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お申し込みは出発日の前日から
起算して7日前まで承ります。*上言]よ」ALが実施・運営するキヤンペーンです。

2019.10/1>2020.5/311名様より参加OK
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ジャルパ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。
く左言己マークが目印です。                                   ジヤルバックが目指す商品の企画にご協力いただいた施設です.

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.           ジヤルバック商品の販売にご協力いただいた施設です. 愕 鸞霙

詳しくは「webサイト」でチェック!:httpsプ /www.jal.co.jp/domtour/cpn/oka/19s_pittabicpn.htm[
●観光施設やお食事、お買い物、ガソリン代(沖縄本島のみ)(注 )な どにご利用いただけます。詳細は、旅程表と一緒にお渡しする「ぴつ旅クーポンのご案内」にてご確認ください。利
用施設は現地でお選びください。●「ぴつ旅フーポン」は各施設入園時に係員にご提示ください。●各観光施設の諸事情により体業となる場合があります。●2020年 6月 7日 までの
旅行期間中のご利用に限ります。(注 )「ガソリン代('中縄本島のみ)Jと してのご利用は、1ページ「オプショナルプランレンタカー('中 縄本島)」 をご予約 ご利用の場合に限ります。

那覇。新千歳・函館・旭川。釧路(たんちょう釧路)。 とかち帯広。女満別・青森・羽田空港のブルースカイ、
那覇・石垣空港のコーラルウェイにてお買物券1,500円 分としてご禾u用いただけます。

●2020年 6月 7日 までご利用できます。●1,500円 未満のご利用の場合の返金はいたしません。●送料としてはご利用いただけません。

ぴつ旅クーポンのご案内 ● ク_ポン未使用時の換金 払い戻しまいたしません。●クーポンは他人に貸与 譲渡することはできません。●クーポン紛失時の再発行はいたしません。また、破損・汚れ等がはげしい場合ご使用できな
いこともあります。●他のクーポン 害J引 との併用はできません。また、クーポンの換金・払い戻しもできません。●メニューによつては天候等によりご利用いただけない場合があります。また、営業時間・休館 休園・休業日等は変更にな
る場合があります。●メニューご利用中の事故・ケガに関しては、弊社で責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。●旅行出発前予約の必要な場合があります。お客さまご自身でお電話にてご予約ください。ご予約の際に
は、クーポン利用である旨をお申し出ください。なおメニューによつては定員になり次第締切、満席等の場合があります。●食事メニューの内容は、限定メニューとなり、食材の仕入れや季節により内容が変更になる場合があります。●
クーポンを弊社指定の各空港売店、レストランでご利用の場合、現金とのお引き換え、並びに釣り銭はでません。差額が生じた場合は現金にて不足分をお支払いください (一部ご利用いただけない店舗もあります)。 ●クーポンにてお
買い物、お食事をする場合、他の書」引サービスとの併用はできません (一部除外品もあります)。 ●メニューの詳細については現地にてご確認ください。●「こども添い寝旅行代金Jでご参力]の お客さまにクーポンは付きません。

クーポンメニューリストま発券時に印刷されません。お客さまからご要望がございましたら「たびマニュアルJから印刷のうえお渡しください。旅 行会社 の皆 さまへ

のIしKIみ
いろいろ選んで、
自由に作ろう!

自分だけのぴつたリプラン

基本代金
(本島コース〉または〈石垣島コース〉
または〈富古露ヨース)

基本代金
●出発日
●コース

●ホテル ルームタイプ:

5～ 17ペ ージの全設定ホテルの中からお好きなホテルを
お選びください。連泊のほか1泊ずつのホテル変更もできます。

それぞれが好きな日程で参カロOK!
参力]者 3人のうち、1人だけ出発日や旅行日数が違つてもOK

コース・出発日0宿泊数・旅行日数を決めます
2019年 10月 1日 ～2020年 5月 31日 の毎日発
( 本 島 コ ー ス ):刀 5覇 までの往復便が付いているコース
( 石 垣 島 コ ー ス 〉:石垣島までの往復便が付いているコース
〈 富 古 島 コ ー ス 〉:宮古島までの往復便が付いているコース

|

●宿泊数 (本島コース)〈石垣島コース)(奮宙轟理―ス)1泊 ～5泊
●旅行日数 2日間～8日 間
●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。

出発日より8日間まで復路便の延長が可能です。,`ただし、10/11-1411/1～ 4、 12/27-1/6、 1/10～ 13、

2/7-11、 2/21～ 24、 3/19-224/29305/1～ 6の帰着にかかる復路使の延長はできません。

オプショナル
プラン

お選びいただく目的地のホテルおよび
1室あたりのご利用人数により、
ホテル差額が必要です。
*ホ テル差額とは、お客さまがお選びいただく
ホテル・ご利用人数により必要となる差額です。

>詳しくは5～ 17ページ

時刻表・フライト差額

●利用便 4ページのフライトの中からお好きなフライトをお選びください。
(注 1)本島コースの札lTL発 は、羽田以夕‖こ伊丹 関西 名古屋 福岡乗り継ぎ(同日)がご利用いただけます。

お選びしヽただく便により、往復路それぞれのフライト差額が必要です。
*「 フライト差額」とは、お客さまがお選びいただいた航空便を
ご利用いただく場合の差額です。

本島コース
(注 1)

往路]出発空港→羽田空港→那覇空港
復路]那覇空港→羽田空港→出発空港

石垣島コース [往路]出発空港→羽田空港→那覇空港→石垣空港 出発空港→羽田空港一石垣空港
確謝目]石垣空港→那覇空港→羽田空港→出発空港・石垣空港→羽田空港→出発空港

富古島コース [往路]出発空港→羽田空港→那覇空港→宮古空港
路謡罰宮古空港→那覇空港→羽田空港→出発空港

出発日カレンダー 札幌発 基本代金(1名様)

嘔凸浚鞣鑽饉浚診辣隧鰈
ホ鸞膨彎移―ムダイプをはが機す。

移動や観光に
オプショナルプランをご用意!

●レンタカー会社 :本島 オリックス
●利用クラス:本島 S WAク ラス

タイムズカー レンタル、スカイ、フジ 離島(石垣島 宮古島 西表島)

離島(石垣島・宮古島・西表島)Sクラス Sク ラス(定員5名 /ヴィッツ
オリックス
マーチなど同等クラス)、 ″`Aク ラス(定員8名 /ノ ア、ヴォクシーなど同等クラス)

潔瞑 協 虜 胴 鼎 £ 理 諧 驚 拠 憩鰤 餘 艦9r
す。また、利用期間中の交通違反は返車までに反貝」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,自 観光施設はカーナビに表示されない場合があります。●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。また、延長料金は現地にて現金でお支払いいただきます。●沖
縄本島は匡TC標準装備。ご利用の場合、お客さまのETCカードをご利用ください。(ETCカ ードの貸し出しなどは行つてお
りません。)● 1日 FB5コ ースの場合は、ご利用になるその日の営業時間内に返車してください。●万―事故 盗難 故障 汚損
などを起こされ、車両の1多理 清掃が必要となつた場合、営業補償として下記金額をご負担いただきます。(免責補償制度に
加入されていてもご負担いただきます。)予定の店舗 営業所に車両が返還さllた場合(自走可能)20000円 (タ イムズ カー
レンタルは20.000～ 50,000円 )、 その他の場合50,000円 (タ イムズ カー レンタルは50,000～ 100000円)。 ※ノンオペ
レーションチャージは予告なく変更になる場合があります。
配車・返車場所 ●沖縄本島 「刀5覇空港対応営業所Jまたは「那覇市内指定営業所J離島 「レンタカー会社指定営業所」
(レ ンタカー会社指定営業所については旅行会社にお問い合わせください。)o空港対応営業所で配車 返車される場合、
空港⇔空港対応営業所間は無料送迎いたします(航空機の接続がある場合のみ)。 ●オリックスレンタカーの那覇空港配
車 返車対応は「レンタカーステーション沖縄J(那覇空港より車で約15分 )です。空港からの送迎車内で手続きを完了し
ますので スムーズにご出発いただけます。●オリックスレンタカーの石垣島店⇔八重山店間の配返車はご利用いただけ
ません。●石垣島のオリックスレンタカー指定営業所をご林J用 で、レンタカー配車前 返車後に石垣潜をご利用の場合は、
オリックスレンタカー指定営業所⇔石垣港間は無料送迎いたします(ただし オリックスレンタカー石垣空港店は除く)。

送迎をご希望の場合は、オリックスレンタカーまで事前にお問い合わせください。●那覇空港では1階到着ロビーを出
て、横断歩道を渡つた先で、係員がお待ちしております。(その他各空港については旅行会社にお問い合わせください。)
配車・返車時間 ●レンタカー会社指定営業所で配車 返車される場合、営業時間内に限ります。詳しく|よ旅行会社へお問い
合わせください。●空港対応営業所では 日本航空 日本トランスオーシヤン航空 琉球エアーコミューターの始発便～最終
便まで酉己車 返車が原則可能(タイムズ カー レンタルは営業時間内の対応)です(航空機の接続がある場合のみ)。 ただし、
早朝深夜におよぶ場合 西己返車できないことがあります。●Tギャラリア沖縄では、9:00～ 20:00の 間に酉己車 返車が必要
です。(Tギャラリア沖縄の免税店でのお買い物はご`搭乗便の2時間前まで。)●空港対応店舗への返車時間の目安|よ、ご搭
乗便の1時間前です。(那覇空港対応店舗は1時間30分前。)

レンタカー料金 (カー
免責補償料金、保険 (下記「保険につ
いてJ参照)、 消費税等諸税。

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)

●車両補償 18寺 価まで (1事故限度額)

●人身傷害補償 :1名につき
3,000万 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
額を補償いたします。
※お支払い額はレンタカー各社加入

JALノレク  保険会社の約款に定めらrtた 基準
1    での実損をお支払いくださしヽ。

*5泊6日 間以上をご利用の場合、4泊 5日 間コースに延長1日 コースを
不足日数分追力]してご予約ください。

田市ロヨ■内:沖縄本島=2、 石垣島=3、 宮古島=4、 西表島=5
Fl■■目出□内 Sク ラス=S、 WAク ラス=W
6歳未満 の お子 さまにチャイル ドシー トをご使用 ください。
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。

利用日数
本島
Sク ラス
代金(1台 )

離島
Sク ラス
代金(1台)

本島
WAク ラス
代金(1台)

(限定)

1日 間 1,000円 3,000円 12,500円 NG99■ 1□

1泊 2日 間 2,000円 6,000円 17,500円 NG99■2□
2,自 3日 間 3,000円 9,000円 26,500円 NG99■3□
3泊 4日 間 4,000円 12,000円 38,000円 NG99日 4□

4泊 5日 間 5,000円 15,000円 46,000円 NG99■ 5□

延長 1日 * 1,000円 3,000円 12,500円 NG99■ 7□

それぞれが好きな便に
乗つてOK!
参加者3人のうち、朝一番で出発したい人
が2人、お昼から出発したい人が1人など、
好きなフライトが予約できます。

卜と

●設定期間:2019年 10月 1日～2020年6月 7日ご利用分 1出」到■饉口饉1口田m
●全レンタカー会社・全クラス禁煙車のご利用です。   (運営)各レンタカー鋼

本島Sクラス1台1日間コース 1,000



*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。*内容によつてはご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 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」にてご連絡ください。

日 計
=1口
F― リロト■困m続 編  【 嗣 m__

肝」用便】●フライトスケジュールにより、便名 発着時刻が変更となる場合があります。また、お乗りILtぎのお客
さまは空港での乗りlLI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

'自

施 言囲 ●部屋タイプの「または」表示はいずれかのお部屋タイプとなり、指定はできません。●特に記載し
てある場合を除き、宿泊施設はバス/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
不J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、お部屋により景観 (オーシャンビューなど)に差異がある場合があります。●「おもでなしJ「 ポ
イント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。特に注釈がないかぎりお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がないかぎり限定メニューでのご用意です。なお、「おもてなし」「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。

…

     
―

― 一

【オプショナルプラン取消料について】●取消料四 取消料Π取消料基準は取消料Aまたは取消料Bを適
用します。(裏表紙をご覧ください)● 1取,肖料

=□
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料が記
載されている場合は、その取消料を適用します。
【Iミ事 】●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ま

え 瞑 需 T曇拓 仄 輛 観 雛 屹 酪 魂 撮 愈 露 聾 銭 簡 ツ講 9夕鵬 屎 査
部施設都合により「セットメニュー」に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 行 代 金表 】●ホテル差額に1名 /1室の表示がない場合は、1名 様参加およびシングル利用はできませ
ん。●ホテル差額は宿泊施設の 1室当たりの利用人数を単位として適用します。●こども旅行代金は、満3歳
以上 12歳未満のお子さまにご利用いただけます。●「こども旅行代金」こてご参力日のお子さまの食事はおと
なに準じた、もしくは品数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
なります。●「こども添い寝Jについては、裏表紙の「こども添い寝旅行代金Jを ご覧ください。
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璽 壬夏匡蓬I菫コ =喫煙 禁煙がお選びいただけます。ご予約時にお申し出ください。

辱甲 =JALうたばす停車ホテル >詳しくは18ページ      喫煙可   =喫煙可能です。
× =お 客さま負担 全室禁煙   =ホ テル内および館内全客室が禁煙です。ホテルにより喫煙所や一部スペースで喫煙可能な場合があります。

■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。
_  =空 港 港などから無料送迎があります.一 部対応 (0寺 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。時間などの詳細はお客さまご自身で宿泊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。当日、到着後に連絡が必要です。一部対応 (0寺 間制限や送り 迎えのみなど)の 場合があります。時間などの詳細はお客さまこ自身で宿泊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。お申し込み0寺 にご予約ください.

臓制時=J=空港 港などから無料送迎があります.一部対応 (3守 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。
●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。●WIF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。

の皆 さまヘ

囲 たWALマ ー列また調 ALの kびて フ Иに畔 しい情報が出 いた日すます。
“

ロョ紹 堺5帳
D∝ 己載がある輸 よに酬 AШこて議 約の際Jコス 必須/随 オプション倒 よりこ珈 ください。′ションは当ノヾンフレット掲載コース(―音Бオプションは対象コースが限られます)ご参加の方のみご利用いただけます。

●ホテルからのおもてなしの内容は 「たびJAL」 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予約が必要な場合があります。

基本代金は宿泊数を基本と
します。出発日カレンダーと
合わせてご覧ください。

【基本代金に含まれるもの】
●往復の航空運賃(個人包括旅行害」引運賃適用)、 国内i・1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 (各ホテルごと5～ 17ページに記載/朝食無料のホテルをお選びの場合は含まれ
ません)、「ぴっ旅クーポンJ代 (未使用の場合でも払い戻しいたしません)、 消費税等諸税。金
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一
口
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『
市 目目:1泊=NS9841口  2泊 =NS9842□  3泊 =NS9843□  4泊 =NS9844□  5泊 =NS9845日  □=札幌 函館・旭川 帯広 釧路 女満別発 :G、 青森・三沢 秋田発 ■  日鵬

“
四:組 み立て型

札幌発 基本代金(1名様)

名降覧暑
4・ 5泊 コース差額代金 (1名様): コース +7,000 5泊 コース +13,000

旭川発:+5,000 帯広 釧旧各発:十

コース (1名様):4泊コース +7,000 5泊 コース +13,000

●上記基本代金はホテルを2～4名 1室で利用した場合のものとなり、1室 あたりの利用人数またはホテルによってはすべての利用人数でホテル差額が必要です。
'詳
しくは5～ 17ページ

●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)。 ●4泊 5泊 コースは、3,白コース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 ト差額が必要です。>詳 しくは4ページ
JALノレク
2

55周年 専用サイトはこちらから

本島(タラマ諸島)コース

青森・三沢・秋田発/3～5泊共通出発日カレンダー



菖藁雹蓄司照憚笏絣曇厖饒蝙錮列署!晰懇憾「ぴつ旅クーポンJ代 (未使用の場合でも払い戻しいたしません)、 消費税等諸税。 国
回 雇再而雨 面 □ 2卜 NS98"□ 珀 =郎 螂 □ 辱卜 邸 %"□ 珀 =厖螂 □ □=札囲 鮎 酬 哺訂晏 艦 女満別難 Q静 訳 秋田難 L― 粗 み立て型

札幌発 基本it金 (1名様) 単位 :円

A B C D F G H | 」 K M N ○ Q R
１
泊
おとな 53.800 55,800 561800 57,800 58,800

58800
59.800 62.800 87,800 92.800 !04.800 112.800 117.800 125,800 37,800 40,800 152,800

131800こども 55,800 56800 57800 59800 62、800 68.800 73800 75800 82800 86800 98800 103.800 7800 120800 128800
２
泊

おとな 61,800
60800

62.800 64.800 65,800 86800 88.800 93.800 110,800 22,800 141800 149.800 70,800
こども Rら 800 57800 61800 63.800 68800 3800 78800 83800 87800 110800 117800 129800 130800 135800 141800

３
泊
おとな 61,800 64,800

63800
66.800 68.800 墨雙

79800
86.800 91,800 97,800 111,800 145,80o 151,800 161,800

こども 60800 67.800 69,800 70800 4800 85800 89800 99800 105800 115800 33800 135、 800 150.800
４
過
おとな 66800 75,800 77,800 87.800 93.800 105,800 107,800 卿

112800
138.800 160,800 四

こども 72.800 75800 76800 80800 86800 92、 800 96.800 99800 103800 118800 132800 144.800 145,800 49800 52800
５
泊

71.800 80,800 81,800 83.800 88.800 94,800 102,800 110,800 112,800
108800

113800 127.800 卿 卿
154800

190800
こども 3800 ア9800 79800 81800 82800 87800 93800 101800 103800 111800 116800 122.800 139800 4R A∩∩ 1800 167800

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

青森・三沢発 基本it金 (1名様) 円単位

A B C D G H 」 M N ○ Q R
１
淮
おとな 67,800 72,800

71800
73.800 76.800 971800

92800
104.800 115.800 119,800 123,800 124,800 169,800

131800
175.800 187.800

こども 68800 69800 72800 73800 74.800 78800 86800 99800 106.800 107.800 114,800 15800 128800 136800 137800
２
泊
おとな 75.800 77.800 78.800 80,800 98.800 116.800 130,800 134,300 142800 170.800 176.800 201,800
こども 71800 73800 74800 76800 77、800 79,800 82800 84800 90800 95800 100800 102.800 1,1800 122800 132800 13480( 144800

３
泊
おとな ユ翌

76800
79.800 80.800 82.800

88800
93,800 97.800 110,800 117,300 131,800 134 4.800 157.800 171.800 183,800 206,800

こども 78800 79800 81.800 83800 85800 92800 100,800 101,800 107800 20800 120800 120800 143800 147.800 110800 51800
４
泊

おとな 84.800 86.800 87.800 Ш QQ
88800

92800 96.800 103.800 119,800 139.800 141.800 158,800 172,800
こども 83.800 86800 87800 91800 94800 98.800 10,800 103800 09800 10800 124800 129800 130、 800 145,800 150800 154800 164800

５
泊

おとな 95.800 98.800 104,800 107,800 108,800 1148 121.800 128.800 149,800 50,800 159,800 186.800 208.800
こども 89800 91800 9280 93800 94800 97.800 0,800 OR 800 107800 11680( 116.800 133.800 37800 38800 45800 154800 166800 167800
秋田発旅行代金差額 -3,000

0上記基本代金はホテルを2～6名 1室 で利用した場合のものとなり、
●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)

1室 あたりの利用人数またはホテルによつてはすべての利用人数でホテル差額が必要です。 >詳しくは5～17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4ページ

l rTFED増 =NS98“ □ 狛 =NS9862□ 珀 =NS9863日 狛 =NS9864口 珀 =NS9865□ □=棚

札幌発 基本代金(1名様)

函館 旭川 帯広 釧路 女満別発 :G、 青森 三沢 秋田発 :L  騒鵬
“
■:組 み立て型

単位 i円

A B ⊂ D E F G H K L M N P Q R S
１
泊

おとな 53,800 55,800 57.800 58,800 69,800 74.800 82.800 88.800 94.800 30=800 39800 140.800 141,800 50,800
こども 52800 3800 55800 56800 57.800 68800 70800 71800 81800 87.800 94800 97800 119800 125800 130、 800 131.800 32,800

２
泊

おとな 55,800 58.800 61.800 63,800 64,800 77.800 82.800 87.800 90,800 99,800 107,800
103800

10800 140.800 147.800 152,800 167,800
こども 54800 57800 62.800 ら3800 64800 72800 75800 79.800 88800 94800 108800 125800 128,800 137.800 138800 139800

３
泊
おとな 61.800 64,800 67,800 72.800 79.800 901800 100,800

97800
141,800 146,800 l`a 183.800

こども 63.800 66800 68800 70800 71800 78800 83,800 88800 91800 10880( 117.800 129、 800 1800 135800 44800 145800
４
泊
おとな 型

72800
77.300 78,800 85,800 91,800 106.800 22,800 25.800 卿

138800
.800 157.800 185,800

こども 67,800 69800 74800 76800 77.800 83,800 89800 10180( 113,800 23800 133800 138800 148800 151.800
５
泊

おとな 80.800 82.800 84.300 99,800
96800

800 108.800 15.800 118,800 27,80 48,800 162,800 187,800
こども 73800 76800 78800 81800 84800 91800 99800 106800 111.800 3800 18800 125800 800 13880( R3800 163800

出発地旅行代金差額 函館発:+3,000 旭川発:+5,000 帯広 釧服各発:+6,000 女満別発:+9,000

青森。三沢発 基本代金(1名様)

A B C D E F ‖ | 」 K L M N ○ Q R
１
泊
おとな 卿６５８００

69.800 70.800 72,800 73,800 75,800 77,800
76800

82800 87.800 101,800 112,800 115,800 116.800 153,800 180800
こども 68800 69800 71.800 72800 2800 97.800 109800 11080 11800 112800 126.800 128,800 130800 1800

２
泊

おとな 72.800 75,800 76.800 80800 85.800 89.800 102,800 112,800 24.300 25.800 26.800 i401800 :92.800
こども 71800 74、800 75,800 77800 7880 79800 83800 89,800 99800 100800 114800 114800 114.800 114.800 131,800 2800 136800 137800

３
泊

おとな 81,800 L興
83800

85,800 87.800 92.800 95,800 13800 22.800 29,800 36.800 143,800 176.800 203.800
こども 77.800 80800 81800 91.800 98800 102800 103800 113800 119,800 120.800 124800 139800 140800 143、 800

４
泊
おとな 87,800 90.800 91.300 100,800 108,800 09.800 i30,800 137,800 149800 177,800
こども 84800 8680 89800 97800 102800 102800 108800 114,800 3800 124800 130800 140800 142.800 146.800 lR8 800

５
泊
おとな 93,300

92800
95.800 96.800 97.800 12.800 116.800 17.300 122,800 137,800 145.800 166.800

こども 94800 96800 97800 98800 104800 109800 110800 115,800 116800 121800 7800 129800 132800 142.800 146800 154800 158800

秋田発旅行代金差額    | -3,000
●上記基本代金はホテルを2～4名 1室で利用した場合のものとなり、

JAL′ (ック ●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)

3
1室 あたりの利用人数またはホテルによつてはすべての利用人数でホテル差額が必要です。卜詳しくよ5～ 17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Iよ 4ページ

石垣島コース

札幌燿田自・lll‖ 0帯広・釧:路0女満別発/1～5泊共通出発日カレンダ= 青森・=沢・秋田発/1～珀 共通出発日カレンダー

宮古島コース

札幌・函館`川‖
0帯広・釧l路`女満別発/1た5泊共通出発日カレンダ■



■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。
●当日やむを得なしヽ理由(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った場合
でも、フライト差額の払い戻しはありません。

Eコ 基本フライト→基本代金でご利用いただけます。
匡ヨ Aフライト 匡¬ Bフライト  Eコ 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).

圏

札幌発本島コースは、羽田以外に大阪(伊丹/関西)。 名古屋・福岡乗り継ぎ(同日)がご利用いただけます。
JALグ ル ー プ 田寺刻 表  *JAL925、 JTA009、 JTA065、 」AL201 9、 JAL2000便 はこ利用いただけません。

[羽 田空港⇔那覇空港 ][新千歳空港⇔羽田空港]

便 名 羽田着 (口 名 羽EE発 札幌着
円 」AL 500 09:40 □ 」AL 511 0:30 2i00
日 」AL 502 09:00 0140 IBI 」AL 513 11:30 13100
」AL 594*1 09115 10155 日 」AL 515 12:35 4:05
JAL 504 0:00 11140 JAL 517 13:30 5100
」AL 506 」AL 519 14130 16:00
りAL 508 2:00 13:40 D   JAL 521 15:30 ア:00
」AL510 」AL 523 16i30 18:00
」AL512 4:00 15:40 」AL 525 17:40 9110

」AL 527 18:30 20:00
質 JAL 529 19:30 21:00

口 Al」AL 531
21100

*l JAL594便 10/1～ 26の 運航 *2 JAL598便 、JAL599便 10/46・ 1113・ 14・ 182025の運航

陵 満別空港⇔羽田空涸

離島ヘ

石垣島 宮古島コースでは那覇⇔石垣 宮古間はフライ ト差額なしで全便ご沐」用いただけます(ク ラスJ料金別
途必要)。 *乗 り継ぎ可能な便をお選びください。乗り継ぎ時間は30分以上お取りください。

羽田⇔離島間は下記直行便もご利用いただけます。

便 名 便  名
」AL 909 10:50 3:35 」AL 900 07: 09:40

JAL 902 09:55
」AL 5 12:20 5:00 И   」AL 904 1:20 3:35

12155 JAL 906 12:40
JAL 9 5:00 フ:40 」AL 908 5:40
りAL 921 16:10 4125

3 9:50 」AL 2 15:05 アi30
5:45
16:20

●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グループ国内線時刻表または旅行会社でご確認ください。●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30分以上 羽田では25分以上お取りくださ
い。また、ケラマ諸島、西表島、小浜島、竹富島、波,1問 島にご宿,自 の方は、船に接続できる便をお選ぴください.

航空機と船の接続時間は、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。●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
しヽかご注意ください。  _          _

■

鏃 蟷 量霙7え歪コ鰤
国
圏

[新千歳空港⇔伊丹空港⇔那覇空港]

[新千歳空港⇔関西国際空港⇔那覇空港]

[旭川空港⇔刀コ里牢清]

[9‖ 路空港(たんちょう含‖路)⇔羽田空港]

便  名 01路発 羽田着 便  名
口  」AL 540 10:25 12:15 」AL 543 12:45 14:20

И   」AL 545 19:25

[新千歳空港⇔中部国際空港⇔那覇空港]

便  名 便  名 中部国際発 札幌着
」AL 3100 08,45 0:3 」」AL 3115
」AL 3106 11:35 」AL 3117 18:45 20:25

□ 」AL 3110 14:15
一 一

一
一

CI」AL 3114 16:05
[と かち帯広空j萱9羽甲空港]

14:45

[函館空港⇔羽田空港]

[青森空港⇔羽田空港]

[新千歳空港⇔福岡空港⇔那覇空港]

便 名 青森発 便  名 青森着

4 10100 11:20 И   」AL 4 5:00 1615
315 19145

」AL 46 15:20 16:40 51 21

[三沢空港⇔羽田空港 ]

[秋 田空港⇔羽田空港]

便 名 便 名
」TA 601 07115 口 」TA 600

口 」TA 608
08:50

」TA 605 09:35 11:1
口 」TA 607 11:00 TA 610 12:40
JTA 609 12:05

14:55
口 」TA 612 13115

口 」TA 617 」TA 614
RAC 705 15:55 」TA 622 16:35
」TA 621 17:30 口 」TA 626 18:

口 」TA 625 18:10 RAC 708 19:45

●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。

便 名
」 」TA 552
RAC 801 08:00 」TA 556 10:20

ロ TA 557 10125 12:00
11:45 JTA 560 3:20

TA 563 14:20 И 」TA 562 15
15:1 」TA 564 16:50
1610 」TA 566 17:45

」TA 571 17:20 口 」TA 57 18:55
JTA 573 18:15 RAC 804 19:55

=―Q網 糀 ド 購 型 彎 摯 響 雲 甲 勝にお申し込みいただけま丸
0詠晰 行鋼 こお問い合わせくだれ  ヽ 追加代金 ブ区 聞 ひ鈍勤 +2,000膚 (鶴紘 鍵 憂γⅢ響り 座籍́i_,渕渕 鍼

□
往路搭乗日 右記以外 12/19-24、 1/6・ 7 1/14^-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

12/3031
2/11
2/24
5/4

3/22
1/10、 2/7・ 8
2/10

2/21・ 22
3/19～ 21
4/29 5/2

寵務”日 日 月～土 日 月～土
Aフ ライ ト差額 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 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 +13,500 +13,500 +9,000 +9,000 +1,000 +1,000
Cフライト差額 差額なし 差額なし +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 12/2
1/8^‐ 10、

V27
/1213 1/14‐ 2フ ア 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 3/20 2/8

2/11金 土～木 金 土～木  1  金
Aフ ライト差額 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 +7,000 差額なし
Bフライト差額 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 +3000 +3,000 +8,000
Cフライ ト差額 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 +8,000 +3,000 差額なし +3,000

躙
JALノ C/ク
4

闇時刻表・フライト差額 フライト差額があります ※10/11^‐ 14、 11/1-4、 12/27-1/6、 1/10^‐ 13、 2/7-11、 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。

WilFilコ韓1い1
L                  __         フライト差額                           単位:円 |



■設定期間:2019年 10月 1日～2020年 6月 6日
ホテル差額は1'自 1名様の代金です。また、参加人数ではなく、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。

匡I差重亘正三∃基本代金でご利用いただけるホテルです。
1重憂≡董Ⅲ左垂亘

=響
27■嘔肇flル Tム、考尋)では基準となるルームタイプ(館 )のホテル差額にさらに追加で差額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 )のホテル差額が基本ホテル差額です。

※宿泊日カレンダーには、●本島 (リ ゾート ケラマ諸島)●那覇市内 ●1離島 (八 重山諸島)●離島 (宮古諸島)が あります。
各ホテル欄左上の番号をご覧ください。

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。)        ,詳 しくは裏表紙

■ ■■・

鼈1黎簸
`■==L 

・  ‐"1爾 1,質

●朝食付き ● N15:00 EU引 2:00 ●那覇空港より車で約70分 □匡奎璽コ
こども添い寝でご参力]の 4～ 6歳
(未就学児)施設使用料:500円

籠■■″颯口 ●朝食券を次のいずれか1つ に変更可〔ランチ/ラウンジ
にてサンドイッチセツト(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 ラフトメニユー (一部メ
ニュー除く)/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●アクテイビテイ害J∃ νヾ ス付き

)言羊しくは
下記

スーペリアオーシヤンパティオツイン
●洋室 (2～4名に1室 )

EEm NE7170A G― ビーチリゾート/OBR肝i市ロヨNEフ 170A Ш口
"ロ

ビーチリツート/OBR

●朝食付き
●[ID14 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)

□国  全室禁煙
●朝食をランチヘ

変更可●滞在中スパ・サウナ、
スポーツジム利用可●滞在中
バレーフヾ―キングサービス

ガーデンビュー                  オ~シヤンビュー
●洋室/デラックスナチュラルガーデンビユー     ●洋室/デラックスナチユラルオーシヤンビユー

ホ
テ
ル
差
額

3名/1室 /1室
9000円

b 12.500円 )0円
8000円 11
8000円

,00円
ヨ 1

h
0円 1

59000円
F椰増電 NE7170C □団工田 ビーチ リゾー ト/OBR

ホ
テ
ル
差
額

2名 /1室
1

1 1950 円
000円 1

1

25500円
8500円

円 q

h 1

62000円 θ
4 0円

6
固ヨ
=田
NE7170C Ln― ビーチリゾート/OBR

山 庭側 (23名に1室 ) 海側 (23名 に1室 )

☆対象ホテルいずれかに1泊 でもご宿泊いただくとパスがもれなくもらえます。
★ご宿泊の有無にかかわらず、対象2ホテルすべてがお得にご利用いただけます。

団 諄ヨ;鰊甕L褪再』際[酎胤ム
`輛

配進
`]ζ

尤iど

:新痺攀北ν懃:嚢婆妻権嘲菫纂笏勒
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。                   _

●洋室/ツイン(2～6名に1室 )

●朝食付き ●⊂m14:00 EU“ 1:00
0那覇空港より車で約80分 (沖縄自動車道(有料〉経由)

圃

F託 ■4′1口 ●記念日のおもてなし●レンタ
ルカート(5名乗り)50%割引(12/29～ 1/3、

閻 髯おぼ軒露鴇籠層
き*いずれもブッフエにておとなの方の食事

ぢЮ輻 さまD●屋内プJ陽0%
害J弓 | EEED NEア170D ロロ

"ロ
ビーチリゾート/OBR

JALノ【ノク
5

吻 本島皓覇墓轟曹ノ)設定ホテル・ホテル差額



●洋室/オ ーシャンウィングオーシャンツイン(2～4名に1室 )

I   麒

螂 鉾 制 翻

●朝食をランチに変更可 ●2連
上は館内温浴施設「ジュラ紀温泉 美ら海
1回

こども添い寝でご参加の3～ 6歳 (未就学児)

施設使用料:1,200円 (1泊/1名様)

●洋室(2～4名に1室)● 朝食付き
●匝D15100 mll:oo
●那覇空港より車で約70分 (沖縄自動車道(有料)経由)

圃    全室禁煙

′議彙4■1●I● 3～ 6歳 のお子さまに(こ ども添
い寝含む)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
もおとなの方の食事と同席の場合のみ EEU NE7170F E― ビーチリソート/OBR

●洋室 (2～4名に1室 )

●朝食付き
●□D15100 0UTl1 00
●那覇空港より車で約100分 (沖縄自動車道(有料)経由)

圃

もてなし

こども添い寝でご参力日の3～6歳 (未就学児)

施設使用料 :880円 (1泊 /1名様) 個ヨ
=田

NEフ 171A E― ビーチリゾート/OBR

●洋室(2～4名に1室)● 朝食付き
●回 15:00 0UTll:00
●那覇空港より車で約70分 (沖縄自動車道(有料)経由)

■てクルヽ ■4湖
"● 記念日のおもてなし

3連泊以上は夕食半額券付き●4連泊以上
夕食 1回

こども添い寝でご参力]の 3～5歳
施設使用料 550円 (1泊/1名様)

基
本
ホ
テ
ル
差
額

E― NEフ 170G(デ ラックスツイン共通)

曰口嘔ロビーチリツート/OBR

■■■||■ ‐ ●和洋室(2～ 6名に1室)

●‐|| ■ 2驚き■■^_´ ´OLINJ 1 4:00 [8!I]1 1 :00
●那覇空港より車で約90分 (沖縄自動車道(有料)経由)

圃

●元気村チャレンジクーポンお
1人様 1泊 こつき2枚 ●2連泊以上はランチ
1回 ●3連泊以上は夕食 1回

口呈ヨ田 NE7170H G― ビーチリツート/OB象
こども添い寝でご参加の3～ 6歳 (未就学児)

施設使用料 :>詳しくは裏表紙

●洋室 (1～ 5名 に1室 )

●朝食付き
●囲 15:00□日 11:00
●那覇空港より車で約90分 (沖縄自動車道〈有料)経由)

醒轟   全室禁煙

コロロ圏口 ●朝食券 2枚 で夕食 1回 ●ス
ポーツクラブビスタ入場料50%割引 (月曜日

『
1距目u NEフ 171C 

…
ビーチリゾート/OBR

●洋室 (1～3名に1室 )、 和洋室 (4・ 5名に1室 )

●朝食付き
● N15:00 0UTll:00
●那覇空港より車で約100分 (沖縄自動車道〈有料〉経由)

歴国  全室禁煙

―
●朝食券2枚で夕食 1回 ●プー

,レ 大浴場利用可 (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

こども添い寝でご参力0の 4～ 6歳 (未就学児)

施設使用料 :500円 (1泊 /1名様) E― NEフ 170」 El― ビーチリゾート/OBR

●洋室/ス タンダード(1～ 3名 に1室 )、

洋室/エ グゼクティブ (4名に1室 )

●朝食付き
● N15:00回Dll:00
●那覇空港より車で約70分 (沖縄自動車道〈有料〉経由)

鶉
ぼ
餞
一●朝食券でランチ利用可

●朝食券2枚で夕食1回
●2連泊以上はアイスクリーム1人 1個付き

こども添い寝でご参加の45歳
施設使用料 :500円 (1泊/1名様) EEED NEア 171B 

…
ビーチリツート/OBR

口,I「L望 ,=IH=rOlヨョ田l ●洋室/ス ーペリアルーム(23名に1室 )、

洋室/デ ラックスルーム (4名に1室 )

●朝食付き ●llNl15:00 0UTl1 00
●那覇空港より車で約 100分 (沖縄自動車道〈有料)経由)

こども添い寝でご参加の4～ 6歳 (未就学児)

施設使用料 500円 (1泊/1名様) E― NEフ 1 71 R lllll― ビーチリツート/OBR
JAL′ C/ク

6   1l ①  E・l知 障Jl硼 =l=レ 曖
“

辞 N誠 凛 て ― ・
ロ

E計‐●″●‐ ホテルからのおもてなしがあります。詳しくまお申し込み旅行会社にお問い合わせくださしヽ。(たOJAJE“ 行含社の皆きまへ  〈ホテルからのおもてなし)は「たびマニュアル」にて詳しい憎覇¨

ホテJレマハイナウェルネスリゾートオキナワ



●朝食券でランチ利用可●朝食

言躙 抒雖
3連泊は夕食 1回        _

謹鵬 請〃8舞霜糊朔

●,羊室/スーペリアフロア(2～4名に1室 )

●朝食付き

8K讐 駅 が11掲 ;8%c中縄自動車道侑 粉 翻

口
「

雇繭¬

●朝食券で長寿朝食ルー
^サ=暮乙殊11り■

=]hマ
I建害省層:

an CardJ付き

島纂醜覗請鵬舞纂悸鮮卿

:iン1,:[:llilけJi:][]|[帥

●朝食券でランチ利用可Q勲拿

[][::::;]][ζ::ξ][i骨層11      7醜 :
連泊以上は夕食 1回

誼襦
『

縞れP話電簡鮮D

●洋室 (2～4名に1室 )●朝食付き

晰菖甕]融紀路回'∞
圃匡奎璽コ

●言己念日のおもてなし
●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)          _

:]荀誦轟彦蓼)

・]蝠 雁さ)国 全室禁煙

:1_ 麟蠅鞍:摯・ ■ 」
券でランチまたはブランチ

利用可●約100種 類のサポートアイテム利用可
(一部有料)

●洋コ ツイン(2～ 4名 に1‐■l

鰊 :酷01亀fり藝]属::な。中縄自動車道侑粉経D

食券でランチ利用可

湛臨忠ζξ蒲|ツ指属嘲期
l,ノ 31宿泊までは無料

…
NE7170L

JALノ f・/ク

7

一．
一
一
一一一
一一．一一一
一
一 一

●洋室/ス タンダードツイン(2名に1室 )

不□洋室(3～5名に1牢と_ ___^^
壌べ麺鰭J護 8郭畠星薩ょ,肇電絶8%躍夭道鮮郵⇒制

●朝食券でランチ利用可
●記念日のおもてなし

魃 曇 ,提ξ暮掲勝 (沖縄自動車き有粉経由

□匡四コ

ッキングセツトレンタ
●3連泊以上iょ夕食1回 (12/31～ 1/2、
27～ 5/5利用を除く)

謹積醜覗請鵬芳凛)

カフーリゾートフチヤクコン型



●洋室ザ アイランドスタンダードツイン(23名に1室 )

●朝食付き ●⊂□1500●囲 1100
●那覇空港より車で約60分(沖縄自動車道(有料)経由)

醒覇  全室禁煙
*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。

~ 
・ =¨  亀  |`| .1:

レヽ ■4■1●I●朝食券でランチ利用可    |

●洋室 (23名 に1室)● 朝食付き

基
本
ホ
テ
ル
差
額

宿泊日 3名/1室 2名/1室
12 13500円
12
13000円 16000円

17
150

f 19000円 21500円

h 17500円
円 29000円

39000円
EEm NEフ 170Z(ザ アイランドスタンダードツインラグーンビュー共通)… ビーチリゾート/OBR

●洋室/デラックスオーシャンビュー (2・ 3名 に1室 )

●朝食付き
●囲 15:00回 12:00
●那覇空港より車で約75分(沖縄自動車道(有料)経由)

建轟  全室禁煙

●譴彙4円●I●記念日のおもてなし     1枯 轟面き記夢T〒ぎ El― ビーチリツ`―卜/OBR

ホ
テ
ル
差
額

官,自 E 3名 /1 2名/1室
24500円

22500円

f 26000円 325(

33
62500円

60 84,500円

●洋室/ス タンダードルーム(2～4名に1室 )

●和室 (2～4名に1室 )

●朝食付き ●[m1400回 コ11:00
●那覇空港より車で約70分

醒轟 喫煙・禁煙選択可 鮮 室のの

111■4■■●I● 朝食券でランチ利用可●朝食
券2枚で夕食 1回●フィールドスポーツ50%割
引●2連,自以上はオーシャンビュールームをご

和室除く)● 3運泊は夕食 1回

こども添い寝でご参力]の 3～ 6歳 (未就学児)

施設使用料 1,100円 (1泊/1名様) 籠需電憎 NEフ 170U El_ビ ーチリソート/OBR

蟻   ●,羊室/ガーデンデラックスツイン(2～ 4名 に1室 )

〆 昨璃圏多8端畠舅よび肇¥鳥路(沖縄帥車節糊曲

|11彙4月日●記念日のおもてなし●CoCo
スタイル●2運 ,自 (3/14～ 4/4チ ェックイン
は3連,自)は ランチ1回●3連泊 (3/14～ 4/4
チェックインは4連泊以上)は ランチ2回

こども添い寝でご参力]の 3～ 6歳 (未就学児)

:>詳 しくは裏表紙
「
用電腱 NE7170T 慟口』ロ ビーチリゾート/OBR

●洋室/ビーチタヮースタンダード(2～4名に1室 )

和洋室/フ ァミリースイート(5名に1室 )

●朝食付き ●[□ 15 00 0uTl1 00
●那覇空港より車で約40分

匡国  全室禁煙

●朝食券でブランチまたはラン
チ利用可●朝食券2枚で夕食1回●温浴施設「テルメリィラちゅら一ゆ」)帯在中利用可●記
念日のおもてなし●3連泊以上は夕食1回
こども添い寝 3～5歳

除外日 1/8
E― NEフ 170W 

― ビーチリツート/OBR

●洋室/オ ーシャンビュー (2～ 4名に1室 )

●朝食付き
●匝D15100C日 12100
●那覇空港より車で約40分

□国  全室禁煙

●3～ 6歳 の未就学のお子さま
(こども添い寝含む)に ,帯在中昼 夕食付き、こ
ども添い寝のお子さまに滞在中朝食付き *い
ずれもおとなの方の食事と同席の場合のみ 鰤常電田 NEア 170V 口回嘔ロ ビーチリゾート/OBR

.獣詈1穐ξ鑑 ]綿こ品1.00 鐘鞭
●那覇空港より車で約40分 (沖縄自動車道〈有料)経由)

●レンタサイクル3時間禾J用可 (1泊に
)

…
NEフ 171U(ス ーペリア (2名に1室 )共通)E― ビーチリツート/OBR

●洋室 (2名に ヨ
．
‐

．゙ ■」

●洋室/シ ティビュールーム (1～3名に1室)● 朝食付き

8K醤翼擢鶏腸 圃 笠製
●朝食券でランチ利用可●2連泊はラ

ンチ1回 (3連泊は適用不可)● 3連泊は夕食1回●ホ
テル特典チョコチップクッキー (おひとり様1枚)

●洋室/コ ンパクトツイン(12名 に1室 )

洋室/オーシャンビュースタンダード(3・ 4名に1室 )

洋室/ファミリールーム(5名に1室 )

●朝食付き ●[m14100回コ11:00
●那覇空港より車で約30分   __

lfim翻「鵞』』II素:][鷺罰間

*こども添い寝は2名/1室～5名/1室のみ利用可
爾需白9 NEフ 170X(本館共通) 刊嗅曰ョビーチリツート

1洋室/ス タンダードツイン(1・ 2名に1室 )

洋室/オ ーシャンビュートリプル (3名に1室 )

洋室/オ ーシャンビュー
フォース(4名に1室 )

/OBR
JALノ t′ク
8    」「RE戸1巨ヨ≡五ヨ冒コロ匠轟EEヨ:コ1目E】|:EEZ圏目:圏屁ヨヨ鳴藝【□目E墨国日

□|IEttE理 理|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0」AL: 旅行会社の皆さま2 (ホ テルからのおもてなし)は「たびマニュアんJi[て詳ししン情報がご覧いただけますコ

,製 二
'



撃×
“
P圃

場料金不要

こども添い寝でご参力Dの 3～6歳 (未就学児)

施設使用料 880円

●洋室(2～ 6名
に1室)

●朝食付き
●□m15:00
回 D10:00
●那覇空港より
車で約80分

圃鞭 澪■■ t熟鞭 聾 躙 証 ■tⅢ ●‐ ‐ 塾 融     Ш

連泊利用時、アメニティ、タオル、歯ブラシセット
の補充及びシーツの交換 清掃はございません。
こども添い寝でご参力日の4～6歳 (未就学児)

施設使用料 1,100円 (1泊/1名様) Eヨ
=田

NEフ 171E L― ビーチリツート/OBR

、 |●洋室(1～ 4名 に1室 )

t  ●朝食付き
ヽ1●EED14:00 0UT 12:00

i■4/1口 ●朝食券でランチ利用可●記念日の
もてなし●約80種類の無料貸出しサポートア
テム利用可

こども添い寝でご参力日の施設使用料 (1泊 /1名
様)3～ 5歳500円 、6歳 (未就学児)700円 E― NE7171J □団コ田 ビーチリツート/OBR

8T踊:圃
●那覇空港より車で
約40分 (沖縄自動
車道〈有料)経由)

全室禁煙
:.L■41■口 ●記念日のおもてなし●2連泊は
EMスパコラソン(大浴場・サウナ利用可)入館券
1回付き(3連泊は適用不可)● 3連泊以上はEM
スパコラソン(大浴場 サウナ利用可)入館フリー
パス券付き EEEU NE71フ lK ●卿嘔ロ ビーチリゾート/OBR

●洋室/デラックス
ツイン
(2～ 4名 に1室 )

8苗踊8圃
●那覇空港より車で
約30分
全室禁煙

●朝食券でランチ利用可●記念日
てなし●3連泊以上はアンダーウェアラ

ンドリーサービス 1泊 につき 1回 (1回 3点 ま
で)、 滞在中時間帯別ドリンクサービス

ホ
テ
ル
差
額

4名 /1室 3名 /1室 2名 /1室
2S00円 3500円 4500円
3500円 4,50

6000円
4000円 5000円 6000円
6000円 Z

5500円
5500円 6500円 8000円
6500円 フ

9500円
7500円 19000円 20000円

― NE7170Y G― ビーチリツート/OBR

ホ

リレ
差
額

宿泊日 3名 /1室 2名 /1室 1名 /1室
9500円 20500円

b 11000円 13,000円
13ヽ00円 珊

9000円 11500円 26500円
15500円 1 32,000円

34000円
g 14000円 16000円 30000円

17500円 35,

22500円 24500円 40000円

― NEフ 171M 呻 ビーチリゾート/OBR
魃邸詢仄羹亘
瑕m(復路ホテル⇒那覇空港)

●洋室(1～ 4名に1室)

8首踊8□| ロロ11:00[壁
i●那覇空港より車で

●朝食券でランチ利用可●記念日
てなし

こども添い寝でご参力日の45歳施設使用料 :

418円 (1泊/1名 様)6歳 (未就学児)施設使
用料 :1,089円 (1泊/1名様)

●洋室 (1～6名に1室 )

*4～ 6名の場合はコネク
ティングルームのご利用
になる場合があります。

●朝食付き
●EED1 4:00回 D1000
●那覇空港より車で約15分

鰤
こども添い寝でご参加の3～ 6歳 (未就学児)

施設使用料 440円 (1泊/1名様) 7171N□面目ロ ビーチリゾート/OBR

●洋室/デラックス・ハーバー
グランデ(1～4名に1室 )

●朝食付き
●匝]1400回 Dll:00●碧饒 より車で

 匡国
全室禁煙

′,1■411■ ●朝食券でランチ利用可●2連泊|よ

ランチ1回 (3連泊以上は適用不可)● 3連,自 以上はタ
食1回 ●記念日のおもてなし

こども添い寝でご参加の4～6歳 (未就学児)

施設使用料:825円 (1泊/1名様)

●洋室 (1～ 4名 に1室 )

●朝食付き

ゃ、智望・ヨ1788
●那覇空港より車で
約40分

蘊 颯
個ヨエ田 NEフ 171T E― ビーチリツート/OBR天然温泉貸切風呂特別料金にて利用可

:蒻 鱚膜λ:=尿圃
から車で約10分    |,

個圧口S NE7176A L5-慶 鯛 調 /KJP

ホ
テ
ル
差
額

3名 /1室 2名 /1室 1名 /1室
4500円 5000円 7500円

5 500円
3.500円
4000円 4500円 7000円
4500円

6000円 8000円
3000円

)0円 8500円 10500円
k 6000円 7000円 9,000円

●洋室(1～3名 に1室)  全室禁煙
●[:じ

`【
3:■ 1 ● N15100 0UT10 00

●那覇泊港より高速船で約50～70分、

『

に馴 ♀分間森獅ま0国

●座間味島
航路 所要B寺間 運航時間等 (往路のみ)

【フェリーざまみ】
那覇泊港南岸⇔阿嘉港/座間味港

約90分/
120分 電闇絨 ※

(098)868-4567【クイーンざまみ】
那覇泊港北岸⇔阿嘉港/座間味港

約70分/
60分
(高速船)

9:00
1300(一 部期間)

1600(10～ 2月 )16:30(3～ 5月 )

航路 所要時間 運航時間等 (往路のみ) 問い合わせ先

【フェリーとかしき】
那覇泊港南岸⇔渡嘉敷港 約70分 10:00

覇了鼈製与※
(098)868-7541【マリンライナーとかしき】

那覇泊港北岸⇔渡嘉敷港 約35分 (高 速船)

9:00
1300(一 部期間)

1600(10～2月 )16:30(3～ 5月 )

※渡嘉敷村、座間味村では環境協力税を別途現地にてお支払いいただきます。 ●所要時間 運航時間は季節により変更になりますので、事前に上記各お問い合わせ先にて必ずご確認ください。(2019年7月現在)

JALノレク・ 航空機と船の接続時間は、往路60分以上、復路90分以上を目安としてください。

9
|

■瓢瓢目開口|ホテルからのおもてなしがあります。詳しくまお申し込み旅イi会社にお問い合わせください。1たの A‖ :旅 行会社の皆さまへ  〈ホテルからのおもてなし)は「■びマ干
=ア
ル量=て 詳し

い情報がご覧いただけます。
|

コンドミニアムホテル 名護リゾートリエッタ中山

EMウェルネスリゾートコスタビスタ沖縄ホテル&スバ

NE7171L E― ビーチリツート/OBR

固ヨ
=田

NEフ 171P 日鼠コ田 ビーチリゾート/OBR

渡嘉敷島



■設定期間:2018年 10月 1日～2020年 6月 6日
ホテル差額は1泊 1名様の代金です。また、参加人数ではなく、使用するルームタイプによつて必要です。
きおとなホテル差額適用者2名以上ご利用時 こ適用します。なお、こどもホテリレ差額の言Q定がないホテルはおとな こども同額のホテル差額です。
差額なし  基本代金でご利用いただけるホテルです。

基本ホテル差額 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 ホテル差額にさらに追力]で差額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 )のホテル差額が基本ホテル差額です。

各ホテル欄左上の番号をご覧ください。

101■|■■|■  |

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。) 詳しくはヨ

※宿泊日カレンダーには、O本島 (リ ゾート ケラマ諸島)②那覇市内 O離島 (八 重山諸島)④離島 (宮 古諸島)があります。

t¶春渫ヵポはT蟄は1。

●朝食券でランチ利用可
●滞在中バレーノヾ―キング

ホ
テ
ル
差
額

『
1静ロヨNE7172C G― 那覇市内/NAH

●洋室(1・ 2名に1室)● 朝食付き

●洋室/ス タンダー ドルーム (1～ 4名に,室 )

:]景
::驚昴許:1晨鸞黒固顕ヨ日NE7172B(Jプレミアムツイン共通)E― 那覇市内/NAH

可
で
用
の
し

●
ラ
●
お

餅刑釦碗

朝
ン
記
も

●洋室 (1～4名に1室)

●朝食付き
●□D15:00ロ コ11:00

認諦島うは事想確鼈 らトン杓レ経由躍轟

除外日:1/8

…
NE7172F 

― 那覇市内/NAH

●洋室 (1～3名 に1室 )

●朝食付き
●洋室 (1～4名に1室 )

●朝食付き
喫煙・禁煙選択可

鵬 梶昇甲暴恨子協tg奪露嘱ξな『らトン1●レ翻 園

除犯 固玉目D NEア172G 回嘔□口那覇市内/NAH 呻 NE7172G 
―

那覇市内/NAH

●洋室 (1～ 3名 に1室 )

●朝食付き
●回 15000コ 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

●朝食券でランチ利用可
●記念日のおもてなし

ホ

ル

出          "
EEU NEフ 172E 口 叫 曰 口 那 覇 市 内 /1NIAH

鰺陶『覇市内設定ホテル・ホテル差額

鯰 ホテル」ALシティ那覇
」プレミアムツイン



●洋室(1～3名に1室)● 朝食付き

晰⑮≦ξ簿蠣:Ittf稿19

ili::誓詈][]!ξ瀧象細0分
誤積醜趙請〃8劣築倭牌帰 _~絆 鑑 ンダドッィンォン7ンビュ抑

…
NEフ 172K II_備 而 而

′譴亀4″|●I●朝食券2枚で夕食1回 ●記念日

8歯|:ち

`‐
sO側鮒き

●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

圃    全室禁煙

テル特製チョコチップクッキー
『
滞 目ごNE7172M¨

! nr ri;r
l! Fa En nr
t tt tn !n
'i nn ar l-

●記念日のおもてなし

謹認轟 蒲〃8劣鑑糊翔

錮螂鶉マ

「
F~NEフ 172P瓦面醗慕い面

輻
JALノレク
11

r― t― 計、Ⅲ

[‖祓



||||‐ rt i4.“■ 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OJAL l 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 て詳ししン情報がご覧いただけます。E

●洋室(1～ 3名 に1室)● 朝食付き

:薔眺0回¬ЮO華:瑞轟黎
●那覇空港より車で約30分 1場料金不要

報ちk」詰賜訳圃旨基菱弓E― NE7172A(ツインプレミアムルーム共通)

刷嘔曰口那覇市内/NAH

18質霧寡墨争蟄卍還摯醐創作料財 圃
‐ /朝 食(部屋)・ 和食 *朝食はルームサービスです。
||● N:14000し,1100 ●那覇空港より車で約10分
●ゆいレール旭橋駅
県庁前駅より徒歩約4分

こども添い寝でご参力日の4～6歳 (未就学児)

施設使用料 8,250円 (1泊 /1名様)*12/28～
1/4、 4/29～ 5/5は 13,750円 (1,自 /1名 様) 個匝Ett NE7172T 刷叫曰口那覇市内/NAH

●洋室(1～3名 に1室)●朝食付き
●□E14:000D12:00

F蜀可ilitβ亀
:講∫」11111:1111.蕪

日のおもてなし 個墨蘭日NEフ 172U 則嘔曰口那覇市内/NAH

●洋室(12名 に1室)●朝食付き
●EED14:00回コ11:00
●那覇空港より車で約10分 95覇うみそらトンネル経由)

●ゆいレール美栄橋駅より徒歩約10分

圃

II― 那覇市内/NAH

●洋室(1・ 2名に1室)*シャワーブースのみ
●朝食付き ●□m15:000コ 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5分

屡藝  全室禁煙

中̈
¨̈
一̈い中岬いい岬申﹇

除外日:11/30、 12/1
m弔ロロNEフ 172X EI_那 覇市内/NAH

:メ罫隆鶉 こども添い寝でご参力]の 4～
6歳 (未就学児)施設使用料:

550円 (1泊/1名様)

曰屁ヨロ那覇市内/NAH

●洋室(1・ 2名に1室)●朝食付き
● N15 00 0UTll:00
●那覇空港より車で約10分
●ゆいレール県庁前駅より徒歩約3分

IED NEフ 173B 刊叫曰口那覇市内/NAH

●洋室/ツイン(2名に1室 )、 洋室/デラックスツイン(3名 1室)

●朝食付き

●洋室(1～4名に1室)●朝食付き
●EED1 4:00回 コ11100

8融需ラ壼痣機霧暴根り准ゝ約4分  圃

設定ホテル宿泊自カレンダ■は10ペニジをご覧くださ―い
`



型主望主塾生に渕A」 壺行会社の皆さまへ 〈ホテルからのおもてなし〉は「たびマニユアリ国にて詳しし靖幸がご覧いただけます。

●洋室/イ ーストタワー(1～ 4名に1室)●朝食付き
●匝]15:00 0UT11 1:00

釧諦rt荼僣駅暴駅ょり徒狛粉.(美栄橋駅⇔ホテル間/10:00～ 20:00)

こども添い寝 :3～ 5歳
こども添い寝でご参力Dの 45歳
施設使用料 800円 (1泊 /1名様) 肝ll■目己 NEフ 173D(メ インタワー共通)

基
本
ホ
テ
ル
差
額

|■・1/
●洋室 (12名 に1室 )

*2名 に1室はダブルルーム利用
●朝食付き
●回 14:00 0UTl1 00

8鷲雷言篭諭男肛暑ξ狼り准蓼約論 圃

●洋室(1～ 3名に1室)● 朝食付き

歩約9分

 []::::::]

□題日D NE7173J 剛叫Ⅲ■那覇市内/NAH

●洋室(1～4名に1室)●朝食付き
●回 14:00回 11:00
●刀5覇空港より車で約10分
●ゆいレール旭橋駅より徒歩約8分

圃

IE― NE7173K II― 那覇市内/NAH

●洋室 (1～3名 に1室 )

●朝食付き

´
φ
い
蓼
颯

口

褻
一ロ

´
百
口
●
い
ロ
ゥ
ル

窒肛亦憮1臓1粉

び
榔 |

田市目出NE7173A 
…

那覇市内/NAH

●洋室 (1・ 2名 に1室 )

●朝食はバイキング (無料)

●EED1 4:000コ 11100
国●那覇空港より車で約10分‐■1撃孵 辣橋駅より
1 圃¨

F瀞ロヨN匡ア173A II― 那覇市内/NAH

●洋室 (1・ 2名 に1室 )

●朝食はセルフサービス(無料)

●□m1600匝日10:00
●那覇空港より車で約10分
●ゆいレール旭橋駅より徒歩約4分

園
…

Iヨ l■ロヨNEフ 173A Eln― 欄 市内/NAH

2～4名/1室 1名/1室

差額なし 1,500円

●洋室 (1名 に1室 )

洋室(23名に1室)

●朝食付き
●EED14:00● 囲 10:00
●那覇空港より車で約5分
●ゆいレール赤嶺駅より徒歩約1分

こども添い寝でご参力]の 3～ 5歳 (未就
学児)施設使用料 440円 (1泊/1名様)

「||||lf電漁蘊黒¨
回壺園8 NEフ 173A 回叫曰口那覇市内′′NAH

下記ホテルは上記共通ホテル差額に下記t二上慶壁望塑堡翌菱生

11名 1室利用は一律 +2,500円
東    1名 1室利用は一律 +1

COMMUNITY&SPA調「覇セントラルホテル

+4,500円、1名 /1室 +7,500円
+9,000円、1名/1室 +12,000円

|‐

‐|●Ⅲ嗜
=葛

嚇 |

|■ 1・ ●=・・・ =● 3

Italtrrrlrr
‐●|● ●●●●●●●=Ⅲ I

1圭:::1.1‐11:::
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■設定期間:2018年 10月 1日～2020年 6月 6日
ホテル差額は1泊 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。
差額なし  基本代金でご利用いただけるホテルです。基本ホ列レ差額

=認
傷各Б量肇[懇:πttf鎌75感荼庁集禁£≧豪か曇集イ野)製モト劉こさ引鋤日で差額が必要となる場合があります。

※宿泊日カレンダーには、①本島 (リ ゾート・ケラマ諸島)②那覇市内 O離島(八重山諸島)④離島(宮古諸島)があります。
各ホテル欄左上の番号をご覧ください。

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。)
P14～ 17で ご利用いただけない宿泊施設
●クラブメッド石垣島 ●てぃだの郷

>詳しくは裏表紙

目
目

ア:10～ 17:30(10～ 3月 )、 ア:10～ 1830(4～ 6月 ) 平田観光 TEL 0980‐82‐ 6711
安栄観光 TEL 0980‐83‐ 0055

八重山観光フェリー TEL 0980 82 5010
7:30～ 17:30(10～ 3月 )、 7:30～ 1830(4～ 6月 )

石垣港⇔大原港 (西表島)、 石垣港⇔上原港 (西表島) フ:10～ 16:40(10～ 3月 )、 ア:00～ 17
8:30～ 15:30

●所要時間・運航時間は季節により変更になる場
合がありますので、事前に上記お問い合わせ先
にてご確認ください。(2019年フ月現在)

●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。

●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。

|

圏

■

JALノ
=ノ
ク

14

|

■
■

■

爾 橿 警 1瓢暉 薦 麟 l欝1爛時
●洋室/コ テージスーペリア(1～ 4名に1室 )

●朝食付き
● lD14 00(12/1よ り1雨11500)OU」 11:00
●石垣空港より車で約35分
剛 』(石垣空港⇔ホテル間/約40分)

*施設内の一部にて改装工事をしております。客室
(コテージ)およびレストランにて景観などに影響
があります。

医国  全室禁煙
もてなし●4連泊

以上は夕食1回

口正目8 NEフ 174B(ガ ーデンテラス ノースウィング共通)固置口田石垣島/SG

●ガーデンテラススーペリア
和洋室(1～ 6名に1室 )

●ノースウィングスーペリアツイン
洋室(1～ 3名に1室 )

●朝食付き

回 NE7174E(ト ゥモール棟共通)― 石垣島/SG

●洋室/ティンガーラ棟 オーシャンビュールーム
(1～ 3名 に1室 )

'羊

室/ティンガーラ棟 ロフト付きファミリールーム
(45名 に1室 )

●朝食付き
●1聾 15 00 0El1 00
●石垣空港より車で約40分
脳厠 (石垣空港⇔ホテル間/約 60分)

*ロフト付きのお部屋は、はしごの昇降があります。

医国   全室禁煙

●洋室 (1・ 2名に1室)● 朝食付き

●洋室/デラックスルーム(1～4名に1室 )

●朝食付き 12/30～ 1/2泊は[■
"j151■

1

●□D15:00回コ1100
●石垣空港より車で約10分

匡□   全室禁煙
●朝食券でランチ利用可

日のおもてなし

IE― NEフ 174D ― 石垣島/SG

l③ 隔知 卍 」曖醐 〓I=阿
…

F口 熙 [郷輌
“
蘭 量ら田

屁 離島(簿桑鷲輩熟蠣島・醸日・値日棚鵬)設定ホテル・ホテル差額‐鮨‐



0/1ヨ あ チ る館 スタンダポ イ 刻
“
網 ∋ ●朝食付き ●回 知 o回]l oo妬 理 漱 暉

i
*継

!ξ∫晶ど番;燿癬麟 野戸甲即響暉圏圏曰四D¬
謹認翻罵調R9蹄帰

庫内フリー剛 幼 99冒奔ワ

吻  [
付き

除夕十日:1/14～ 3/31(と ぅも一る館のみ)

艦器‐ )[『い曲・J°らビレツ共週

9■■=ン
1戸建て/洋室(1～4名に1室)

庫内フリー町イgこ4ζ厠 95rnフ

:蟹言繕窃 じ孝多混寵 F動

鳳‖
"ロ
ヨ NEフ 174G(ォーシャンフロント共通)al― 石垣島/SG

8覇詈1翼雰厖 百:%遜呂早「:子
に1ヨ

肥 25分 圃
券でラ〕

もてなし

●洋室/ス ーペリア(1・ 2名に1室 )

●朝食付き

ホ
テ
ル
差
額

2名 /1室 1名/1室
11500円

45C
5000円

f 5
5500
8000円 18.500円

II●目U NE7174H(東館共通)

8覇詈樽ξ4舌Ettζ :晰詮:1∫記こ1室)圃
●石垣空港より車で約30分
□藝藝憂蔓羹蓑壺コ(洋室のみ)

除夕十日 1/14～ 23
『
¨ ヨNE71 74J ●I_石 鴎 /SG

藩 増電i召「
五 巨 靱 蝸

滞在中レンタサイクル利用可

EEm NE7174K

●洋室 (1～4名に1室)

●朝食付き
●匝]14:00m]11loo
●石垣空港より車で約30分

r7-NEフ 174L 囮 師 垣島/SG

,i:i:|:

●洋室 (1～3名 に1室 )

●朝食は/ヾイキング(無料)

●匝D14:000コ 11:00
●石垣空港より車で約30分

キ|IIギ回
F‐1‐ピlitlど≒萎荊頭¬

③

*下記ホテル差額共通   (…

躯ξりこどクセレントシングル共通)

JALノマック
15

③

8督:詈ばこ漑 讐啓ス憮料:莉1告瑣*厭53菫量蝠 動 ζ£譜雅り

●洋室 (1～ 4名 に1室 )

●朝食付き

8墨』夕j留馴j:界 圃

『
朧ロヨNE7174Q¨

…●滞在中駐車場料金不要で利用可

ホ

ル
差
額

・4名/1室
差額なt,

2名/1室
500円

1名 /1室
2000円

差額なし 500円 2,000円
2500R
2500円d

差額なし
差額なt,

500円
500円
500円エ

差額なし
2500円

1000円
2500差額なし

差額なt 1

.         :■督■「
8雪君墨I箸裂ι万弁9壺昇署乱

FT]nロヨNEア 174F¨

ホ
テ
ル
差
額

2～4名/ 1名 /1室
25,500円

b 26000円

38[
18000 26500円

f 32,500円 67
32.500円
32500円



●洋室/スタンダード(1～ 4名に1室)●朝食付き
●[m15:00回コ1100
●石垣港より高速船で約25分、小浜港より車で約10分
際m(小浜港⇔ホテル間)

匡国   全室禁煙

●洋室(1～ 3名 に1室)● 朝食付き

L饉理贅型】 ●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)

●朝食をピクニックブレックファストヘ変更可

●洋室 (1～4名に1室)● 朝食付き
1議・t4■1"● 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)

食をピク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

『円曜 ●こども添い寝のお子さまには
ツフェ付き ●記念日のおもてなし

固]工田 NEア 175」 (スーペリア、オーシャンプレミア、
オーシャンピュースイート共通)E― 疇 /KOH

●洋室 (1～4名に1室)● 朝食付き

●洋室/スーペリアツイン
(1～4侶 に1室 )

議董411日 ●3歳までのお子さま (こども添い|
可伴幼児含む)に 滞在中朝・夕食付き*バイキ〕
こておとなの方の食事と同席の場合のみ

0     1■ ■

8碧倉堪まり易を為躍SPHЮ0

大原港より車で約30分
剛 レ。J(大原港⇔ホテル間)

規僣 勝 tlぜ弓雀尋化のた破 圃
ソリま設置しておりません。 匡

=≡
垂彗聖董

=コ

E― NEフ 175M al― 西表島/RI

・ 藉轟菫 iζ昌[権コ
不`日室04名に1ヨ 、

●EI B`|【 5日 ●□D14100回コ1000
●石垣潜より高速船で約45分、
上原港より車で約10分

脚 レうJ(上原港⇔ホテル間/乗胎前まで) 圃

8:嘔嘉寵]に言尋こ智ま憲
`橿

51昆0
●石垣港より高速船で約15分 、
竹富港より車で約5分

脚 唸51(竹富港⇔ホテル間/乗船前まで)

…

●コテージ/洋室(1～4名に1室 )

●朝食付き ●□D14100回コ10:30
●石垣潜より高速船で約45分、
大原港より車で約5分

莉 も卜な雰盾P圃
ソリは設置しておりません。 

…

刷四曰口西表島/RI

●オーシャンウイング/洋室/ス タンダードツイン(1～ 3名
に1室 )、 ファミリー洋室(4・ 5名 に1室)●朝食付き

●llNl14 00匝 日1100
進髪震¥逮肇』菫毒鰈現ク書/3日前ま0 国
*製
f撃をξttbそ喬猛 正面入ロシャッター鰍

□]国田NE71ア フA(コーラルウイングスーペリアツイン
(34階)、 プレミアムツイン(4～ フ階利用)、

グランドツイン(89階)共通)

剛腱爛ョ宮古島/MMY

●6歳までの未就学のお子さま(こ
ども添い寝 同伴幼児含む)に滞在中夕食付き さらに6歳
までのこども添い寝 同伴幼児に滞在中朝食付き*いず
れもブッフェこておとなの方の食事と同席の場合のみ

(1～ 4名に1室 )

●朝食付き

翻 1ビ仄曇ぎ峯理昇i]静こ〔燿:配8肌毬Zリ
フ

鮨 鏃 酬辟勒夢:絣部務懇オシラでのfT/クんみiカラ
●洋室/スーペリアスイート(1～3名に1室 )

●朝食付き ●[D14:00● Dll:00
●宮古空港より車で約15分
剛 嚇マ(宮古空港⇔ホテル間)

圃

言桑E蕊饂7予釉靱愧製

n用電腱 NEフ 177B(ジャグジースイート

興 田 ご吾当ブふ乙ア
グ ンスイ ト

“
～3旧共D

●洋室
(1～3名に1室)

●朝食付き
●こども添い寝 同伴幼児のお子さ

蕩1昌雰薇
中夕食付き*おとなの方の食事と同席の

ホ

リレ
差
額

3名/1室 1・ 2名 /1室

0円

5500円
6000円

20 500円
2500円

除外日 11/18～20、 2/2～ 10
固菫目SN匡 7175S 剛腱□ョ波照間島/HTR

∪    じ卜

圏



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しヽ合わせください。|たoJA日 1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1青報がご覧いただけます。

④④

圃

●洋室/アネックスコンドミニアム
スタンダードツイン
(1～ 3名 に1室 )

●朝食付き
●[□ 14:00回コ1100
●宮古空港より車で約15分
脚 レう」(宮古空港⇔ホテル間)

●洋室/スタンダードツイン

'(1～
3名に1室 )

洋室/ファミリールーム
(4名に1室 )

●朝食付き

一Ｍ
一
麒

こども添い寝でご参カロの6歳 (未就学児)

施設使用料 968円 (1泊/1名様)

口亜Htt NEフ 177C(デ ラックスツイン(23名 に1室)共通)G― 宮古島/MMY

●洋室(12名に1室)●朝食付き
●□Ш14:00101T111100
●宮古空港より車で約15分
脚 レ

=」 (宮古空港⇔ホテル間)

こども添い寝でご参力日の
45歳 施設使用料 550円 (1泊/1名様)

1,100円 (1泊 /1名 様)

●洋室/ス タンダードツイン(1～ 3名 に1室 )

腰 中 ヽ
デラックスツイン(4名に1室)  喫煙可

●朝食付き ●亜□ 14 00 0UTll:00
●宮古空港より車で約 10分           医国
■).rrlT証 議4■■ ●ァーリーチェックイン13:00/
レイトチェックアウト12:00(12/29～ 1/3、 4/29～
5/6の チェックイン チェックアウトを除く)●朝食券で
ランチ利用可●記念日のおもてなし●レンタサイクル
3時間利用可

●洋室 (23名 に1室 )

●朝食付き

喫煙可

●洋室 (1・ 2名に1室 )

●朝食付き
●回 15:00●囲 10100
●宮古空港より車で約15分

匡国    喫煙可

圃

④

こども添い寝でご参力日の4～6歳 (未就学児)

施設使用料 550円 (1泊 /1名様)

(タ ワー館 スタンダードツイン/ファミリールーム
本館スタンダードツインノデラックスツイン共通)E― 宮古島/MMY

●洋室/スタンダードルーム(1～3名
に1室)、不□洋室 (4名 に1室 )

●朝食付き *ホテルブリーズベイマ
リーナ内レストランのご:

●匝D14:00回日11:00
利用です。

騰鼈 軋 ,儡予嗜り銘ξ

●洋室/ジャグジーヴィラ(ロフト付き)(1～4名に
1室)ツインとダブルベッド1台を使用

●ザ シギラリフトオーシャンスカイ往
復乗車券1枚付き●記念日のおもてなし

8覇謂ξttξ14ЮO回¬ЮO 圃
●宮古空港より車で約 10分    全室禁煙

こども添しヽ寝でご参力日の56歳 (未就学児)

施設使用料 フ50円 (1,自 /1名様)

E― 宮古島/MMY

●朝食券でブランチ禾」用可
もてなし

●洋室 (1～4名に1室)*4名の場合はコネクティング

董墓郎転が :審漂鳳200%爾画面
●宮古空港より車で約 10分  (12名 1室のみ)

爾
雛
曹

冒,1

●朝食付き
●[!N〕 1500回日 10i00
●宮古空港より車で約30分

④

絆贔

ド麟‖膚‖|
忙

呻

●翻 ぎ曰 5ЮO m 12oo 回
●宮古空港より車で約15分      全室禁煙

こども添しヽ寝でご参加の6歳 (未就学児)

施設使用料 :650円 (1泊/1名様)

こども添い寝でご参加の6歳 (未就学児)

:650円 (1泊/1

こども添い寝でご参加の3～6歳 (未就学児)

施設使用料 :500円 (1泊 /1名様)

IE― NEフ 177N 囮 躙 古島/MMY
IE― NEフ 1フアM 囮 践 の他離島/LZ    I

JALノマック
1(4う  隔事巧 市副 曖剛 =l=E用 ワ厖=富ヨ F■ 陛■紹〓

"残…
嗣 曜日17

麒
ヨ

ホ
テ
ル
差
額

口匝亘D NE71フ アU 画証口日宮古島/MMY

一
一

　

．，

基
本
ホ
テ
ル
差
額

面堅Htt NE71 7フ Q 刊叫曰口宮古島/MMY E― NE7177F E― 宮古島/MMY

E― NEフ 177H G― 宮古島/MMY E― 宮古島/MMY 個駆ヨD NEフ 17フ K E― 宮古島/MMY

|●洋室 (12名に1室 )、 和室 (1～ 4名 に1室 )

ホ
テ
ル
差
額

回 NE7177N 画面口目宮古島/MMY 個匝亘日NE7177L 画証日日宮古島/MMY



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

◆新登場温泉&ランチル…卜! ◆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(12月 45日 は 運 休 )                         ▼
“

′
“

′ ~ ″レ Gr● ′L■ oL″ vv IV打 ヽ 1●

最 麗 設 ‰ 替文 41鉾
1°月2日～202鉾 明 31日 の鋼

 棚 日に奇 約
◆ 毎 日 運 行 :◆ llt(無 料 Wi‐ fi〕 コンセント設置

,`・ 111■ |
o,'io$

こ…………う…………つ_し ま

皿 古宇利島・美ら海号

古宇利ビーチ散策 各自自由イ予動 約20分
(… ―シ=2タワー(各自払1600円 /カートな壁 各自自EBイ予■l」 約40分

「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l

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。来ホテル日航アリビラ ホテル オリオン モトブ リ
|||ゾート&ス ノヾで降車のお客さまはご参IJlいただけません。

海洋博公園(沖縄美う海水族館壺路ヨ左墨 50 _ヽ 海洋博公園螂 美塁歯丞鹿態壼艶到生量亜OR〉
'各自自由行動 約2時間            :

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

`i動
 約 1時間           |楊鼈魃|

乗=乗車場所、降=降車場所

i:

繭
爾
爾
鶴

…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llR成 分が多
い源泉かけ流 しで
す。跳望抜群で昼は
青い空と海をお楽し
みいただけます。

各自自由行動 約30分
那覇市内へ早着となります。

…南城市の有機野菜を中心に使用した沖縄
料理 禾□・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2,500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 上言己 でお申し込みくださしヽ

●代金に含まれるもの i入浴料、昼食代 ●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

*写真はすべてイメージです。
口 ,1,ロコ働面|■酵嘔覇蔭日燿N市[]|」 ALうたばす |1塗11怒 )

聯輔Ψ避越
‐
謬晰躊輻聰躙楊徳鱚 車いすにお座りいただいたままご乗車いただけます。

女房翼健程翻
`身

「ぷY炉纏悧需鰹隋絋 鶉Fθ霙膨で3香響惜縫岳諒ふ竃ご自身または同lIIの介助によつてお願いします″収乗務員膨ヾス以外でのお手伝いはできません。びる場合があります。●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 (音5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加代金がかかる場合があります)

1 すヽ

隋 覺瞼饉躊餞鰈
鰊 ____

首里J墜逓壼重里塑回調K書自1ム :820円〉)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)

おきなわワー,レド

…

斎場御嶽〈各自払 :300円 )各自自由行動 約13寺 F8020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、知念岬などをお楽しみください。

フア…マ…ズマーケットいとまん うまんちゅ市場
*定休日(不定体)でお立ち寄りいただけない場合

おきなわワールド経由 1150頃着/12:00頃 発

ユインチホテル南城 各自自由行動約 1 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
フェをお楽しみいただけます。どちらも海を一望でき、跳望抜群です。

代金 (1名様):おとな。こども(3～11歳)500円

『′ヽ…トタッキ…1とポλトカード疇検

「アイ翼J蒻亀濾『ゼんざもヽ」嚢職は「マン憲―‐か驚縄

ホテルオリオンモトブリゾート&スノヾ15:45着/15: 15～ 3月 31日は1535着/1540発)

来ホテル オリオンモトフ リツート&スバ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 美浜アメリカンピレンジに立ち寄ります)が 他ホテルヘの移動に利用できます.

(2月 15～ 3月 31日のみ)北谷・美浜アメリカンビレッジ各自自由イ予動 約18寺 間30分

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 )

ル」ALシティ那覇 18:40着 (2

18:55着 (2月 15日～3月 31日 は

通常おきなわワールトルート

ユインチホテル南城 温泉&ランチルート

ンチホテル爾賊温泉&ランチリレートおとな・こども(3～ 11歳)3,000円

りゆじアーバンリゾートナハ 19:

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。
ツアーガィ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:11/22～ 24

鵞黛歯」露聾賓モ'N翼輻観詔]為)M愧¶翻炒商品コード上記で
磯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 機最少催行人員 :1名
*森の中を歩きますので、朝ι・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
ご参力]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 たばすのこ
｀
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」をご提示ください。●多客時のi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(大型刊 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、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 害J
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い。●行
程内の色文字は肯文字: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、昼食代 (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加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り スヾ乗車料金、消費税等諸税。 JALノ

=ノ
ク
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饉骰籐蝙
(1国 /1名様)

頸 *実際の車両と異なる場合があります。

. ・・. :F「 |十血.:

□市場H2～3月限定
ユインチホテル南城 温泉&ランチ

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Jルートもご用意1

各自自由イ子動 約2時間40分



鼈弥楊顆∫5薪驚漕だ層蟷 曇i常翼輪歩港ヒ貯満3歳以上6綴T輔醸の蹄さ機こご利驚掛醐す織

な鮨魃閻屏』臨蟄織趾  幌聯贔磯瓢財牢辮で眈▲上記マーク
が目印です

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 使わなし 使う 使う

食事 ベッド 使わなし 使わない※2 使う

ホテルおもてなしアメニティーグッズ類 付かない 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。
※2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。

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

出発日

札幌発基本代金 青森・三沢・秋田発

5/1～31

10/1～
12/19
1/8～26
2/12～ 22
4/1～30発

1/2フ ～
2/2
2/11
2/23～
3'31発

12/20
1/ア
2/3～
10発

12,21-
26発

12'2フ ～
1/6発 ,/1～ 31

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

囲”２／３”慨
12/21～
26発

12/2フ ～
1/6発

沖縄本島 42,800 49,800 55,800 61800 79,800 38,800 40800 47,800 53,800 59,800 77,800

石垣島 53,800 57.800 63,800 68,800 フ8,800 101 80C 52,800 54,800 61800 66,800 76,800 99,800

宮古島 52,800 55,800 61,800 66,800 97,800 50,800 52,800 59,800 95,800

地旅行代金差額 獣 疑壼層懺 3袢継 ≦隕 な 設
『

函館発 +3000U峨 ■,000帯馴 路発■6000女満脱 +,000

(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。詳しくは旅行会社にお問い合わせください。

施設名 対象年齢 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`―トオキナワ 3～6歳 (未就学児) 5/3～ 5宿 泊 15,500円 /左記期間以外宿泊 :3,850円
ココガーデンリゾートオキナワ 3～6歳 (未就学児) 12/21～ 1/3、 5/3～ 5宿泊 :4,950円 /左記期間以外宿泊 3,300円

マリンピアザオキナワ 3～6歳 (未就学児) 3,300円

施設使用料に含まれるもの ■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/レ ス トラン・メニュー限定)■ お子さまアメニティ

*対象となる座席数には限りがあり、お取りできない場合がございます。*事前に座席指定ができない場合はご搭乗日当日空港にてお手続きください。
*使用航空機の変更により、予告なしにご指定済みのお座席番号が変更・取

'ノ
消しとなる場合がございますのでご了承ください。

I雖軋召婚よ319謝欝Xttf難璽8『∫ぎ弊季ず整蹴買t・ .げで、ゴデ″ヾ プレゼント※チヨコレートが品切れの場合は他のギフトこ変更。

Tギャラリア沖縄 (3B覇市内/免税店)のご案内                       レ滞 ロヨNE9130A *詳細はTギヤラリア 沖縄 TEL 0120(782)460ま でご確認ください。

●那覇空港から直接沖縄県外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フイン後に受取可
(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、離島経由で県夕‖こ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lll時 間が必要です
●お買い物にはシヨツ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ツピングカードをご希望の場合はお申し込みB寺 にお申し出ください

旅 行 条 件  (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こ確認ください。 20196

爾募集型企画旅行契約 この旅行は、株式会社ジヤルパツク(以 下「当社」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。

「碧際1番曇肇υ覗身蝠 ま旅纏瑠赫辟Л滸 撃δ:鰻環ま象蓼r

誓躙 ]趙軋 鷲仄贔
に金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。

響鯉 ξ鵞ィ製 奮 騎∬ 翌 署お獣 裏禁票脳 錦 識 躍 場 漕曇 潟 K重奄酪
します。

1編嚇認賄霧紺薦翼5発蠣熙覗信膿鷹稔霙繋墨弊][“

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

価 I卍:顆     需
ただきます。

×1取消料田頭左記マーク付きのオプシヨナルプランは上記適用
*上言己表内の「旅行開始後Jとは添乗員もしくま現地係員が「受付」を行なう場合は「受付」完了後。「受付」がない

|[:こ員ι[豊:]革:::環:II:,i(Iittililttriままif:]を言:li『,「契約の解
*オプショナルプランは利用開始日を基準として適用さrlます。
画旅行条件・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。

i“N亦珈鯰■:ξ:ζ掟釉覇六蟄
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。

1饒檄侭茉儡邦晰趙琥羮]モ1献i翁
(httpノ /WWW jalcojp/tours/footer/prWacy htmDを こ`参照ください。

¨

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

@票盈,Im塁 趙 鰊 基T昌

醤子ζヒK卜 126210 9

◆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宮
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。

-2
-・ |ヽ

「5丁目
2-45
金 山

121
ラベル
5番地1

0■
学

卜 .

41

取消日
旅行開始日の前日から起算してさかのぼつて 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8a)21日 前まで
,■ (11日前美でヽ

b)20日 ～8B百

''(10Fl～
8日 H~ c)ア日～2日前

取消料率 無料 20% 30% 40% 50% 100%
XI取

'肖

料EJ左記マーク付きのオプシヨナルプランも上記適用
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 60,000円未満 90,000円未満 90,000円以上

申込金 3,000円 6000円 12,000円 18000円 旅行代金の20%

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8

c)利用
開始日前日

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‐■333堰瑾D:響彩1:00期編簿曇電笠慨罫1ジ」t冥ィ昴脇壷 ■話高ぶ。籠塁‰用しております。
(電話番号は「JAL Saes Web」 に

発行日:2019年7月 30日  1907列 R 発行所:株式会社ジャルバック 無断複製・転載を禁じます。

座席指定OK!

JALパック 国内
www.jal.colip/domtour

蟻
師


