エンジョイプラスクーポン
2枚 (3運泊以上は適用不可)

(2連泊以上のお客さまに)
●館内大浴場施設 (森の湯・海の湯)l DAYパ ス
ポート付き *利用開始日～翌日11時まで利用可
〈3運泊以上のお客さまに)●夕食1回

Pll～13の31ホテルの中から1,自ずつでも、
連泊でも自由に組み合わせてご利用いただけます。

●洋室・スーペリアツイン(2～4名に1室 )

●匝D15:00回 ]12:00
●那覇空港より車で約70分

全室禁煙

●洋室・オーシヤンウィング オーシヤンツイン

〔施設使用料 (1泊 /1名様):1,200円 (3～ 6歳未就学児))

●洋室 スーペリアツインコーストビュー(2～4名に1室)

●匝D14:00回]11:00
●那覇空港より車で約60分

占⑬暑]滸碧的置奎笙盟

上記基本ホテル追カロ代金に



●洋室 ツイン(2～ 4名 に1室 )

●I N114 00 0U¬ 1100
●那覇空港より車で約60分(沖縄自動車道(有料)経由)

日□1..□.有凋 回囲  全室禁煙

●記念日のおもてなし ●お子さま(こども添い寝
同伴幼児含む)にキッズプログラム

●朝食券でランチの利用可

施設使用料 (1泊 /1名様):550円 (4～ 6歳未就学児)

*1

●クッキングセットレンタル50%割引
(3連泊以上のお客さまに)●夕食1回 (12/31～
1/2、 4/2フ～5/5利 用を除く)

(施設使用料 (1泊/1名様)550円 (3～5歳)   )

●朝食券2枚で夕食1回
●館内利用券500円 分付き(1泊 につき1枚)

●スポーツクラブ50%割引(月曜日定休)

●朝食をランチヘ変更可
●滞在中ノヾレーパーキングサービス
●滞在中スノ■サウナ スポーツジム利用可

記念日のおもてなし  レンタルカート(5名乗
り)50%害J引 (12/29～ 1/3、 5/1～5利用を除く)

3～6歳の未就学のお子さまに(こども添い寝含
む)滞在中夕食付き、3～6歳のこども添い寝のお
子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
(2湮,白以上のお客さまに, アクティビティチケット
付き(2連泊は1枚、3連泊以上は2枚 )

13連 ,自 以上のお客さまに)夕食1回付き(10/11
～13、 11/1～ 3、 12/27～ 1/5、 1/10～ 12、 3/19
-21、 4/29～ 5/5利用を除く)

●朝食券でブランチまたはランチの利用可
●滞在中約100種類のサポートアイテム利用可

●朝食券でランチの利用可
●記念日のおもてなし

●滞在中バレープヾ―キング ●朝食券で長寿朝食
ルームサービス利用可 ●言己念日のおもてなし
く3連泊以上のお客さまに)●「EXES Fan Card」 付き

(施設使用料 (1泊/1名 様)880円 (4～6歳未就学児))

●記念日のおもてなし
(3連泊のお客さまに〉
●夕食半額割引券1枚付き(4連泊以上は適用
(4連泊以上のお客さまに)●夕食1回

(施設使用料 (1泊/1名様):550円 (3～5歳)   )

3～ 6歳のお子さま(こ ども添い寝含む,こ滞在中
昼 夕食付き、3～6歳のこども添い寝のお子さまに
滞在中朝食付き *いずれもおとなの食事と同席
の場合のみ

(2連,白以上のお客さまに)ラ ンチ1回付き
(3i重 ,自 以上のお客さまに)グ ラスボート1回 利

JALノマック
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●洋室 スタンダードツイン(2名 に1室 )

和洋室(34名 に1室)

●匝]14:00 0UT ll:00
●那覇空港より車で約50分
(沖縄自動車道〈有料〉経由)
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●那覇空港より車で約70分
(沖縄自動車道〈有料〉経由)

□ (無凋 回 囲  全室禁煙

●洋室(2～4名に1室 )

●コロ1500回□ 11:00
●那覇空港より車で約90分
(沖縄自動車道〈有料)経由)

●洋室(2～4名 に1室 )

●1lШ 1 5100 0UT111 00
●那覇空港より車で約70分
(沖縄自動車道(有料〉経由)

●洋室 デラックスナチュラルオーシャンビュー/
海lEl(2・ 3名 に1室)

O N14:00回コ11:00
●那覇空港より車で約75分(沖縄自動車道(有料〉経由)

日 □ (無勘 □ 回 囲    全 室 禁 煙

ホ
テ
ル
追
加
代
金

2名/1室

19500円

2f

23500円 26500円
３‐
一５‐

62

●,羊室 ツイン(2～4名に1室 )

●llШ 14:00 0UT ll100
●那覇空港より車で約80分
(沖縄自動車道(有料〉経由)

□□(酬□回囲

●洋室 スタンダードルーム(2～4名 に1室 )、

不□室(2～4名に1室 )

●匝D1400匝 ]1100
●那覇空港より車で約70分

●朝食券でランチの利用可 ●朝食券2枚で夕食 1

回 ●フィールドスポーツ50%害 J引

〈2連泊以上のお客さまに)●オーシャンビュールー
ムをご用意(TD室除く)

〈3連泊以上のお客さまに〉●夕食1回

(施設使用料(1泊 /1名様)1,100円 (3～ 6歳未就学児))
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●言己念日のおもてなし ●CoCoスタイル
(2連泊 (3/14～ 4/4チ ェックインは3連泊)の お客
さまに)●ランチ1回
(3連泊以上(3/14～ 4/4チ ェックインは4連泊以
上)の お客さまに)●ランチ2回

●レンタサイクル3E寺間禾J用可 (1泊につき1回 )

●朝食券でランチの利用可
てなし

施設使用料 (1泊/1名様):418円 (4・ 5歳)、

1.089円 (6歳未就学児)

●ホテル特製チョコチップクッキー付き
●朝食券でランチの利用可

ルネッサンスのビーチ(*10/31～ 2/29は改
までシャトルバスで約 1

●洋室 スタンダードルーム(2～ 4名に1室 )

●回 1500⊂日 11100
●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

●3～6歳の未就学のお子さまに(こども添い寝含む)

滞在中昼 夕食付き、こども添い寝のお子さまに滞在
中朝食付き *いずれもおとなの食事と同席の場合
のみ

●朝食券でブランチまたはランチの利用可
●朝食券2枚で夕食 1回
●温浴施設「テルメヴィラちゅら一ゆJ滞在中利用可
●記念日のおもてなし
(3連泊以上のお客さまに)●夕食1回

●朝食券でランチまたはスイーツブッフエまたは
バー 1時間飲み放題利用可 (ス イーツブッフエ、
バー18守間飲み放題は滞在中1回 )

●記念日のおもてなし
(2連泊以上のお客さまに)●滞在中「三重城温泉
島人の湯」利用可

・藤
“
龍
駐
“
ヽ
一

矧諭調ξ5撃梶D □回囲
●ゆしヽレール「旭橋駅Jよ り徒歩約15分

●朝食券でブランチの利用可

追加なし 追カロなし

. triw
;iirl
il lli i!
!'ltrtu
t!E;l
il iil ,l
t 6t !l

●記念日のおもてなし

●洋室 オーシャンビュー(2～4名に1室 )

●IN115:000U■ 12:00
●那覇空港より車で約40分

□ 憮料)匿]回 G調   全室禁煙

●本館 洋室 スタンダードツイン(2名に1室 )

オーシャンビュー(3・ 4名に1室 )

●匝D14:00 0Dll:00
●那覇空港より車で約30分
6中縄自動車道(有料〉経由)

図(無勘□回囲

●洋室 ビーチタワースタンダード(2～4名に1室 )

●匝D15:00ロ コ 11:00
●那覇空港より車で約40分

匿]回囲  全室禁煙

●洋室(2～4名に1室 )

●:lNl14 000国 1100
●那覇空港より車で約25分

●洋室・デラックス ハーバーグランデ (2～4名に1室 )

●匝]1400回 Dll100
●那覇空港より車で約20分

□{無い□回囲 全室禁煙

●朝食券でランチの利用可 ●記念日のおもてなし
(2連泊のお客さまに)
●ランチ1回 (3運泊以上は適用不可)

〈3連泊以上のお客さまに〉
●夕食1回

)

●洋室 ツインルーム(2～4名に1室 )

●四 14100[囲 11100
●刀5覇空港より車で約30分
●ゆいレール「首里駅Jよ り徒歩約20分

匿]回G謝   全室禁煙

●洋室 スタンダードツイン(23名に1室 )

●EN1 1 5:00Dコ 11:00
●那覇空港より車で約7分
(那 覇うみそらトンネル経由)

●ゆいレール「旭橋駅」より徒歩約15分

□(有m□団□回囲

ホ
テ
ル
追
加
代
金

3名/1 2名 /1室

4,

4000円
f

5000円
4,1

7000円
8.000円

除外国:1/8

”́
”
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匿]回日□  全室禁煙

●洋室(2～ 4名に1室 )●□□14:00回日 11100
●那覇空港より車で約5分
(那覇うみそらトンネル経由)

●ゆいレール「県庁前駅」より徒歩約10分

巨]回囲  喫煙 禁煙選択可 (2名 に1室のみ)

施設使用料 (1泊 /1名様):550円 (4～6歳未就学児)



■出発日12019年 10月 1日 ～2020年 5月 31日 の毎日発

里霧5電器場獣ξ腎詣≦鑢ζ牌1轟戦稔}

柱 0朝食無料のホ刀 レお 選ぴ賜 合は朝食なしです
響 laWa EXESじ

hgaum副 よ妹 靴 縮 け 30～1/2泊 )、 ホテルピースアイランド竹富島は朝 夕食付き
(注 2)羽田空港での乗り継ぎ便利用に限ります

*こ利用便は下記をご覧ください。                           ※ お客さま負担
(注 )本 L幌発は羽田または大阪伊丹 関西国際 中部国際 福岡空港での乗り継ぎがご利用いただけます.他 発地
は羽田空港での乗り糸出ぎ便利用に限ります。

■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～ C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亥Jが変
更になった場合でも、フライト差額の払い戻しはありません。

匡コ 基本フライト→ 基本代金でご沐J用 いただけます。

Eコ Aフライト「 JBフライト「二]Cフライト
→往路・復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとにフライト差額が必要です(おとな こども同額)。

那覇⇔離島間はフライト差額なしで全便利用OK
(ク ラス」料金は別途必要)

行程 食事
1 1 各地 0ぃ (注)那覇空港 ム 各ホテルロ■         各地 6自 )

2 2
２

・
３

２
〜
４

〈前日と異なるホテルにご宿泊のお客さま〉
各ホテルム各ホテルロ■    那覇C自 )

國

3 4 5 〈前日と異なるホテルにご宿泊のお客さま〉
各ホテル ム 各ホテルロ■    那覇0自 ) 囲

剛 酬 調 器 孤 京禁用払 ル ティ那覇四   那覇 6D
3 4 5 6 國■ 各ホテル ヽ 月Б覇空港 (注)Cぃ 各地 囲
こ利用便は下記をご覧ください。                           ※ お客さま負

間
４

日
「

３
員

，
人

2朝食付き 4日間=3朝食付き 5日 間=4朝 食付き

行程 食事(注 1

1 1 1 各地 0ぃ (注 2)那覇空港 Oぃ石垣空港ム各ホテル國■   各地C白 )

2 2
２

・
３

(前日と同一ホテルにご宿泊のお客さま〉國■          各地6白 )

囲〈前日と異なるホテルにご宿泊のお客さま〉
各ホテルム各ホテルロ■                各地0自 )

3 4
〈前日と同一ホテルにご宿泊のお客さま)□■          各地(泊 )

〈前日と異なるホテルにご宿泊のお客さま)

各ホテル ニ 各ホテルロ■                 各地6白 )

岡
一

3 4 5 回■ 各ホテル ニ 石垣空港 ■ 刃5覇空港 (注 2)0ぃ 各地 □

札幌・函館・旭川・帯広・釧路・女満別発は出発日から最長8日間まで最終日の復路便が延長できます。
ただし、10/11～ 14、 11/1～4、 12/27～ 1/6、 1/10～ 13、 2/7～ 11、 2/21～ 24、 3/19～ 22、 4/29・ 30、 5/1～6帰着を除く。

※レンタカーDEチョイスは復路延長できません。 ※復路便の乗り継ぎ‖ま同日でのご利用です。
ョナルプラン予約方法は、「JAL Sales WebJに てご確認ください。                                           |

」ALグループロき刻表 ・」熱 、還 、顎轟盤♀鴇ぃただけません. 幽 幽 幽 幽

便 名

口 」TA 605
И 11100

TA 617
、C 705 15:

TA 625 18:

便 名 出発彫
口 」TA 600
И 」TA 11:15

1

A6 18:

182025の 運航

那覇⇔離島間は下記区FB5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。(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、その他は20分以上お取りください。)

羽田一 離島間は下記直行便もご利用いただけます。

●離島コースの方は乗り継ぎ可能な便をお選びください。また、小浜島 西表島 竹富島にご宿,自 の方は船に接続できる便をお選ぴください。航空機と
胎の接続時間は、90分以上を目安としてください。●レンタカー利用のTギャラリア 沖縄配車 返車の方はご利用便にご注意ください.●上記運航ス
竺子凸L催蝶みた事讐綸 経f[ζ曇 婁弓異

で 運`航会社 スケジュ ル 便名は大市昌な変更または運体になる場合があります。最新のJALクリレ
|さ い。                                      _

IJttL二 里杢堕窒 JI全二里杢Lラ ンスオーシャン航空 RAC=琉 球三≡≡≡≡憂≡IE∃

往路搭乗曰 右記以外 12/19^-24、 1/6・ 7 1/14-ヤ 2/3
10/11
11/1
12/27
1/13

10/13
11/3

10/14
11/4
5/5・ 6

12/28
1/1^´ 4

12/29
1/5、 2/9

12/30・ 31
2/11、 2/2Z
5/4

3/22
1/10

νフ・8、 2/1C
ν21・ 22
3/19^´ 21
4/29^´5/2

1/12、 2/2
5/3

日  1 月～土 日 土 月～土
Aフライト 差額なし | +2,000 差額なし +2,000 差額なし +2,000 +2,000 差額なし +2,000 +2,000 差額なし +2,000 差額なし ■2,000 差額なし
Bフライト 差額なし 1 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし +5,500 +16.500 +13,500 +13,500 +9,000 +1,000 +1,000
Cフライト 差額なし 1 差額なし +8,000 +8,000 +3,000 +3,000 差額なし 差額なし 差額なし +8,000 +8,000 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし

復路搭乗日 右記以外 12/21～ 27、 1/8～ 10
1/12・ 13 1/14^´ 2/フ 10/11

11/1
12/28^´ 30
1/1・ 2、 1/11
2/22

10/12
11/2、 1/4

12/31
5/2‐ 4

1/5
2/9・ 10 加洲土～木 金 土～木 金 土～木 金

Aフライト 差額なし 7,000 差額なし +7,000 差額なし 7,000 +7,000 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし ■フ,000 1 差額なし
Bフ ライト 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし 差額なし +5,500 +5,500 +16,500 +11,000 +3,000 +3,000 | +8.ooo
Cフライト 差額なし 差額なし +8,000 +8,000 +3,000 +3,000 差額なし +8,000 差額なし +3,000 差額なし | +3.000

■|■|||||■ |■■||||||■

時刻表・フライト差額

11:千「:「1ギ:マ∵T「「FTT「T■|1莉

JALノマック
14



け

以下①～④よりいずれかチヨイス
①洋食コース「ベルデマールJ
②中華コース「金紗沙」
○和食会席「佐和」
④ブッフエ「ハナハナ」
*11は 大 木曜日、,は水曜日定休。
ただし、12/21～ 1/3、 4/29～ 5/5お よび祝日 祝前日は営業.

櫛 膨
饉腱嘔日(限定)NG9025E
■設定期間:2019年 10月 1日 ～2020年 6月 3日
■代金 :おとな こども 2,500円
■営業時間:18:00～ 23100(最 終受付21:00)
■代金に含まれるもの :ドリンク おつまみ代、サービス料、
消費税等諸税

矛J用日にて予約 たOJAL〈運営〉株式会社ホテルマネージメントジャノ`ン恥 肖料:当日100%

9撻影響枷協諺″駒捌
E団コ田 (限定)NG9025G                   I
■設定期間:2019年 10月 1日～2020年 6月 4日     |
■代金 :おとな(中学生以上)2,500円          |
■営業時間¬5:00～ 21:30             1
■所要時間:20分 (レ クチヤー、セッテイング時間含む)   .
■代霧 晨Zξおク 労ビ爛 形 ら82ラ曾ンプ |

―ル遊泳料 (未使用の場合でも払い戻しはいたしません)、 1
ミネラルウォーター(1本)代、消費税等諸税       :

※スタート時間は、ど利用前日までにお客さまご自身で施設 |
にご連絡ください。※中学生以上、体重 11 0kg以下/身長 :

140cm以上200cm以 下対象。※心臓の悪い方、飲酒され |
た方、体調の悪い方、乗り物酔いしやすい方、妊娠中の方、自 |
立歩行が出来ない方は運営会社の安全上の規定によりご利 |
用いただけません。※ウェア無料貸し出しあり(水着レンタル |

は別料金)                     |

珍谷量窒墾燿詣fント フ七!蟹πぴヽフ増ιじ眠定攣製見をブ憂乳た1宛範シ

,ゝ

い

計しくよ ページ

・ ■ |||||||‐ |||||■ |■■  |
‐   ‐

■ ‐ |||||||||

爾轄僣 2,000円 :腱露 目 3ョ000円 ‡
*2)白 3日 間からのこ利用.   =

1羊 t,(■ ペー:'  |

魃1.111
‐‐
11押讐雪警警警隅撃響

黎 イメ勁

IたOJAL}

出発日カレンダー

―
ス テ イ :3日 間=NS9153□ 4日 間=NS9154□ 5日間=NS9155□
□=札幌・函館 旭川・帯広 釧路 女満別発:H、 青森 三沢・秋田 山形発:U

口饉口四:定型コース型

後泊那覇:4日間=NS9794□ 5日間=NS9795□ 6日間=NS9796□
*商品コードはルームグレードアップ共通

104,800

女満別発|+9
+1
山形発 :+1

ンパティオツイン追力]代金/1名様 1泊あたり+
1名様 1泊あたり +3,プレミアツイン

1         4～ 6日間共通後泊那覇(ホテル」ALシティ刀Б覇 卜詳しくは16ペ ジ)違力]代金/1名様+9,500
●スーペリアオーシャンフヾティオツイン、プレミアツイン(有料で利用)は上記基本代金に1泊あたり追カロ代金を力]算 してください(おとなこども同額).
●後泊那覇は上記基本代金に追カロ代金を加算してください(おとな こども同額)。 ●発地によつては上記の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必要です。)詳しくは14ページ
JALノレク
15

函館発:+3,000 旭川発:+5

躙
鑽

「
―
劃
玲
由

国際級海洋リゾ‐トホテルで良質のリゾ■トライフーが楽しめますも

|



索
hotels hternajondЮ‐́κｎ

施設使用料

“

泊/1名櫛 :

500円 (4～ 6歳未就学児)

JALパック

鉤

督亀違:|
:=::Jlll:■

■甲||‐          1

― 野:∝

●洋室 (2～4名に1室)43扇 [追力]代金が必要です (P15参 照).]

●洋室 (2～4名に1室 )・ 43耐 [追加代金が必要です (P15参 l召 ).|

● N15:00匝 D12:00)
●那覇空港より車で約70分

全室禁煙

能鑢
下

※写真はすべてイメージです。

0スペシヤルポイントタ食1回付きの
以下①～④よりいずれかチョイス
①洋食コース「ベルデマールJ ②中華コース「金紗沙J

③和食会席「佐和」 ④ブッフェ「ハナハナJ
*①は大・木曜日、②は水曜日定休。ただし、12/21～ 1/3、 4/29～ 5/5および祝日・祝前日は営業。

さらに
●3連泊以上で夕食ブッフェ「ハナハナJl回付き
*12/28～ 1/4、 4/24～5/5利 用を除く

●朝食券を下記のいずれか1つに変更可
・ランチ ・ラウンジにてサンドイッチセット(お子さまはケーキセット)
ラウンジにてドリンク1杯 &おつまみ1品 (バータイムのみ)・クラフトメニュー (―部メニューを除く)

・館内レストランにて昼食または夕食時に1枚 2,000円 (お子さまは1,000円 )相当として利用可
●朝食券2枚で夕食 1回 ●記念日のおもてなし
●アクティビティ割弓レヾ ス付き
割]レ スヾご提示で対象メニューを20%割 引料金で滞在中1可度でも利用可

(単位 :円 )

JALノ
=″
ク

16

霧盤L■|■―   プレミアツイン     |■■■螂

記号の見方はP.1 オプショナルプランシャトルタクシーはP.4 オプショナルプランレンタカーはP.5 JALうたばすはP.6 共通行程表・時刻表はP.14



追カロ代金

●匝D14:000コ 11:00
●那覇空港より車で約100分
(沖縄自動車道〈有料〉経由)

日図(無料□回園囲
全室禁煙

り…露十ブj静ぶ稀舗議など鰯憩:

∫寸…∴蠍俄―ジ
●洋室 (2・ 3名に1室)29耐、洋室 (4名に1室)41甫
*同 じお部屋タイプに連泊。

お子さま向けアクティビティープール(イメージ)

歴日
=ロ

ス テ イ :3日間=NS9113□ 4日間〓NS9114□  5日間=NS9115□
□=本L幌 函館・旭川・帯広瑚‖路・女満別発:H、 青森。三沢 秋田・山形発:U

―
:定型コース型          *商 品コードはルームグレードアップ、パームコテージ共通

●3運泊以上で夕食1回付き

●朝食をランチに変更可 ●レンタサイクル28寺間利用可

(単位 :円 )

●洋室 (2～4名に1室 )・ 48ni
[追力]代金が ll要 です (下記参照)。 ]

●洋室 (2～4名に1室 )・ 48蒲
[追力]代金が必要です (下記参照)。 ]

●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

部 ″あたり      _500円

斃砦猟J分現堡フ5司 '°
°m

*基本代金に 必ヾ要です(おとな こ

札幌発 基本代金 A B C D F G H | 」 K M N ○ Q R T ∪

3
日
間

お
と
な

5名/ 室 48,800 52,800 56,800 59,800 62,800 71,800 91,80 106,800 126,800 143,800 :57,800 178,000

46,800 51,800 511800 52,300 53,800 59,800 62,800 65,800 84,800 92,800 106,800 129,800 ,45,800

3名 / 室 46,800 48,800 55800 56,800 58,800 59,800
０〇

一
〇〇

仏
一“

65,800 79,800 87,800 96,300 i50,800 167,800 189,800 209,80C

47,800 53,800 55,800 57,800 59,800 69,800 72,800 78,300 84,800 92,800 101,800 117,80Ю i39,800 156,800 75,800 196,800 217,80C

こども (3～5名/1室) 46,800 48800 51,800 51,80C 51800 52,800 54,800 55,800 58.800 61.800 63,800 80,300 88800 118.800 125,800 140,800 154,80C 16780C

４
日
間

5名/1室 50,800 59,800 67,800 79,800 83,800 104,800 1,5,800 134,800 162,800 179,800

4名/1室 50,800 55,800 61,800 63,800 70,800 91,800 105,800 117,800 136,800 160,800 i67,800 184,800 190,800

3名ノ1室 53,300 57,800 58,800 60,800
６３
，
８０〇

一
６７

‥
８００

65,800 75,800 84,800 89,800 97,800 11l Ann 167,800 175,800

2名 /1室 56,800 59,800 60,800 69,800 73,800 77,800 82,800 105,800 132,800 152,800 176,800 185,800 204り800 212,800 246,800

こども (3～5名ノ1室 ) 51800 52,800 55800 58,800 66,800 68,800 76,800 81800 97,800 141800 145,800 166.800

麟
興 鯰

一
６６
，
８０〇

一６６
，
８０〇

一７‐
，
８０〇

一７６‐８０〇

一
‐ ６５

，
８０〇

一

一７０，８００７０，８００繭臨四四
麒
卜
７７，８００７８，８００脚一脚四巫鯰

騨
一興
‐０７，８０〇一‐０７，８００型幽Ш財

鬱

一
‐‐３

．
８０〇

一

‐‐３３，８０〇一‐‐３５，８０〇一脚繭臨﹈ 凩
鰈
謳晰

出発地
旅行代金差額

函憂葵:平 5:Ooo 旭川発:+5,000 帯広・釧路発:+6,000 女満別発:+9,000
青森・三沢発:+15,000

秋田発 :+1 |,000/山 形発:+13,000

‐‐■‐‐  .ガ _デンヴイラ(有料で利用)、 グランドコテージは、上記基本代金に1泊あたり追カロ代金を力]算してください(おとなこども同額).
JALノレク ●パ_ムコテージ、ガーデンヴイラ、グランドコテージは4名/1室代金までの設定。 ●発地によつては上記の旅行代金差額が必要です(おとなこども同額)。

17  ●フライトによつてはフライト差額が必要です。,詳しくは14ページ

椰|■
‐lfh絣躙魃ポ蝙唸

●1日2室限定
●ご旅行予約時にお申し込み
ください。

●洋室(2～4名に1室 )・ 48浦
*同じお部屋タイプに回 自。



雄いヽい一ゝ

●洋室 (2・ 3名に1室)36耐
[追加代金が必要です (下記参照).]

●洋室 (2・ 3名に1室 )・ 43耐
[追加代金が必要です (下記参照)。 ]

「マロードJでのケ…キセット
または、「シュガーケイン」での
ワンドリンク付き。
(「シュガーケインJは未成年者はご利用不可)

*12/28～ 1/4、 4/28～5/5利 用を除く

●朝食をランチヘ変更可
●滞在中バレーパーキングサービス
●滞在中スノヾ サウナ、スポーツジム利用可

♂
鰐

一Ｆ

5歳

●回 14:000011:00
●那覇空港より車で約フ5分
(沖 縄自動車道〈有料〉経由
囲□鎌翔□回圃□

全室禁煙
【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。

饉日■田 3日間=NS9183□ 4日間=NS9184□ 5日間=NS9185□
□=札幌・函館・旭川・帯広・釧路・女満別発:H、 青森・三沢・秋田・山形発:U

留鵬
“
四 :定型コース型                *商 品コードはルームグレードアップ共通

出発日カレンダー

D面 日綱 0襴

こども(3名/1室)

163,300

3名 /1室
2名 /1室 121,800 271,800 289,800

2に_f阜年黒な1  2名 /1室
こども (3名 /1室)

112,800

旅麻忙額に 旭り発:+ 帯広 釧路発:+6,000 女満別発:

青森 三沢発 :+1

デラックスエレガントは上記基本代金に1,自 あたり追カロ代金を加算してくださしヽ(お とな。こども同額)

デラックスナチュラルオーシャンビュー ′1名様 1泊あたり+4.300
/1名様 1泊あたり+6,500スタンダードフロアデラックスエレガント

●デラックスナチュラルオーシャンビュー(有料で利用)、 スタンダードフロア
●発地によっては上記の旅イ子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必要です。レ詳しくは7パージ
JAL′ C・/ク
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●1日 1室限定 ●ご旅行予約時にお申し込みください。 ●洋室(2・ 3名に1室)・ 36nf
*同じお部屋タイプに連泊。

躊
鰈
鰈
鰈
鰈
鰈
躙

*12/28～ 1/4利用を除く

●2連泊のお客さまに

記号の見方はP.1 オプショナルプランシャトルタクシーはP.4 オプショナルプランレンタカーはP.5 JALう たばすはP.6 共通行程表・時刻表はP.14



改装のため3月からの設定です。

●囲 14:00 囲 11:00
●那覇空港より車で約60分
(沖縄自動車道〈有料〉経由)

日□(無い国(剌□回圃囲

4/1か らの設定
●洋室 (2～ 4名に1室)36市 *同じお部屋タイプにE自。
1名様 1泊あたり

おとな-1,000円  こども-700自
*基本代金に上記差額が必要です

〈2連泊以上のお客さまに
おすすめのマリンメニューやチヤレンジメニューにご利用いただけます。

チヤレンジ30・チヤレンジクーポン(―例)

*おとな・お子さま同枚数。

*11月以降、リレネッサンスでの提供メニューに
があります。また、4月以降枚数・内容が変更に

り…父ナγル機お郡難をご麟麟:

な…軋リツΨイレ轍¨汎幹ピ枇…
4/1からの設定   ←略…ノF)
●洋室 (2～4名 に1室 )・ 36雨 *同 じお部屋タイプに連泊。
1名様 1泊あたり

おとな-3,000円 こども~2,100円
*基本代金に上記差額が必要です

酪朧 目日3日間=NS9073□ 4日間=NS9074□ 5日間=NS9075□
□=札幌・函館 旭川・帯広瑚‖路・女満別発:H、 青森 三沢 秋田 山形発:U

リー翼ナブルなお部屋薩ご蠅意:

ス～磋晴アツインピーチ己貯
(蝶～ア『 )

ルネッサンスリゾート・ココガーデン共通出発日カレンダー
ルネッサンスリゾートオキナワ設定除外日:10/1～ 2/29発

饉日■日3日間=NS9073□ 4日間=NS9074□ 5日間=NS9075□
□=札幌・函館旭りl・ 帯広哺‖路・女満別発■、青森・三沢・秋田・山形発:M

メニュー

ルネッサンス

コーラルアドベンチャークルース 1枚
1枚

フィッシュ&タートルアドベンチャー 2枚
もぐもぐカメさん ※1～5名 同枚数 6枚
もぐもぐタイム 1枚
ドルフィンジヤンプ 1枚

ルネッサンスリゾートオキナワ

〔撃突看嬰菖タリス鵡語ξ諄占響蕊破ltXり、直接ふれあいながらイルカのことを楽し
,、泳げなくても大丈夫です。

■設定期間:3/2～5/31 ■出発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にて予約

*0～ 2歳のお子さまがご参加 (同伴含む)の場合も有料です。下記の専用商品コードにてご予約ください
(当日のお申し出では女寸応できない場合があります)。

0～2歳お申し込み専用 m朧 ロョ(限定):NG9530D

8詳襄i皐卓統爵雰P8震埜走≦よ鷺雹七%:γ占♭鯰 量親曇藷税
覇罰3]ζttξ書‖ξ賽募藉嬬痺髪:寝存嵩彗:
より変更、または実施できない場合があります。
*スーペリアツインの方はお申し込みいただけません。
〈運営)ルネッサンスリゾートオキナワ 取,肖料:ご利用日10前より100%

施設名 対象年齢

ルネッサンスリゾートオキナワ 3～6歳
(未就学児)

3/1～ 5/2、 5/61

ココガーデンリゾートオキナワ 3～6歳
(未就学児)

10/1^´ 12/20

8漏'署義果昇客鬼兎児しャレンジク…ポンお1人様3枚付き滞しぐ麟己
(4連泊以上(一部期間3連泊)の お客さまに〉
●Ctub Savvyま たはCtub Savvy Premium臨 粒く|ぎ下記‐

●滞在中ま旨定マリンメニューを料金不要または
割引料金にて利用可☆

●滞在中ランチを料金不要で利用可★
●滞在中山田温泉利用可 など
※Ctub Savvy Premiumな ら☆印のメニューがさらに充実|

×内容が変更になる場合があります。
詳しくは宿泊施設にお問い合わせくださしヽ。

詳しくはこちら

●夕食フリー(お となの方の食事(ブッフェ)と同席の場合のみ)

●スタンプラリー
※上記いずれも3～6歳のこども旅行代金のお子さまも利用可

ルネ,サンスリゾ■卜|オキナワ、ココガ■デンリゾ

●1日2室限定 ●ご旅行予約時にお申し込みください。 ●洋室(2～ 4名に1室)・ 36耐
*同 じお部屋タイプに連泊。 中

・　
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帥

ジュニアクラス(小学生)のお子さまに〉

フリッパーズプログラムm



鮨
3～6歳 (未就学児)

ココガ…デンリゾ…トオキナワご宿泊のお客さまヘ

*現地にて施設使用料が
必要です。
(詳しくは下記 )

●匝 ]14:00 回 ]11:00
●那覇空港より専で約50分
(沖縄自動車道〈有料〉経由)

ネッサンスリゾー ―チまで
シヤトルバスで約15分。

□(制□回□囲

追力[代金
ては、ご利用いただけない場合があります。●一部メニューは設定期間・曜日限定です。このほかにもメニュー

る場合があります。詳しくは宿泊施設にお問い合わせください。
※写真はすべてイメージです。

●柔らかな香りで癒すアロマオイルや、肌触りのよいコットン100%の
オリジナルナイトウェアをご用意
・ナイトウェア ・アロマポット&アロマオイル  バスソルト
フットバス 4種類のピローメニュー

●カラオケルーム(90分)

●お好きな時に寛ぎのコーヒー&ティータイム
(レストランマカンマカン/ア :00～2200)

●美肌に効果があるとされるコラーゲンスイーツを日替わりでご用意
・マカンマカンテラス ・プールサイド ・中庭  客室
・14:00-15:30
●・ココプライベートカー(4時間/滞在中1回 )

。レンタサイク,レ (電動自転車 3日寺間/1日 1回 )

。ネイルケアセット
・スケッチセットのレンタルサービス

●言己念日のおもてなし ●CoCoス タイル >詳しくま,i記
(2連泊以上のお客さまに)
●パラダイスチャレンジ・チャレンジクーポンお1人様3枚付き >詳しくは左言己
く4連泊以上 (一部期間3連泊)のお客さまに〉●Ctub CoCo)詳しくは下記
X4月以降内容が変更になる場合があります。詳しくは宿泊施設にお問い合わせください。

/4^‐ 5/2、 5/6以降宿,自 :3,300円 、12/21～ 1/3、 5/3～ 5宿泊 :4,950円

●滞在中ルネッサンスリゾートでのま旨定マリンメニューを
料金不要または割引料金にて利用可。

●朝食をルネッサンスリゾートでのご利用に変更可
●滞在中ランチ利用可 (チェックアウト日を除く)

●季節のスイーツ1回利用可
(大・木 土 日/21:30～ 22:30)

●ナイトカクテル1回利用可
(月・水 金/21:30～ 22:30)
*11月以降、ルネッサンスでの提供メニューについては、
ご利用いただけない場合があります。
*詳しくは宿泊施設にお問い合わせください。

詳しくはこちら鶉

【ルネッサンスリゾートオキナワ】
歴日
=日

3日間=NS9173□  4日間=NS9174□ 5日間=NS9175□
□=札幌・函館・旭川・帯広・3‖路・女満別発 :H、 青森 三沢・秋田・山形発 :U

":定型コース型      伝_ペリアツイリ筆課理しぜ塩¥]g将
【ココガーデンリゾートオキナワ】
-3日 間=NS9243□  4日間=NS9244□ 5日間=NS9245□

□=札幌 函館・旭川 帯広・3‖路・女満別発:H、 青森・三沢 秋田 山形発:U
囮 :定型コース型

【ルネッサンスリゾートオキナワ】
※ルネッサンスリゾートオキナワは改装のため3月からの設定です。

中        (1名 様)ソレネッサンスリゾートオキナワ(デラックスツインコーストビュー)基本代金

●ルネッサンス リツ`―トオキナワ デラックスツインビーチビュー(有料で利用)は上記基本代金に1泊あたり追加代金を力]算してください。
●ココガーデンリゾートオキナワはルネッサンス リゾートオキナワ(デラックスツインコーストビュー)基本代金に上言己旅行代金差額が必要です(お とな こども同額)。

●発地によつては上記の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ヨ額が必要です。|'詳しく|IⅢⅢ■,

札幌発 基本代金 A B C D EI F （● H | 」 K M N P Q T ∪

３
日
間

お
と
な

4名 /1室 71,800 80809 i39,800 158,800

162,800
72.800

'つ

R Anr

3名 /1室 72,300 74,800 88,800 94,80 96,800 97,800 104,800 11,800 2011800 209,800 ,,7 Anr

2名 /1室 73,800 75,800 76,800 78,800 01,800 108,800 :47,800 166,800 180,800 205,800 213,800 231,80C
こども (3・ 4名/1室) 65,800 661800 フア,800 8380C Rフ R∩ ( 120,800 143,800 161,800 170.80C
ココガーデン旅行イt金差額 -13,000 -14,000 -18,000 1̈71110 -2111110 -16 01Xl -24000 …26,000 …27,000 -30,000 -29,000 -311110 -28.000 -lo mlo 4̈2.000 4̈3,∞ 0 -53,000 ―乳000

４
日
間

お
と
い

4名/1室 83,800 85800 111,800 160,800 168,800 178,800 215,800
3名 /1室 87.800 89,800 114.800 118,800 ,25,800 159,800 166,800 221,800 261,800
2名 /1室 92,800 93,800 95,800 111,800 117,800 120,800 124,800 li nnn 、Ann 165,800 172,800 ,80,800 191,800 227,300

こども(3・ 4名/1室) 73.800 76,800 77,800 78,800 81800 90,800 102,800 109,800 133,800 144,800 177.800 193,800
ココガーデ'ン旅行代金差癖 -22,000 …24 01Xl -27111111 -2911110 …301110 -35,000 -37000 -40,000 -42,000 -4,000 -38、000 4̈3.000 -47,000 -49,000 -60,000 -46,000 …62,000 -72000

お
と
な

4名 /1室 92.800 122,800 127,800 134,800 164,800 170,800 211,800 231,800 267,800 286,800
3名/1室 97,800 101,800 109,800 121,800 130,800 136,800 i42,800 146,80 173,800
2名/1室 105,300 108,800 112,800 ‖7,800 34800 138,800 144、 800 150,800

一５４ 186,300 226,800 250,800 283,800 302,800
こども (3・ 4名/1室) 85,800 87,800 90,800 105,800 109,800 117,800 120,800

一
３

，

８Ｃ 140,800 147,801 167,800 195,800 ,lRR∩∩ 216.800
ココガーデン旅行代金差督 …36 1Xl( -35,000 -361110 -381X10 4̈1,000 4̈6,000 -4,000 …51,000 -54.000 …55.000 -54.000 -45.000 -56.000 -63.0∞ -67∞0 ‐ll151X10 -980tXl -89∝

出発地
旅行代金差額

函館発:+3,000 旭川発 +5,000 帯広朔‖路発:+6,000 女満別発:+9,000
青森三沢発:+15,000

秋田発:+13.000/山 形発:+13.000
ルネッサンス リゾートオキナワ デラックスツインビーチビュー追力]代金/1名様 泊あた おとな+2,200、 こども+

躍
朦

(単位 :円)

JALノ
=″
ク
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お休み前の季節の
し スイーツ1回付き

(火・木・土・日/21130～ 22:30)
0ご旅行予約時にお申し込みください。Hi.コ ード (限定):NG9010B¨

菫3効麓雀轟歴留6/5以降chb coCo

/

1降宿泊 :3.850円、5/3～5宿泊 :5,500円

記号の見方はP.1 オプショナルプランシャトルタクシーはP.3 オプショナルプランレンタカーはP.5 JALうたばすはP.6 共通行程表。時刻表はP.14



輻 輻

吝渕鷹よI

●囲 14:00 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□(有濶 回圃囲

(単1立 i円 )

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

お
と

4～6名/1室 57,800 62,800 66,800 73,300 81,000 89,800 101,800 108,800 156,800

3名 /1室 50,800 53,800 62,800 66,800 72,800 76,800 80,800 85,800 92,300 99,800 106,800 111,800 160,800 IAつ Ann
な 2名 /1室 53,800 56,800

49,800

691800 72,800 73,800 76,800 80,800 96,800 109,800 li5,800 135,800 !65,800 176,800 1881800 228,80C

こども (3～6名 /1室) 55,800 56.80C 59800 62,800 63,800 66`800 フ2,800 75,800 84,800 92800 96800 102,800 111,800 122,800 131800 144,800 14680C 171800

4
お
と
な

4～6名 /1室 55,800 59,800 62,800 66、 800 69,800 84,800 93,800 100,800 109,800 133,300 149,800 160,800 248,800

3名/1室 67,300 69,800 73,300 78,800 1051800 114,800 124,300 139,800 147,800 155,800 167,800 257,800

2名 /1室 68,800 72,800 78,800 97,800 04,800 11,800 120,800 145,80 163,800 174,800 195,800 2271800

178,800

,ハA Rnr

こども(3～6名/1室) 53800 57.800 60、 800 63,800 65,800 66,800 69.800 76,800 81,800 87,800 92,800 100,800 121801 122800 140.800 150,800 194,800

お
と
な

4～ 6名/1室 63,800 78,800 97,800 ,01,800 117,800 25,800 145,800 1601800 184,800 211,800 244,800 ,7R Ann

3名/1室 70,300 78,800 82.800 90,800 94,800 98,800 101,800 108,800 116`800 1331800 153,800 :69,300 195,800 221,800 256,800

2名/1室 76.300 91,800 95,800 97,800 1011800 104,300 124,800 132,300 14i,800 162,800 233,800 268,800 〕00,300
こども(3～6名/1室 ) 6280C 66800 70800 77.800 79,800 84800 88800 92800 107.800 112,800 28800 36800 161800 177800 220,800

出発地
函館発:+3,00(〕 旭川発:+5,000 帯広

青森・三沢発:

:・ 釧路発:+6,000 女満別発:+9,000
+15,000

秋田発 :+1 ,000/山 形発:+13,000
オーキッド追カロ代金/1名様 1泊あたり+6.500

アゼリアスイート追力]代金/1名様 1泊あたり+6,500

量轟艤繹  ●ォーキッド(有料で利用)、 アゼリアスイートは上記基本代金に1,自 あたり追カロ代金を加算してください(おとな こども同額)。  ●エグゼクテイブツイン、オーキツド、アゼリアスイートは4名 /1室代金までの設定。

Tク 8琴彗1末讃 蜘 轟手l型

●カヌチャスターダストフアンタジア
広大な敷地を華やかなイルミネーションが埋め尽くす
スターダストファンタジアが今年も開催。
期間中チエックインのお客さまに
「メッセージタグ」と「ホログラス」をプレゼント。
ルミナスガーデンにておすすめドリンク1杯無料
●期間:11/1～ 2/14

●カヌチヤアクティビテイチケット

D面 日H“ 名樹

●洋室 (2～4名に1室 )・ 49耐
[追力0代金が必要です (下記参照).]

●洋室 (2～4名に1室)52面
[追力]代金が必要です (下記参照).,]

●」ALパックオリジナルオードブル&ワイン1本付き
(1室につき1セ ット)

|
●3運泊以上で夕食1回付き

(パラデイデイナービュッフェ限定)

*10/11～ 13、 11/1-3、 12/27-1/5、 1/10～ 12、 3/19^‐ 21
4/29～5/5利 用を除く

●レンタルカート(5名 乗り)50%割 引で利用可 (12/29～ 1/3、 5/1～ 5利用を除く)
●記念日のおもてなし
●3～6歳のお子さま(こども添い寝含む)に漏在中夕食付き、3～ 6歳のこども添い寝のお子さまに滞在中朝食付き
*いずれもブッフェでおとなの方の食事と同席の場合のみ
〈2連泊以上のお客さまに)
●屋内プールが50%割引き
(通常おとな1.500円→750円、
こども500円→250円)

●アクティビティチケット付き
2連泊:1枚、3連泊以上:2枚

メニュー
バナナボード 枚

セグウエイ体験
枚

◆上記いずれも日程や内容は変更になる場合があります 詳しく1ま宿泊施設にお問しヽ合わせください:
※写真はすべてイメージです。



3～6歳 (未就学児)

追カロ代金

●匝D14:00匝 Dll:00
●那覇空港より車で約70分
(沖縄自動車道〈有料〉経由)

日□鎌糊[□(有翔□回圃囲

●イルミネーション 11/1～3/31 ●クリスマスイベント12/21～25 ●年末年始イベント12/26～ 1/4
*日 程や内容は変更になる場合があります。詳しくは宿泊施設にお問い合わせください。

騒ロヨ田 3日間=NS9823□ 4日 間=NS9824□  5日間〓NS9825□
□=札幌・函館・旭川・帯広・釧路・女満別発:H、 青森・三沢・秋田・山形発:U
:定型コース型                 *商 品コードはルームグレードアップ共通

●3連泊以上で夕食1回付き

●朝食券でランチの利用可
●朝食券2枚で夕食1回利用可
●未就学のお子さま(こども添い寝・同伴幼児含む)

に滞在中夕食付き
※バイキングにておとなの方の食事と同席の場合のみ

●リザンこども広場30分利用可
●パターゴルフまたはテニスコート1時間利用可
(2連泊のお客さまに)
●ランチ1回付き(3連泊以上は適用不可)

〈2連泊以上のお客さまに)
●スパ1回利用可
〈4連泊のお客さまに)
●スイーツバイキング1回付き

※写真はすべてイメージです。

出発日カレンダー

■面 日稲 0鋼
(単位 :円)

本し幌発 基本代金

こども(3～5名/1室)

こども(3～5名 /1室)

:+3,000 旭川発:+

オーシヤンビュールーム 追力]代金/1名様 1泊あたり右記以外 +1,:00、 10/1～ 11/17、 1/24～ 4/5、 5/6～ 6/3,自 +1,600、 12/27～ 1/3、 4/29～ 5/5泊 +4,200
●オーシャンビュールーム(有料で利用)は上記基本代金に1泊あたり追カロ代金を力]算してください(おとな。こども同額)。●オーシャンビュールーム(追力□代金なしで利用)|よ 4名/1室代金までの設定。 ●発地によつては上記の旅行代金差額が必要です(お とな。こども同額)。
●フライトによってはフライト差額が必要です。>詳しくは14ページ

|

|
|

施設使用料 (1泊 /1名様)

:1,100円
(3～ 6歳・未就学児)

記号の見方はP,1 オプショナルプランシャトルタクシーはP.4 オプショナルプランレンタカーはP.5 」ALうたばすはP.6 共通行程表。時刻表はP,14



●

等
3～6歳 (未就学児)

||||■ |■■|||‐|■|
施設使用料 (1泊 /1名様):
550円 (4～ 6歳未就学児)

*12/31宿泊までは無料

追カロ代金

●匝D14:000コ 11:00
●那覇空港より車で約60分
(沖縄自動車道〈有料〉経由)

日□隋糊図(有勘□回圃囲
全室禁煙

※写真はすべてイメージです。

歴日
=田

3日間=NS9283□ 4日 間=NS9284□ 5日間=NS9285□
□=札幌 函館・旭川・帯広・釧路・女満別発:H、 青森・三沢・秋田・山形発:U
:定型コース型                *商 品コードはルームグレードアップ共通

●3連泊以上で夕食1回付き
*4/28～ 5/5利 用を除く

●朝食券でランチの利用可
●滞在中駐車場料金不要で利用可

出発日カレンダー

D面 日翻 0綱 (単位 :円 )

JALノ
=ン
ク
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●デラックスツイン(有料で利用)、 ラグジュアリーツインは上記基本代金に1泊あたり追カロ代金を力□算してください(お とな こども同額)。  ●発地によつては上記の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必要です。卜詳しくよ14ページ

デラックスツイン /1 1 り+1,500
ラグジュアリーツイン //1 1 り+2,

ルームグレードアップ*同じお部屋タイ蜘

ラ|グジュアリーツイン|

●洋室(2～4名に1室)43請
[追力]代金が必要です(下記参照)。 ]

●洋室 (2～4名に1室 )・ 46蒲
[追力]代金が必要です (下記参照).]

ツイン洋室(2～4名に1室)・ 36甫
オーシャンビューをご用意

ヽ



贄11臭)躙翠慇霧'I

カレンダー
●エンジョイプラスクーポン2枚付き (3運泊以上は適用不可)

lDAYパスポート付き 1時まで利用可)

こども(3・ 4名/1室)

オーシャンビュールーム 追加代金/1 1,100、 12/28^´ 1/4、 4/
ウイングタワー 琉球ルーム 追カロ代金/1 1泊 あたり3名/1室+1,1

(1名様)

釉 仁 話|

●3連泊以上で夕食1回付き ,朝食券でラン手の利用可 ●朝食券2枚で夕食 1回利用可

毛鵞壷仄灯つ卜冤iFあざま・こ
…
鰺靡蜃渕趙

14:000コ 11:00 ●那覇空港より車で約70分
図(無詢□回圃囲残波ビーチまで徒歩で約5分。

-3日 間〓NS9233□  4日間=NS9234□
□=札幌・函館 旭川・帯広副 路 女満別発 :H、 青森・三沢・秋田・山形発 :U

口鵬■四:定型コース型          *商 品コードはルームグレードアップ共
レンダー

※写真はすべてイメージです。

●スーペリアツイン(有料で利用)、 リラックススイートは上記基本代金に1泊あたり追カロ代金を力]算してください(おとな こども同額)。 ●5・ 6名 1室利用の場合は4名/1室基本代金に追力Ⅱ代金を加算してください。●スーペリアツインは3名/1室代金までの設定。 ●発地によつては上記の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
…

藝 です。|・
・

ス

“

|‐ .,
JALノレク
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記号の見方はP.1 1オプショナルプランシャトルタクシーはP.4 tJ!=flbi7, uyt)l-tiPs | .laleturr*e.o 共通行程表。時刻表はP.14



E日
=田

3日間=NS9513□ 4日間=NS9514□
□=札幌・函館 旭川・帯広 釧路 女満別発 :H、 青森・三沢・秋田・山形発 :U

―
:定型コース型       *商 品コードはルームグレードアツプ共通

出発日カレンダー

●アネックス棟コーナースイートは上記基本代金に1泊あたり追カロ代金を加算してください(おとな。こども同額)。 ●発地によつては上記の旅行代金差額が必要です(おとな こども同額)。

●フライHこよつてはフライト差額が必要です。,詳しくま14ページ

オーシャンビユーをご用意

●洋室 (2～4名に1室 )・ 86～94市
[追力]代金が必要です (下記参照).]

タイプに連泊。

●3連泊以上で夕査 1回付き   |● 朝食券でブランチまたはランチの利用可 ●滞在中約 100種類のサポートアイテム利用可

鰭瘍

褥_m舅 名枷
3～6歳 (未就学児)

●□D14:00●囲11:00
●那覇空港より車で約100分(沖縄自動車道〈有料〉経由)

●オーシャンウイングデラックスオーシャンツイン(有料で利用)、 オーシヤンウィングオーシヤンキッズは、上記基本代金に1泊あたり追カロ代金を力]算してください(おとな こども同額)。

●オーシャンウィングデラックスオーシャンツイン、オ
「
シャンウイングオーシヤンキッズは3名 /1室代金までの設定。 ●発地によつては上記の旅行代金差額が必要です(おとな。こども同額)。

JALノ
=ノ
ク
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こども(3・ 4名/1室)

青森・三沢発 :+1

アネックス棟コーナースイート追加it金 /1名様 1泊あたり +4,300

●3運泊以上で夕食1回付き
*12/28～ 1/4、 5/1～ 5利用を除く

●朝食をランチに変更可 ●記念日のおもてなし
〈2連泊以上のお客さまに)
●館内温浴施設「ジュラ紀温泉美ら海の湯」1回利用可
●備瀬のフクギ並木を巡るレンタサイクル(60分)+マンゴーオンアイス各1回利用可
*10/1～ 31、 12/45利用を除く*小学生以上対象

こども (3・ 4名/1室)

こども(3・ 4名 /1
函館発:+3,000 旭川発:十

オーシャンウィングデラックスオーシヤンツイン追カロイt金/1名様1泊あたり+3,200
オーシャンウィングオーシヤンキッズ追力]代金/1名様1泊あたり

●フライトによつてはフライト差額が必要です。●詳しくは14ページ

罐鱚 悟超2節
ト



●洋室 (2名に1室)2フ ln
[追力]代金が必要です (下記参照).]
オーシャンビューをご用意

●洋室 スーペリア(2名に1室D・ 32ni、
濯 ・デラックス(3名に増∋・40面、
不□洋室・ラグジュアリー3・ 4宅に1室 )・ 48市
艇勤0代金が必要です(隋己参照)。 ]

出発日カレンダー

●匝D14:000コ 11:00
●那覇空港より車で約50分
(沖縄自動車道〈有料〉経由)

日 図 (制□ 回 圃(…
●朝食券でランチの利用可 ●記念日のおもてなし
〈2連泊のお客様に〉
●ランチ1回付き(3連泊以上は適用不可〉

青森・三沢発 :+1

オーシヤンビュールーム 追加代金/1 1泊 あたり+2,700
ナチュラルルーム 追加it金 /1名様 1

●オーシヤンビュ司 レ ム、ナチュヲ リレーム侑料で利用)は上記基本代劉 こ1泊あたり勘 附 金を加算してくだ
裏品是習者与Fi標巳巽L●R4弄

シヤンビュ→ レ ムは2名 /1室代金、ナチュ切 切レームは4名/1室代金までの設定。●発地によっては上記の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13フ ライト差額J

3～5歳 (,諒舵剖∋

●和洋室(2～4名に1室 )・ 49耐
[追力0代金が必要です(下記参照).]
*同じお部屋タイプに連泊。

●朝食券でブランチまたはランチの利用可 ●朝食券2枚で夕食1回利用可
●温浴施設「テルメヴィラちゅら一ゆ」滞在中利用可 ●記念日のおもてなし

3日間〓NS9613□  4日間=NS9614
□=札幌・函館・旭川・帯広・釧路・女満別発:H、 青森・三沢・秋田・山形発:U

口暖4“ :定型コ…ス型     *商品コードはルームグレードアップ共通

こども (3～ 5名 /1室)

こども(3～

フアミリースイート追カロ代金/1 1泊あたり+2,200
●フアミリースイート(有料で利用)は上記基本代金に1,自 あたり
●発地によつては上記の旅行代金差額が必要です (お とな・こども同額)

JAL′ F・/ク

26中 はP・1 1 オプシヨナルプランシャトルタクシーはP.4 1 ォプショナルプランレンタカーはP.5 JALうたばすIまP.61共通行程表・時刻表はP,14



蝙仏×警

』繹爆難●コ )]オ=ご
ざ驚讐計

~
*34名で1室利用の場合、ダブルベッドに布団
(最大2セット)を力8えて使用。

「/1う憬蠍曖彊臓國口E口謳壺
=目

目仁盪融″

`シ
●洋室 (2～ 4名に1室)・ 50席   ォーシャンビュー
[追加代金が必要です(下記参照)。 ] をご用意

●囲 15:00⊂日12100
●那覇空港より車で約50分 (,中縄自動車道〈有料〉経由)

ロ ロ 侑 詢 匹臥 有籾 □ 回 園 囲  全 室 禁 煙

●3運泊以上で夕食1回付き
*12/21～ 25、 12/28～ 1/4
3/20～4/4、 4/25～5/9
利用を除く

●記念日のおもてなし●お子さまにキッズプログラム(こども添い寝 同伴幼児含む)

*詳しくは宿泊施設にお問い合わせください。
(2連泊以上のお客さまに)
●ティーダパス付き①指定の手作り体験メニュー利用可 ②指定のマリン・フィールドメニュー1回利用可
(3連泊のお客さまに〉
●メガジップ1回利用可 *体重制限あり。*天候等により催行中止となる場合があります。

一一一一一

瑾
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塚
靡

ンタワーオーシヤンメゾネット、サウスタワープレミアムオーシヤンツインは、上記
●フライトによつてはフライト畠議が醸 です。 )詳しくは14ページ

目邑閣胃魁轟勇61搬 料割奨1畢攣無三沢・秋田山形発
:定型コース型     *商 品コーHよルームグレードアップ共通

出発日カレンダー

●デラックスオーシャングランデ(有料で利用)よ上記基本代金に1泊あたち
●フライトによつてはフライト差額が必要です。)詳しくは14ページ

■‐| オーシェンビユーをご用意

●洋室 (2～4名 に1室 )・ 401n
[追加代金が必要です(下記参照)。 ]

*同じお部屋タイプに連泊。

●発地によつては上記の溜 i

―

JALノマック
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●朝食券でランチの利用可 ●記念日のおもてなし
く2連泊のお客さまに〉●ランチ1回付き(3連泊以上は適用不可)

メインタワー オーシヤンメゾネット追力]代金/1
サウスタワープレミアムオーシヤンツイン 追カロ代金/1名様 1泊あたり +8,900

「■二・R)「
追加代金

本し幌発 基本代金

こども (34名/1室)

函館発:+3,000 旭川発:+

デラックス・オーシヤン・グランデ 追力]代金/1名様 1泊あたり+2,200
してくださしヽ (おとな。こども同額)。  ●発地によつては上記の旅 必要です (お とな。こども同額)。

ロロI:::口:ロロコ|プ尺ジF系灘薇4鶴端詔鶴滋酪ζttFトンキッズ体零プログラムだ



橙
３．６歳●囲 15:00回 11:00

●那覇空港より車で
約70分
(沖縄自動車道
〈有料)経由)

□鰊糊□回圃囲
l  全室禁煙  ]

輌騒■D3日間=NS9413□ 4日間=NS9414□

… 理型コ圧弯l』
川・絋硼

[ふま』雪Elよ戸ζrヌ5重橋繁;多賃ly
出発日カレンダー

●3～ 6歳のお子さま(こども添い寝含む)に

鵬 鰹 高fぁga謀 攪 ξ 錠
子さ測こ滞在中朝食付き

〈2連泊以上のお客さまに〉●ランチ1回付き
(3連泊のお客さまに〉●グラスボート1回利用可

‖発:+5,000 帯広
青森 三沢発 :+1

ハイフロアスーペリアルーム 追力]代金/1名様 1泊あたり+:
●ハイフロアスーペリアルーム(有料で利用)は上記基本代金に1泊あた|

●フライトによってはフライト差額が必要です。卜詳しくは14ページ
てください(おとな。こど ●発地によっては な。こども同額)。

ヽ 露

|

摯邸皿褥 蒻翻サンセットビーチまで
徒歩で約5分。

饉田ヨロ
]]□庸堪轟勇31鷺去亀認蒙駿褻無肇、三沢・秋田・山務U
三宝堅≡生三型製     *商 品コードはルームグレードアップ共通

ね(上皇)爾

●洋室 (2～4名 に1室 )・ 3フ耐
[追力]代金が必要です(下記参照),]

オーシャンビューをご用意

●洋室 (2～4名に1室)・ 3ア耐 +テラス2511
[追 lll代金が必要です(下記参照)。 ]

オーシヤンビューをご用意
●滞在中エグゼクティブラウンジ利用可(チェックイン
チェックアウト、朝食、アフタヌーンティー・カクテルサービス)

・[珊醐 鴫 鰯
出発日カレンダー

旭川発:+5,000 帯広・31路発:

エグゼクティブォーシャンビュー /1名様 1泊あたり+4,800
平グゼタテイブオーシャンビ三=爾[Rチラス1動藤藍S石1壽薪T自ぁたり+4,800

8翼冤だF発で1轟膠越墓綜藝ふIXh当fテ
ラス侑料で柵la■記基本代鋼泊あな

●フライHこよってはフライト差額が必要です。卜詳しくはMパージ
してください(おとな・こども同額)。

●ご旅行予約時にお申し込みください。
●洋室 (2～4名に1室)・44～46雨
*同じお部屋タイス こ運泊。

記号の見方はP.1_上 オプシヨナルプランシャトルタケンーはP.41 ●プショナルプララτ再顧砺=百
両5 1 JALうたげすはP.61共通行程表・時刻表はP.14



ホテ
でランチまたはスイーツブッフエまたは

バー 1時 間飲み放題利用可 (ス イーツプッフェ、
バー10寺間飲み放題は滞在中1回 )

●記念日のおもてなし
(2連泊以上のお客さまに〉
●滞在中「三重城温泉島人の湯J利用可

■洋室・スーペリアツイン(1～4名に1室 )

■回 15100〔コ 1100
●那覇空港より車で約7分 gF覇ぅみそらトンネル経由)

●ゆいレール「旭橋駅」より徒歩約15分

匡勁有翔図 (有糊□ 回 圃 囲 除外日J/8

●朝食券でランチの利用可
●記念日のおもてなし

□

|

JAL′
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剛 :3日 間=NS9673□  4日間=NS9674□   
…

:定型コ…ス型
□=札幌 函館・旭川・帯広翻‖路 女満別発:H、 青森・三沢・秋田・山形発:U 櫻 ― 淵 鰍 諷 sM那覇

―
mに 瑚

*施設により現地にて施設使用料が必要です。詳しくは各ホテルをご覧くださしヽ。出発日カレンダー

●上記基本代金にホテル追カロ代金が必要です。||■ⅢⅢ口

'や
0^■

'●
1室利用人数はホテルにより異なります。

●フライトによつてはフライト差額が必要です。,詳しぐ誨4～■″

函館発:+3.000 旭1発:+5,000 帯広瑠‖路発:

青森・三沢発 :+1

●発地によつては上記の旅行代金差額が必要です (お とな・こども同額)。

(1名様)ノ fシラン,クホテル沖縄 (スラジダードルーム)/スマンルホテル那覇シテフリゾート基本代金



ホテリレからのおもてなしは「たびマニュアル」にて詳しい情報がご覧になれます。

●ホテルは設定ホテルの中から1泊ずつでも連泊でも自由に組み合わせてお選びいただけます。ただし、客室のご利用人数は同一のご利用人数に限
',ま
す。

●ホテルおよび宿泊日によっては追加代金が必要です。下記宿泊日カレンダーより1'自 ごとの宿泊日をご確認のうえ、各ホテル追加代金(1泊あたり1名 様/おとな こども同額)をご覧ください。
基本ホテル追加代金 一部グレードアップルームでは基準となるルームタイプ(館 )のホテル追加代金にさらに追加代金が必要となる場合があ

',ま
す。その場合の基準となるルームタイプ(館)のホテル追カロ代金が基本ホテル追加代金です。

■洋室・ツインルーム(1～4名に1室 )

■国m14:00 0UT ll:00
●男F覇空港より車で約30分
●ゆしヽレール「首里駅」より徒歩約20分
□EOI圃副 全室禁煙

●朝食券でランチの利用可
場料金不要で利用可

ホテル特製チョコチップクッキー付き

■洋室 (1～3名に1室 )

■匝D15000田 12:00
●那覇空港より車で約10分
●ゆいレール「旭橋駅」より徒歩約2分
□【]圃[囲  全室禁煙

券でランチの利用可
もてなし

鞠鰹 II蘇鰤
:::[睦 嗜彎   .3ヨ "鰤 電 i

II語 1弊
ホテ

てなし

施設使用料 (1泊/1名様):550円 (4～6歳力就学児)

■洋室(1・ 2名 に1室 )

■□D15:00回コ11:00
●刀5覇空港より車で約10分
●ゆいレール「県庁前駅」より徒歩約3分

圃囲

ホ
テ
ル
追
加
代
金

2名/1室 1名 /1室
300〔

1

2

4
f 3000円

350(
h

3

50011

■洋室 (1～4名に1室)

■匝D14:00回 Dll:00
●那覇空港より車で約20分
●ゆいレール「牧志駅」より徒歩約1分
□ 匿]圃□囲 喫煙・禁煙選択可

“

～3名に1室のみ)

ホテ
でランチの利用可

●那覇空港より車で約8分 05覇うみそらトンネル経由)

●ゆいレールm]僑日1ょり徒歩約15分

□回圃

■洋室 (1～ 3名に1室 )・ 26 ni

ホ テ

●朝食券でブランチの利用可 追カロなし

■洋室・スタンダードルーム(1～ 4名 に19・ 16～ 37市
Ⅷ 15:00 CttD1 0:00

JALノ :ック
30

Ｔ^
υ
Ｚ
■
■
Ｚ
■
●

一一一一一一一・一一一一一一一・・一一一一一一一一一一一一一一一一一

匿]EX罰日□ 全室禁煙

…

有はP・1   1   オプシヨナルプランィンタカーはP.5   1    」ALうたばぎはP.6    1   共通行程表・時刻表はliイ西
~~¬



盪
lンヨ疇

隋隋鰤

呂 I
嘔ロコ田 :3日 間=NS9733□  4日 間=NS9734□  5日間=NS9735□

□=札幌・函館 旭川・帯広・釧路・女満別発:G、 青森・三沢・秋田・山形発:P

―
:定型コース型

ユ
〃

轟
爾
爾
機
鸞

ビ呻

1■itえり三二jし」

(単位 :円)

３̈‐

●上記基本代金にホテル追カロ代金が必要です。●詳しくま32～ 34ページ
●56名/1室設定ホテルで5・ 6名 /1室をご利用の方は、上記4名/1室基本代金にホテル追カロ代金が必要です。
●発地によつては上記の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必要です。 >詳しくは14ページ

署
懲
機
螂
量

3～6歳 (未就学児)

*施設により、現地にて施設使用料が必要です。
詳しくは各ホテルをご覧ください。

■設定期間:2019年 10月 1日～2020年6月 4日 本」用日にて予約 (旅行企画・実施ジャル′リク〉1取消料ロヨ腱じA日

ご利用区間 代金 (片道/1台 ) 翻熙曰●(限定)

往
路

石垣空港→石垣島ご宿泊ホテル 石垣港 3,400円 NG9245A
石垣空港→Okinawa EXES shigakり ima 1,800円 NG9245J

復
路

石垣島ご宿泊ホテル・石垣港→石垣空港 3,400円 NG9245C
Ok nawa EXES shigakttima→石垣空港 1,800円 NG9245K

●定員 :4名 。2名以上4名までに1台の配車。1名様でのご利用はできません。おとな。こども旅行代金でご参加の2名様以上でお申し込みください。●こども添い寝の方は適用条件の人数に含まれません。ただし、乗車定
員には含まれますのでご注意ください。●普通車利用●配車 降車場所、配車時間をご指定ください。往路は石垣空港至J着便に合わせての配車です。ホテル配車・降車はご宿泊ホテルのみです。●待ち合わせ場所/石垣
空港 :至」着ロビー、ホテル :ホ テルフロント、石垣港 :石垣港離島ターミナル●途中観光はできません。●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いたしますので、ご予約時にご旅行中の連絡

先をお申し出ください。

くアイランドチヨイスノヽ
オプショナルプラン

出発日カレンダー

札幌発 基本代金 A B C D F G H | 」 K L M N ○ P Q R S 丁 U
34名 /1室 571800 61,800 63,800 67,800 71,800 76,800 801800 1091800 1,8,800 131,800 1371800 147,300

3 2名 /1室 57,800 59,800 60,800 62,800 76,800 78,800 82,800 89,300 97,800 120,800 133,800 139,800 160,800
日
間
な 1名 /1室 60,800 63,800 67,800 67,800 72,800 77,800 101,800 107,800 15,800 124,80C 137,800 i43,800 164,800

ども(3・ 4名/1室 ) 57,80C 60,800 60,800 67.800 68,800 77,800 83,800 100.800 100,80C 110,80C 121800 125,800 13080( 134,800 138,800

４
日
間

3・ 4名/1室 62,800 66,800 66,800 79,800 82,000 1031800 12,300 115,800 ,25,800 141,800 147,800 153,800

と
な

2名/1室 67,300 70,800 75,800 78,800 87,800 92,800 99,800 1061800 114,800 ,18,800 127,800 143,800 150,800 156,80C !85,800

1名 /1室 68,800 72,800 74,800 77,800 90,800 92,800 97,800 111,800 132,800 148,300 155,800 161,80C

こども (3・ 4名/1室 ) 69,800 72,800 75.800 78.800 80,800 83,800 92,800 96,800 102.800 116.800 124,800 132,800 132,80C 148800

お
と
な

3・ 4名/1室 67,800 73,800 ８０〇

一８００
■
一７６，

77,800 89,800 95,800 100,800 ‖0`800 117,800 1211800 139,800

2名 /1室 68,800 71,800 78,800 80,300 83,800 87,800 13,800 120,800 125,800 133,800 R Ann 199,800

1名 /1室 72,800
61800

77,800 79,800 82,800 83,800 85,800 87,800 100,300 ‖0,800 120,800 ,32,300 140,800 150,800 177,800 206,800

こども(3・ 4名/1室 ) 6380C 66800 66800 67.800 71,800 71800 72800 75800 79800 8480C 104800 08800 11380C 128.800 141,800 152.80C

函館発 3,000 旭りI発 :+5,000 帯広・則

―

出発:+9,000
出発地

旅行代金差額
青森・三沢発:+15,000

秋田発:+13,000/山 形発:+13,000   __

>詳 しくは32～34ページ ●1室利用人数はホテルにより異なります。>詳しくは32～34ページ

||ず●|[LL肇1lⅢ行日数
`'■

|口門)]●沐ⅢⅢII■|

石垣島シヤトJレタクシ■
(石垣空港,石垣島ご宿泊ホテル,石垣港)
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―チまで車で約10分

閉雪チ去写ちτ夢霙5N廃 舅暑Tttυ2利用除ぐ
上記に加えて ●ランチ1回付き

■洋室 (1・ 2名 に1室)58市

ホテルからのおもてなしは「たびマニュアルJにて詳しい情報がご覧になれます。
●ホテルは設定ホテルの中から1泊ずつでも連泊でも自由に組み合わせてお選びいただけます.た だし客室のご利用人数は同一のご利用人数に限ります,●ホテルおよび宿泊日によっては追加代金が必要です.下 記宿;白 日カレンターより1泊ごとの宿泊日をご確認のうえ、各ホテル追加lt金 (1泊あたり1名 様/おとな こども同額)をご覧くださt、
¨ 一部グレードアップルームでは基準となるルームタイブ(館 )のホテル追加代金にさらに追加代金が必要となる場合があります。その場合の基準となるルームタイプ(館 )の ホテル追加代金が基本ホテル追加代金です。

●洋室/ス タンダードルーム(1～ 3名 に1室 )・ 24M
コーナーツイン(4名に1室)30市

●[l翌 1500o国 11:00
●石垣空港より車で約25分 歴皿 (石垣空港⇔ホテル間/11/30ま で)

フサキビー考まで車で約15分
図(・ll□回□囲

…
●朝食をランチに変更可 ●記念日のおもてなし

■スタンダードルーム
洋室(1～3名に1室 )・ 24蒲
■コーナーツイン
洋室(4名に1室 )・ 30繭

基
本
ホ
テ
ル
追
加
代
金

●洋室/デラックスルーム(1～ 4名に1室)58耐
0コロ15 00 0uTl1 00● 石垣空港より車で約10分
●12/30～ 1/2泊はロロ,3● 1 躍肇誕罰薫=享≡素

8達量′子
`ク

方二ζ俣3ことい
=が
1138コヨ8フ～44M

(45名に1室 )・ 37～44耐  ~        ~
●□□15:00●コ1li00●石垣空港より車で約40分

オーシャンビューをご用意 ■

■和洋室 (1～4名に1室 )・ 58M

●朝食券でランチの利用可

露天風呂付展望大浴場
朝は朝日を浴びる海を夕方は夕焼けの海を夜
は星降る夜空をお楽しみしヽただけます。

即 留 四 困コ國四日回 1園甜詢上卿 ]誦睦ヨ日□囲憂割回四回目1醒目麗四日■

ｎ
彗
撃
灘

1鶴
い ・ 難 麹

=ll週

襲議駐1  1

左記基本ホテル追カロ代金に
一律+1,000円



●洋室/とぅも一る館 スタンタードツイン(1～4名に1室 )24～ 36市
1_重些墜■J*4/1より禁煙(予定)

:異θ∫彗選乳撒 1型型“
泊坐櫛■Ю2期

国図(lt医亜国匿亜□除夕十日‐14-3131にうも一税宮のみ)

2020年 1月 より施設内の一告敷こ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。

●朝食券でランチの利用可 ●グラウンドJレフ利用可
●レンタサイクル50%割 引
●3～5歳のこども添い寝のお子さまに滞在中朝食付き
〈3連泊以上のお客さまに)●夕食1回付き

■洋室 (1～ 4名に1室 )・ 4フ 市

■洋室 (12名 に1室 )1811

●洋室/西館 スタンダードツイン(1～ 3名 に1室 )・ 24市
●[D1500● コ11:00 ●石垣空港より車で約25分
真栄里ビーチまで車で約15分。

医 ]無 籾 □ 回 圃 囲  全 室 禁 煙

■洋室 (1・ 2名 に1室 )24雨

一一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

＼
＼

、ヽ
＼
ヽ
　
卜
一

ヽ ｀

麺Hl認 LIマ縣閂黎魂で約助
剛 饉(石垣空港⇔ホテル間)

図(潮圃囲

ミ||.

基
本
ホ
テ
ル
追
加
代
金

宿
'白

E 3名/1 2名/1宰 1名′

3 9
250(
3 3500p

950
f 1500円

4 4500円
8000円 170001

■洋室 (12名 に1室 )

*女 1生 のみのご利用に限ります

基
本
ホ
テ
ル
追
加
代
金

3名/1 2名/1室 1名/1室
1 追カロなt

1500円
1 1 1

1 50C 1

2000円

30( 3500

ホ
テ
ル
追
加
代
金

3名/1 2名ノ1室
500円

b
500円 1

1 500円
1 1500円

f 1500円 2
1500円

h

●洋室/スタンダードツイン(12名 に1室)

洋室/デラックスフォースルーム (3～ 5名に1室)

●[m15:00回 囲1100 ●石垣空港より車で約30分

□回□囲
ホ
テ
ル
追
加
代
金

4名/1室 23名/1室 1名 /1室
1500円
1 200(

3000円
2,000円 3000円
4000円 5
4000円
5,000円 6000円

●滞在中レンタサイクル利用可

●滞在中駐車場料金不要で利用可

追カロなし

ク”３３

■洋室(1～4名に1室 )・ 36市

左記基本ホテル追加代金に

1名 1室
2～4名 1室

愧 ●朝食券でランチの利用可 ●記念日のおもてなし



旅行会社の皆さまへ ホテルからのおもてなしは「たびマニュアルJにて詳しい情報がご覧になれま視
●ホテルは設定ホテルの中から1泊 ずつても連泊でも自由に組み合わせてお選びいただけます。ただし、客室のご利用人数は同一のご利用人数に限ります。
●ホテルおよび宿泊日によっては追加代金が必要です.下記宿泊日カレンターより1泊ごとの宿泊日をご確認のうえ各ホテル追加代金(1泊あたり1名 オ姜′おとな ことも同額)をご覧ください.

…
旭口代金|一部クレートアンブルームでは基準となるルームタイプ(館 )の ホテル追加代金にさらに追加代金が必要となる場合があります。その場合の基準となるルームタイプ(館 )の ホテル追加代金が基本ホテル追加代金です。

■洋室 (1～3名に1室 )・

4フ 雨+テラス10耐●洋室/スーペリア(1～4名に1室)47耐 ●[m15:00 0UTll:00
●石垣港より高速船で約25分、小浜港より車で約10分
饉田蝋小浜港⇔ホテル間)

日図(無翔□歴]圃[囲  全室禁煙

■洋室 (1～4名に1室 )

60商+テラス16耐

●洋室/スーペリアツイン(1～4名 に1室)●*34名 1室利用の場合デイベッドを使用
●石垣港より高速船で約45分、

E墨♂蓄荼告馨舌葉瞼 )ぁ辱で
□][回□  全室禁煙

●3歳までのお子さま(こども添い寝 同伴幼児含む)に滞在中朝 夕食付き
*バイキングにておとなの方の食事と同席の場合のみ

ジヤングリレBooks&Cafe
お気に入りの一冊を選んだら、亜熱
帯の雄大な自然を感じられる空間
で、コーヒーをお楽しみください。

*環境保護を考え、ゴミ少量化の
ため、お音F屋に歯ブラシ くし
カミソリよ設置しておりません。

●洋室(1～ 3名に1室)、 和洋室 (4名に1室)● 朝・夕食付き
|●11雨 15 00 0Ull1 00
1●石垣港より高速船で約10分、竹富港より車で約5分
1歴洒
「

沢竹富港⇔ホテル間)

1囲 1で藝r¬

ホ
テ
ル
追
加
代
金

3・ 4名/1 1/1 1名 /1室
12000円
12

750( 85001
11500円

8
f 9500円

11500円
750(

利用日にて

●天候等により変更または実施できない場合があります。催行中止の場合は各お問い合わせ先
よりご連絡いたしますので、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。

轟撃豫鯛
―
マ鸞ン審響く鮮イン澪響鬱篠鍮鋤彦鰺―厨『静団NN96JO」

ティンガーラとままハ菫曲簿言で曖 の′:報 のこと。揺れの少ない大麗角タマランで
武重曲鍛海なタルージング.穫撥海轟を感じながら繭の島鍛星空を機楽しみください。
●設定期間:10/1～6/3
●代金:お とな こども(3歳以上)5.000円
*5/2-5は7000円 2歳以下乗船無料

●行程:石垣潜 (2030蹟 発)→ ティンガーラクルーズ→石垣港
●所要時間:約 1時間
●代金に含まれるもの:乗船料、ガイド料 ワンドリンク代、
保険料 消費ijl等諸税

●最少催行および受付人員 2名以上
*石垣市街地一部ホテルより送迎があります.

言羊しくはこ利用日の6日前から前日までに ぶしぃぬしまに
お問い合わせくださしヽ.

*か かとの高い不安定な履き物は、危険ですので
ご遠慮ください。
(■営,有 限会社ぶtス ,ぬ しま 取消料 :当 日100%

ぱ』≫鼈塩颯ふ畿蝙聰
|:ド j賠フ ィ ン 織 ン ぬ ウ ン タ …

『
1市 目目NN9633B,|ド ,移フ ィン ス イ ム 麟コ静 曰ヨNN9633C

IIイ 』b粛中l・A嵯鰈ゅたYイル粛lξご鐵壁縣げて避び構す。
|=イ ll・島と保ふ机あなヽ修限壁した機は、イクスの中でイルカと―‐籍:こ泳ぐ麟とができます。
●設定期間:10/1～ 6/4(10/26、 1/1を除く)
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石垣霙曇漕蔭δ秀郭二〒繁貿鷲轟|ユ,摯ま、R孟
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豊段 7ィン2コン7ツー石垣豪隼今(即
'台
βp分煎)●イ́ 不に移動→イルカ|ふれあい(約 20分)→

壽轟ξ〒偏L輝凛る/お,7ξセざ濡 Llり
`酪 `召

ンタジ硬島
月 12:00/1600
2時間 (ふれあい体|●所要時間:①約1時間(ふれあい体験:約 20分)②約2時間(ふれあい体験:約 20分+ドルフィンスイム:約20分)●代金に含まれるもの:プログラム体験代、O(ライフジャケット胴長レンタル代)

罐態 馨 T翡背9鴨9瓢33ら薇員i輻冬纏蟄
II言#うm)器 3暴掌当 な 社鍼 量 の胴 こより lr

●開始時間:1011月 、4～6月 12:00/

ご参力0い ただけません.                        ′
*●澤

`ζ
●良い服 (も しくま水着)タオル、ビーチサンダル 日よけの帽子を 1

ご持参ください。
*|1水着、タオル、ビーチサンダル、日よけの帽子をご持参ください。
(運 営)海邦企画株式会社 取消料 1当 日100祐

■■‖,「十11■ ,■ 11lIIIi,― 11● ■‐■■|.■■■
●設定期間:10/1～ 6/4     晒 発日にて購入(滞在中利用亘¬
八重山搬訪におすすめ。人重曲観光λ リー(本鋤の運航する
下記6畠10航路全てを利用できます。
代金 m市目日(限定) おとな こども (小学生)

1日 間 NG9250A 2,200円 1,500円
2日間 NG9250B 3,300円 1,700円

く
ヽ
／
／

覇鸞轟輔ゆ雛鰹鐵機鼈ダウ置イ醗√ゞンナ峨鍮『瀞ロョNN9`2: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.

催行中止の場合は各お問い合わせ先よりご連絡いたしますので
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。

近素機の乗り物「趣グ
｀
ウェイJを畢動の轟鍛中で霧難 tJみください。

●設定期間:10/1～ 6/4
●代金 :お とな(16歳 以上)6,000円

利用日にて予約

●行程:バンナ公園北□集合 (フ 45)→ 講習 (30分 )→セグウェイ体験(40分 )

●所要時間:約 70分
●代金に含まれるもの:セグウェィ利用料、ガイド料、消費税等諸税
●最少催行および受付人員:2名
*運動に適したllB装、履物でのこ参加をお願いします。
*70歳以上の方は平田観光にお問い合
わせください。
*体重制限45kg～ 117kg(45k3未 満の方
は平田観光にお問い合わせください。)
*妊娠中の方、飲酒された方、16歳未満
の方は運営会社の安全の規定によりご
参カロいただけません。
(運 営〉平田観光株式会社
取消料 :

10～ 7日前20%、 6～2日 前30%、 前日40%、
当日50%旅行開始後 無連絡100%

0石垣―竹富
②石垣―小浜
0石垣―黒島

0石垣―鳩間
②小浜―竹富
0小浜一大原(西表島)

:|:::::::::::::

t′や`ヽ 置鐵 罐
④石垣一大原(西表島)0大原(西表島)一竹富
0石垣―上原(西表島)⑩上原(西表島)一鳩間
*未就学児無料 (おとな1名につき1名まで)

●代金に含まれるもの:右記0～⑩各ルートのフェリー乗llD料、消費税等諸税*ご利用開夕台日より1日 間または2日間有効です。
*八重山観光フェリー、安栄観光運航便のご利用に限ります。
*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。
*ご利用可能な船の時間は八重山観光フェリーにお問い合わせください。
(運 営)八 重山観光フェリー株式会社 取消料 :なし
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記号の見方はP.11オプショナルプランレンタカ=はP:3 オプショナルプラン石垣島シャトルタクシーはP.311 オプショナルプラン観光はP.34



こい一ヽい一̈こども添い寝適用区分表
無料

対象年齢 3歳未満 6歳以下 (未就学)Xl 12歳未満
航空座席 使わない 使う

食事 ベッド 使わない 使わないX2 使う

ホテルおもてなし
アメニティーグッズ類 付かなし 付かない※2 付く

施設使用料 宿泊施設欄をご確認ください な し

※1対象年齢は一部コース、ホテルにより異なります。
X2施設により異なります。詳しくは旅行会社にお問い合わせください。
(施設使用料について〉
こども添い寝旅行代金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 (現地払い)。各施設に記載の金額は1)白 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llて いるものは各宿泊施設により異なります。詳しくよ旅行会社にお問い合わせくださしヽ。

お車をご利用のお客さまに

(新干歳空港まで車で約3分 l〕

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。

詳しくまWebサ イトPOまたは旅絵 祖こお問い合わせください。 国

「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/

Fこ ども添しヽ寝繭 :t壼J糠 ベッド、お食事を必要としなしヽ灘3畿以上6歳厳下鍛未就学のお子さ譲l_ご利薄いただけま軌
0「こども添い寝旅行代金Jは左記マークの付いてるコースに適用します。
●特に明記のない限り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、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J適用者1名につき、「こども添い寝Jl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 ご利用しヽ
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。●「こども添い寝Jは ホテル差額、フライト差額は不要です。①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お問い合わせください。議「こども添い寝旅行代金」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 添 い 寝 旅 行 代 金 (1名 様 )*何日間でも同一代金 単位 :円

札幌発
基本代金

出発日 5/1～31発
10/1～ 12/19

1/8～ 262/12～2
4/1～ 30発

1ノ 27-2/2、 2ノ 11
2/23～ 3/31発

12/20、 1/7
2/3～ 10発 12/21～ 26発 12/27～ 1/6発

沖縄本島 39,800 42,800 49,800 55,800 61.800 79,800
八重山諸島 53,800 57,800 63,800 68,800 78,800 101,800

青森・三沢・
秋田・山形発

出発日 5/1～31発
10/1～ 12/19

1/8～ 26、 2/12-22
4/1～ 30発

1/27-2/2、 2/11
2/23～ 3/31発

12/20、 1/フ
2/3～ 10発 12/21～ 26発 12/27～ 1/6発

沖縄本島 38,800 40,800 47.800 53,800 59,800 77,800
八重山諸島 52,800 54,800 61.800 76,800 99,800

儡 旅行代金差額 瑳 黙 黎 盤 齢 糀 嘲 蘇 謄 殿
寝 函館発 +3,000』 廃 :+5000帯 広 釧路発 :+6,000,両別発 +9,000

Q綿‰s蠍語 ゆとりのfクラス」Jをツアー予約と同時にお申し込みいただけま九

●詳しくは旅行会社にお問い合わせください
追加代金 1区間

`片
道

'+2,000月
〔鬼蝙 jど°添け り 座席ィメシ

ジャルパックでは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。

旅 行 条 {牛 (ヨ署約 )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こ確認ください。

蝙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J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。
緻旅行契約の申し込み・旅行契約成立 (1)所 定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ、次に定める申込
金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅イi代金または取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

祠 累
ρ能lξ諮製蓼騎鮎設お蓋馨邪顧鮎綿M商 茉翁絣そ禁酪
します。

電
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要」ヱ婦ξ蟹綴 誓雰2E鷹るRξ曇畠雇lSil君 :堕き異お蔓裏藤懲望尋要懲:[場

軋 雹黎   趙 躙 頸 需
ただきます。

彊霰瞑霙膀⑬
"冬

椰雖芍文燒与斗]璧‖蔦
諄轡;籠香箔種監]理鰈 覧≦ξ窮罰纏査磐ど」誤些首U蓄積呈ξ景準としています。また旅行代金

:,「鍮 :會紐 諫馴製輔曇急曇謬
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。

価蒻黎颯同珈呂辟捗鸞i翁
(httpノ /www jatco jp/tours/footer/pttvacy htmOを ご参照ください。

内の期日

1 棒行開始日の鞘日建′鵠目需要3
1日から起算してさかのほつて

輛藷蘇所
「

瑞 d)旅行
開始日前日

e)旅行FT5始日
当日(fを 除く)

f)旅行開始後
または

無連絡不参力]

取消料率 1  無料 20% 30% 40% 50% 100%
※1取消料E夏 左記マーク小きのオプショナルプランも上記適用

旅行代金
(お 1人様)

10000円未満 30000円 未満 60,000円未満 90,000円 未満 90,000円以上

申込金 3,000円 6,000円 12,000円 18,000円 旅行代金の20%

注)「日帰り旅行(ツアー

オプショナ,L
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
a)4日前まで

~¨ ~ c)利用
開始日前日

d)利 用開始日
当日(eを 除く)

e)利 用開始後
または無連絡不参力]

取消料率 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!

IJALバ ック 国内
wwwjal.cojp/domtOur

050‐3155‐Q133嘱瑾所:瀾712Ю0
蝠 Wことざ椛冒拌墜⊆著層こそ亀ち婆TR合わせください。薩藷l揃用しております。

¨
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

◆お問い合わせ。お申し込みは
〈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
慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問ください。

@魂鳥よ祟鰻 颯 鰊 饗T昌
ヽ ロ

叩
藝名ヒK卜 126210049

鸞

発行日12019年7月 30日  19074R 発行所:株式会社ジャルパック 無断複製・転載を禁じます。

村

御職 0:闘訥

‐燿翻:AL国内線
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Nct Plonlotcrtお よびNPS.は
ベインアントカンパニー
フレットライクヘルド

サトメトリノクス システユ、ズ
の登録1商標です


