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－j一　　　　　　与論島

協力：◎塑撃惚

■沖縄本島

沖縄観光コンペンションヒュTロー

ルネッサンスリゾートオキナワ
カヌチヤベイホテル＆ヴィラス
ANAインターコンチネ／タル万座ピーチリソート

ザテラスクラブアットブセナ
サリッツカールトン沖縄
ジアツタテラスクラフタワース

サブセナテラス
SPARESORTEXES
ホテルモントレ沖縄スパ＆
オキナワマリオットリゾー

リゾート
ト＆スパ

ホテル日航アリビラ
カ7－リゾートフチヤクコンド・ホテル
ココガーデンリゾートオキナワ

リザンシーパークホテル谷茶ベイ

沖縄残波岬ロイヤルホテル
沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ
サンマリーナホテル
ホテルムーンビーチ
ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス

ラグナガーデンホテル
ザゼーチタワー沖縄
JALプライベートリゾートオクマ
サザンビーチホテル＆リゾート
ホテルグランビューガーデン沖縄

喜潮ビーチパレス
ホテルリゾネックス名讃
ホテルマハイナウェルネスリゾートオヰナワ

東京第一ホテルオキナワグランメールリゾート
EMウェルネスリゾートコスタビスタ沖縄ホテル＆スパ

チサンリゾート沖縄実ら海

恩納マリンビューパレス
ホテルゆがふいんBISE

ホテルサンセットヒル

｝那覇市内

魯攣撃
や　小　五　！†

26　■久米島・与論島・奄美大島

ロワジールスパタワー那覇
ロワジールホテル那閤

サナハテラス
ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーハービュー

リーガロイヤルグラン沖縄
ホテルJALシティ那覇

ホテルロコアナハ

沖縄かりゆしアーハンリゾートナハ
ホテルロイヤルオリオン
ホテルサノ沖縄
ホテル日航那研グラ／ドキャッスル

沖縄ナハナホテル＆スパ
沖縄都ホテル
パシフィックホテル沖縄

ネストホテル那覇
ホテルパームロイヤルNAHA
メルキュールホテル沖縄那覇

ホテル国際プラザ
乗積イン那覇旭橋駅前
ホテルグランティア那覇
ホテル法華クラブ那覇・新都心

東京第一ホテル那覇シティリゾート
沖縄かりゆし琉球ホテルサハ
西鉄リゾートイン那覇
琉球サンロイヤルホテル
ダイワロイネット那覇国際通り

リゾートホテル久米アイランド
イーフビーチホテル
サイプレスリゾート久米島

与論島／プリシアリゾートヨロン
奄美大島／プチリゾートネイティブシー奄美

■石垣島・竹富島・西表島・小浜島
ANAインターコンチネンタル石垣リゾート
かりゆし倶楽部ホテル石垣島・
ホテル日航八重山
フサキリゾートヴィレッジ

石垣リゾートグランヴィリオホテル‥・
ホテルロイヤルマリンパレス石垣島
ビーチホテルサンシャイン

ホテルイーストチャイナシー
クラブメッド石垣島
石垣シーサイドホテル
竹富良／ホテルピースアイランド竹富島
西表島／西表島ジャングルホテルパイヌマヤ
小浜畠／星野リゾートリゾナーレ小浜島
小浜島／はいむるぶし
小浜島／星野リゾートニラカナイ西表島

ホテルグランビュー石垣
南の莫ら花ホテルミヤヒラ
ホテルダランティア石垣（本館）
ベッセルホテル石垣島

花と緑の宿みずほ
ホテルピースランド石垣島
ベストイン石垣島

ホテルピースアイラント石垣イン八島　　　　　40

東棟イン石垣島　　　　　　　　　　　　　　40

■宮古島
宮古島東急リゾート
南西楽閲ザシギラ
南西楽園シギラヘイサイドスイートアラマンダ
南西楽園ホテルプリーズへイマリーナ
ホテルアトールエメラルド宮古島

南西楽園リゾートウイラフリノサ

ピースアイラノド宮古島
ホテルサザンコースト冨古見
リゾートペンションクルー

観光ホテルセイルイン宮古島
ホテルニュー丸勝

■インフォメーション＆オプション

飛行機追加代金表
飛行機差額代金表
基本旅行代金添い寝プラン
レンタカーオプション、エンジョイB00K

乗り物オプショナルプラン
オブンヨナルツアー

地図

■キャンペーン

構とな・こども巨億億 ��．｝】 � ����10／1～12／27 ����12／28～1／5 ������1／6～1／31 �����2／1一一2／28 ����3／1～3／13 ��3／14～3／31 ������� 出発時間 ���便数（1日） �目～木【金・土 ����白～木l金・土 ������日～木 ���金・土 ��日～木】会せ ����日～木　　　金・土 ��目～木l金・土 

那覇す石垣 �� �07 �30一一19 �30 �約19便 �14．000 � ��5．000 �19．000120．000 ������14．000 ���15．000 ��14．000L15．000 ���� �．0 �00　16．000 ����17．000 

那覇ケ宮古 �� �07 �30一一19 �30 �約13便 �11．000 � ��2．000 �16． ��0 �17．000 ���11．000 ���12．坤0 ��12．000 ��13．000 �� �．00 �0　14．000 ����15．000 

那覇す久 �島 � �07 �30～18 �30 �約6便 �7．000 �7．500 ���11． ��0 �11．500 ���7．000 ���7．500 ��7．500 ��8，000 �� �．0 �00　　9．500 ����10．000 

那覇ケ与 �圏 ��13 �00一一14 �30 �約2便 �8．000 �8．500 ���12． ��○○ �12．500 ���8．000 ���8．500 ��8．500 ��9．00・○ ��ト 【 �．0 �00　10．500 ����11．000 

石垣ナ与那国 �� �10 �：30～17 �30 �約3便 �7．000 �7．500 ���11． ��0 �11．50017．000 ������7．500 ��7．500 ��8．000【8． ���．0 �00　　9．500 ����10．000 

H瞳　＝＝　巴 ��伝書】 �通常期（特定日除く） ����4／1一一5／7 �����摩蓮】亘 ��������������� �鎚臨 ���������� ��こども運賃の 上欄 

lおとな・こども同筆C ���出発時間 ���便数（1日） �白～木 ��金・土 ���10／12・13 ���11／2・3 ���12／21・22 ���12／28－30 ��12／31～1／3 ��1／11・12　　3 ��／21・22　　4 �／26・27 ��5／2 ����5／3・4 ���5／5・6 

那覇ナ石垣 �� �07 �30へ19 �：30 �約19便 �14．000 ��15．000 ���22，000 ���22． � � �22．00 �� �23．000 ��22．000 ��22．0 �00 �22．000　2 �2．000 ��22．000 ����23．000 ���22．000 ���13．000 

那覇す宮古 �� �07 �30～19 �：30 �約13倍 �11．000 ��12．00・0 ��� � � �17． � � �17．50・ �� �19．500 ��18．500 ��17．5 �00 �18．5・00　1 �7．500 ��17． ��00 ��19 �500 ��17．500 ���10．000 

那覇す久米島 �� �07 �30一一18 �：30 �約6便 �7．000 ��7．500 ��� � � �1 � � �11．00 �� �11．500 ��10．500 ��11．000 ��11．500　1 �1．000 ��11． ��00 ��11 �500 ��11．000 ���6，000 

那覇す与論 �� �13 �：00～14 �30 �約2便 �8．000 ��8．500 ��� �000 ��12 � � �12．00 �� �12．500 ��11．500 ��12．000 ��12．500　1 �2．000 ��12． ��00 ��12 �500 ��12．M ���8．000 

石垣す与那国 �� �10 �：30～17 �30 �約3便 �7．000 ��7．500 ��� �．000 ��1 � � �11．00 �� �11．500 ��10．500 ��11．000 ��11．500　1 �1．000 ��11． ��00 ��11 �500 ��11．000 ���5．000 

通常期（特定日除く） ����10／1～・12／27 ������12／28～1／5 ������ ���������3／14～3／31 ������� 

（おとな・こども開く謹 ��巨濃さ �出発時間 ���便数（1日） �月・火・水・木 ���金・土・白 ���用・火・水・木 ���主・二・日 ���月・火・水・木 ���金・土・目‡月・火・水■木【 �����金・土・日 �月・火・水・木 ���金・土・巨 ���� 

石垣■宮古 �� � ���約3億 �8．500 ���9．000 ���10．500 ���10．500 ���8．500 ���9．0001　9．0001 �����9．500 �9．500 ���10．500 ���� 

往路（畢隙円〉t （おとな■こど明度棍 ��弘 � ����4／1－－5／7 �����！三，糎 ���������������三重l ������������lこども運賞の ト　上関 

出発時間 ���便数（1日） �月・火・水・木 ��金・土・日 ���10／12・13 ���11／2・3 ���12／21・22 ���12／28〈一30 ��12／31～1／3 ��1／11・12】3 ��／2ト22】4 �／26・27 �5／2 ����5／3・4 ���5／5・6 

石垣＋宮古 ��� ���約3便 �8．500 ��9．000 ���10．500 ���10．500 ���10．500 ���11．500 ��10．500 ��10．50011 ��0．50011 �0．500 �10．500 ����11．500 ���10．500 ���7．000 

10／1・～12／27 ���12／28～1／5 ��������1／6一一1／31 �����2ノ1へ・2／28 ����3／1一〉3／13 ������3／14一一3／30 ����� 

（批なてども開（注〉） ��出発時間 ���便数（1日） �月～土 �日 ��月～土 ����日 ����月～土 ���日 ��月一一土 ��白 ��月～土 ���日 ���月～土 ���日 

石垣■那覇 ��08 �00～19 �30 �約19便 �14．000 � �5．000 �19．000 ����20 ��0 ��14．000 ���15，00 � �14，000 �� �00 �15．000 ���16．000 ���16．000 ���17．000 

宮古す那覇 ��08 �30一一20 �00 �約13便 �11．000 � �2．000 �16．000 ����17． ��0 ��11．000 ���12，00 � �12，000 �� �00 �13．000 ���14．000 ���14．000 ���15．080 

久米島す那覇 ��08 �30～19 �30 �約6便 �7．000 �7．500 ��11．000 ����11 �� � �7．000 ���7．500 ��7．500 �� �00 �8 �．500 ��9．000 ���9．500 ���10．000 

14 �00～15 �30 �約2便 �8．0・00 �8．500 ��12，000 ����12 �� � �8．000 ���8．500 ��8、500 �� �00 �9 �．500 ��10．000 ���10．500 ���11．000 

与那国す石 � �09 �30〈一18 �30 �約3便 �7．000 �7．500 ��11．000 ����11 ��0 � �7．000 ���7．500 ��7．500 �� �00 �8．500 ���9．000 ���9．500 ���10．000 

（おとな・こど絹 �便劃 �通常期（特定日除く） ����4／1′－5／8 ��� ������ ���������� � �������������こども運賃の 上関 出発時間 ���便数（1日） �月～土 �白 ��10／13・14 ���＝／ ��� �12／22・23 ���12／31～1／3 ��1／4・5 ��1／12 �� �3／22・23 ��4／26 ���4／29 ��5／2 ���5／3・4 ��5／5・6 

石垣ケ那覇 ��0 �00・－19 �30 �約19便 �14．000 �15．000 ��22．000 ���22， ��� �22．000 ���21．000 ��22．000 ��22．0 �� �22．000 ��21．000 ���21．000 ��22．000 ���21．000 ��22．000 �13．000 

言古ナ那覇 ��08 �：30～20 �00 �約13便 �11．000 �12．000 ��18．500 ��� ��8 � �18．500 ���18．500 ��19．500 ��10．5 �� �18．580 ��18．500 ���18．500 ��18．500 ���18．500 ��18．500 �10．000 

久米島十那覇 ��08 �：30～19 �30 �約6億 �7．000 �7．500 ��11．000 ��� ��1 � �11，000 ���10．500 ��11，500 ��11． �� �10．500 ��10．500 ���10．500 ��11．000 ���10．500 ��11．000 �6，000 

与論ナ那覇 ��14 �00～15 �30 �約2便 �8．000 �8、500 ��12．000 ���12． ��� �12．000 ���11．500 ��12，500 �� � � �12．500 ��1 �1，500 ��11．500 ��12．000 ���11．500 ��12．000 �8．000 

与那国＋石 � �09 �：30一一18 �30 �約3便 �7．000 �7．500 ��11．000 ���11． ��� �11．000】10．500 �����11．500 �� � � �11．500 ��10．500 ���10．500 ��11．000 ���10．500 ��11．000 �5．000 

（とな・こども同 �（蓮〉） �通常期（特定日除く） ����10／1～12／27 �����12／28～・1／5 �������1／6－1／31　　【 �������2／1～3／13 �����3／14－3／31　　1 出発時間 ���便数（1日） �月・火・水・木 ��金・土・日 ���月・火・水・木 ����金・土・日 ���月・火・水・木 ����金・土・日l ���月・火・水・木 ��金・土・日 ���月・火・水・木 ����金・士・日l 

宮古ケ石垣 �� ���約3億 �8．500 ��9．000 ���10．500 ����10．500 ���8．500 ����9．0001 ��� �0 �9 ��．500 �9．500 ����10．500l 

4／1～5／8 ���� �������� �、∧ゴー－．タ≧ごて　　　　　　　　　・ン二擬 ������� � �出盛遥裏謎劃こども運賃の 

（批な－こど絹削主〉｝ ��出発時間 ���便数（1田） �計火・水・木【金・土・日 ����10／13・14 ���� �����������1／1 �1313／22・2314／2614／29【　5／215／3～6　r　上関 

言古す石垣 �� ���約3便 �8．500F　9．000 ����10．500 ����1 �0．500111．500FlO．500111．500 ����������11．500111．5 ����00110．500110．500111．500110．500ト　7．000 

01　　∫月毎〟一花〃Ag〃0∬JMl… 〈注〉・ことも運賃の上限について（往掛復路とも）
こども（3～11歳）の飛行機追加代金が
「こども運賃の上限」を上回ることはありません。



◆沖縄本島・那覇
2013年10月～2014年5月カレンダウ

2013年10月　2013年11月　2013年12月　　2014年1月

2014年2日　　2014年3月　　2014年4月　　2014年5月

基本旅行代金に宿泊差額代金を

追加することで、同一ホテルでの

連泊や離島ホテルへの転泊追加

など旅のアレンジが可能です。

その場合、移動区間において飛行機や船舶での

移動が追加で必要となる場合があります。

日程 �行　　程 �食事 

1 �福岡空港－〈十〉 九州各地空港－く十卜澗舶一くす〉－．」驚雲ホテル �翠卒 
な丁 りル 

2 � �まに 石垣空濯Ⅰ示霊忘二青票魯他空港 �すよ 0り 

竹害鳥・小浜島・西表島　基本行程 �� 

日程 � 

1 �福岡空港一くす〉 九幡他空港＿〈十，＿那覇経慮＿〈＋〉」石馴自■‥ �異ホ なテ 

石垣清一（■し船舶移動）～竹富島0「小浜島0「西表島（港）・・・ 

各自・＝各ホテル　宿泊：竹蔑烏又l紬浜島又は西表島各ホテル �りル まに すよ ○り 

2 �各ホテル＝・番目‥竹雷鳥or小浜島0「西表島（湾）～（■■船鮨移動卜石垣濯 

日掛石垣空浩㍍；霊よ等≡九州各地空港 

02　　∫扇町〟一拍〃毎〝0∬JM附

莞 �往路便名 �出発8寺 �、問 �便区分 

JTAO51 �7： �50 �⊂便 

ANA481 �8： �50 �B便 

ANA483 �9： �50 �B便 

」TAO53 �9： �55 �A便 

ANA485 �10 �25 �B便 

ANA487 �11 �50 �G便 

福 �JTAO57 �12 �25 �F便 

岡 �ANA489 �13 �55 �G便 

ANA491 �16 �40 �G便 

JTAO61 �16 �30 �G便 

」TAO63 �17 �05 �G慣 

ANA493 �18 �▲30 �巨億 

ANA495 �20 �．10 �E便 

JTAO65 �20 �：10 �D便 

着 �復躍便名　l �出発時間　毒 ��便区分 

福 �ANA480 �7：05 ��D便 

JTAO50 �7：40 ��D便 

ANA482 �9：35 ��D便 

JTAO52 �10 �05 �G便 

ANA484 �11 �35 �G便 

JTAO54 �14 �10 �F便 

ANA488 �14 �20 �E硬 
岡 �JTAO56 �14 �45 �F便 

ANA490 �16 �15 �B便 

ANA492 �17 �30 �B便 

JTAO60 �17 �55 �A便 

ANA494 �19 �00 �8便 

JTAO62 �19 �55 �C使 

ANA496 �20 �10 �8便 

間置「苛訝■闇
l

轍浩二仁一藷一矧
」＿1主星旦＿」＿j墾」鼻ANA3786　　　19：45　　D便

往 �神倒十刃拝観 主追く鋭位珊 �10／1一一・・ ［∃・一一木 �10′31 L壷・土 ��11／1′■、一 ∈‡～・木 ��12／27 金・土 ��112／2f 白～木 

お �A僕 �5．500 �7．00 � �4．500 ��6． � �9．500 

B便 �4．500 �5．50 � �4．000 ��5．0 � �8．000 

C優 �3．500 �4．50 � �3．000 ��4．5 � �8．500 

と な �D便 �3．500 �8．m ��3．000 ��8000 ��7．000 

E漉 �3．500 �3．500 ��3．000 ��3．000 ��7．000 

F便 �500 �1．500 ��UPなし ��1．000 ��4．000 

G便 �500 �500 ��UPなし ��UPなし ��4．000 

那覇十裾岡 �10／1－10／31 ��11／1－12／S ����12／6一一1二 

i象沌（単位＝円） �月～・土 �金・B �月・．一土 ��金・［］ ��月・－〉土　： 

お と な： �Ai更 �5．000 �7．0加 �4．500 ��6，500 ��4．5001 

B便 �4．500 �5．500 �4，000 ��5．000 ��4．000　旦 

くこ償 �3．500 �5，000 �30000 ��4，500 ��3，000　－ 

D便 �4．000 �4．000 �3．500 ��3．500 ��3．000　ニ 

Eイ吏 �1．500 �2，500 �1．000 ��2，000 ��1，000： 

F便 �500 �2，000 �UPなし ��1．500 ��UPなし’ 

G†疋 �‡500 1 �500 �】UP布：し ��lUPなし ��UPなし　し 

九州各地ナ那覇 往清く単位‥開） ��10／1・一一 El・・・）木 �11／30 金・土 �112／1～1乙／ ＝ヨ・・・－木 ��金・土 ��12／1・・一一 巨］一）木 ��3／13 金・∃ 

お と な �Al蒙 �5．M �6．500 � �4．500 �5．500 ��5，500 ��6．5C 
B僅 �5．500 �5．500 � �4500 �4．500 ��5．500 �� �5．5も 

C債　　‾ �4，500 �8，000 � �3．500 �4占80 ��4．m �� �5－5く 

D便 �7．5的 �8．引沌 � �6．50 �0　7．508 ��7．500 ��8．SC 

E確 �4，500 �4，500 � �3．500 �3，500 ��4．500 ��4．58 

那覇十九州各地 ��10／1～11／30 ��� ����2／1一・一・・3／1二 

匿躇（中位：円） ��月一一土 �（∃ ��月十一・土l【ヨ ����月～・土 ��∈ 

お と な �A便 �5．500 �6点00 ��4．500：5，50 ��� �5引M ��一旦享 
Bl蒙 �5．500 �5．500 ��4．500 ��i4．50 � �5，5両 ��5．5 

C獲 �4500 �8，000 ��3．50 �0 �！4．50 � �4，500 ��5，5 

D寸史 �4，500 �4，500 � �3．50 �○ �3．50 � �4．500 ��4．5 

Etだ �7，500 �9．500 ��6．500 ��8．50 � �7．500 ��9．5 

◆福岡発　石垣（同日乗継）
福岡一十石項 株暗く楓億珊 ��10／1一一▲ 【ヨ一一一木 �10／31 l金・土 �11／1～ fヨ一一・木 �11／3 ：金・ ��012／1・一一 土　E】～木 

お �A†姜 �10．000 �13，500 �9．800 � �2．5 �00　7000㌔ 

Bt寧！ �10．000 �12．000 �10．000 � �2． �00010．000 

C†吏 �9，000 �11．000 �9，000 � �1．0 �00 �．000 

主 な �Df史 �7．000 �10．000 �6，080 �9．0 ��00 �．SOO 

E†史 �6．000 �8．500 �5．000 �7．5 ��00 �．000 

F便 �9．童面白 �11．500 � � �� 

石垣十・福岡 ��10／1・1－10／31 �� 

復路（単位：円） ��月～土 �金・E∃ �I弓・・一〉土【三冠・E］ ����月・一一二土 

お と な �Aイ更 �10．000 �13，500 �9，00 ��El �508 �7．0【 

8イ更 �10．000 �■‾i云：面0 �10．000 ��1 �000 �10，0【 

Cl葦 �9二000 �11．000 �9，∞0 �� �00 �9，Ot：・ 

D便 �鏡石面 �11．000 �7．些！ �0 � �000 �6面 

∈傭 �7．00■ �010，000 �与．叩 �� �000 �5，5【 

F便 �6．M �8．500 �5．000 �� �500　5．0t 

G便 �　9，50 】 �011．500 �】 �� 

◆福岡発　宮古（同日乗継）・　　　　　　　　．
≡路／盛岡発ナ宮古想 � 

莞 �往路便名 �便区分 

福 岡 �」TAO51・053▲→雛鳥繰 �A便 
ANA481・483・485→離島緑 �B便 

ANA487・489・491→離島線 �⊂便 

JT瓦057→離島繰 �D便 

JTA駄1ナ徴表綜 �E便 

復格／宮古発十福岡潜 � 

活 �復路便名 �便区分 

福 �離島線－JTAO60 �A便 

敵島線→ANA488・490・■492・494・496 �B便 

≠鼻線→ANA480・482・484 �C便 

岡 �離島線→JTAO62 �D便 

離最線→JTAO56 �E便 

離島緑→JTAO52・054 �F便 

郷間ケ督古 妻蹄く単位珊 �10／1一、一・・・・・ E1－本 �10／31【 金・土【 ��11／1′一一 E］－木 �L　金・土lEト一・・・本l 

お と な �Al更 �9，000 �12000 ��8．000 �11．000 ��6．000 

－‾‾畠イ壷 �9．000 �11．000 ��9．000 �11月00 �� �9．000 

こすモ �8．000 �10．000 ��0000 �10．000 ��8000 

D沌モ �6．000 �8508 ��5．800 �7．500 ��4．500 W‾詣 �5．000 �7000 ��4．M �0．000 ��41些担」＿ 

ども（3丈茂～・11m） � 

宮古ナ福岡 �10／1■、一10′31 ��� 

亡‾ �匿蕗くせ拉＝円） �fヨ～土 ��蓋≡・【∃ �l卜1十 ��壷・∈】lfヨ～ヨ 

お と な �A4瞥 �9．000 ��12．080 �8．000 ��11．000 ��隻．些 

B便 �9，00も ��111boo �9．000 ��11．000 ��‾▼▼う．ot 

石庭 �8．000 ��10．000 �8．000 ��10．000 ��8．Ot 

C相鰹 �7．000 ��9，500 �6．080 ��8．500 ��5夢些 

E†た �6009 5．000 ��8－508 �5．000 ��7，500 ��4．5（ 

Fi更 ���ラ▼面 �4．008 ��6二0 �00 �4．0（ 

◆福岡発　久米島（岡田乗継）＿＿＿三芝二号薫質を

㊥九州各地発
亡 �遠路／九州番地発す那覇ナ石垣・宮古 �′ 

発 �往路便名 �便区分 

詣 �ANA471→難罠線 �A便 

警 �ANA467→離島線 �A便 

諾 �ANA3767→離農綬 �A便 

鹿 �ANA475→離廃線 �A便 

児 島 �ANA3783→撫養線 �A便 

ANA3785－－離島線 �A便 

石垣。宮古（同日乗艇ラ フライトスケジュール＆飛行機芸
‾沌ぶ �地十弗ナ看 ���■†＝ � ���1　　　　　3／1 

往路／九州番地発す那覇ナ石垣・宮古着 ���＿‡r ��峯／石垣・宮古発ナ那覇す九州各地者 ��� �蕗（掛脚〉 ��� �【∃八・・・：不こ　l　　金・土 ���∈】～木 

発 �往路便名 �便区分 �看 �復路便名 ��史区分 � �お �な　　　A†だ ��� �10．0001　12．000 ���11．06 

詣 �ANA471→難罠線 �A便 �綜 �離島線→ANA472 ��A便 �� �ども（3孟茂・、11J ���歳） � ��� 
真唇 � � �警 護 � �� ��；1 �十川十九蝿 ���三1jL � ���� 

喜 �AN46→離島線 ANA3767→離農綬 �A便 ��離農緑→ANA3768 ��A便 �� � �器l �� �月～土 ��∈I ��月～土 お �十 �A便 �� �10．000 ��12．000 ��11 

鹿 児 島 �ANA475→離廃線 �A便 �鹿 児 島 �離農線→ANA3784 ��A便 も（3歳・一一11 ��成） � 

ANA3783・→ �A便 ��▼→ANA478 ��A ��‾成 � �Lt＝ �珊斗宅 �三l岩 � 

ANA3785－－離島線　　　　‡A便 ���l離島線→ANA3786　　　　】A便 ���� �た　写芦 ��空 � �日一木 �金・土　　l　【ヨヘ・・木 

◆奄美大島フライトスケジュール＆飛行機差劉 ��������お �なl ��A便 � �9．000 �11，000】　10．06 

ども（3 ��・～11 �放） � 

十月8月 ��コhlii �Fごむ‾■ � 
‾・亡　で耶 ��▼　：上 � �月～土 ��f∃　　　l　　月～土 

おとな【　A傑 ���� �9．000 ��11000L　　lO． 

歳） � 

金表 



∴‥＿　㌧　十㌧＼．・∵＼∴・．、、－∴’、ミ　て‘＼

鵬航空会社中同一望遠発着利用のみの受付となります 卜ji L．■＼1＼1巨】＼＼＿＝

鵬航空会社。同山空港発着利用のみの受柑となります。 、．旧・＼ト、Llミヽし＼、＼l）

額代金表　※往復同一航空会社・同一空港発着利用のみの受付となります。
NAHACITY＆ISHIGAKllSLAND＆MIYAKOISLAND

lくAGOSHけMAAMAMHSLAND
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静観終端

■旅行代金の組み立て方

ださい。食事条件は各ホテルによって異なりますので、各ホテルページをご覧ください。

航読流著雷獣暮発着空港と飛行機のご利用日によって代金が異なります0往路・復路の魯搭乗日の代金を加算してください。

t醐各ホテルは宿泊日によって代金が異なりますQご宿泊する日に各ホテルの宿泊差掛代金を加算してくだ乱、。また食事条件は各ホテルによって異なりますので、各ホテルページをご確認くだ乱1。

細均各オプショナル代金に含まれるものは、オプショナルプランによって異なります。詳しくは、貴プランをご確認いただくか、係員までお問い合わせください。ご利用日によって料金が
異なる場合がございます。

〔「琵欄1泊あたりの基本宿泊代金（6．000円）と各ホテルの宿泊日の宿泊差額代金を加算してください。
（飛行矧は必要のない方）

毒 � �1泊2日間　27，800円 �4泊5日間　42，800円 
2泊3日間‾　32，800円 �5泊6日間　47，800円 

3泊4日間　37，800円 �1定温き≡　6，000円 

添い寝プランは、ホテルでの食事ベッド（寝具）を利用しないプランとなりますのでご注意ください。一部不可のホテルがございます。

利用年令 �対象代金 �航空座席 �ベッド／食事 

0～2歳 �無　料 �おとなのヒザの上 �利用しない 

3～5歳 � �利用する �利用しない 

3－11歳 �子供代金 �利用する �利用する 

；蒜芸ン鰹基M十闘悶となはす。
罠但し飛行機差語代金を加算しこ別表の添い寝フラン上限料金を超えない料金となります。
貰上関料金を超える場合は、上限料金を適用してください。

・お申込み時に「添い寝プラン」を利用する旨、必ずお申し出ください。

・添い寝不可または、施設使用料として別途料金が必要なホテルもございます。詳しくは係員までご相談下さい。

・大人旅行代金適用にて参加される人数以内でお申込み下さい。但し、3歳未満の幼児を同伴する大人の方については、適用外となります。

・添い寝プランご利用のお子さまは旅行代金の基準となる参加人数に含みません。

またホテルでのお食事・ベッド（寝具）・宿泊ポイント・アメニティグッズは提供されません。
・添い寝の際、ベッドが手狭になりますので予めご了承下さい。

・添い泣代金がこども旅行代金を上回る場合は、ことも旅行代金を適用して下さい。

添い寝プラン上限料金（おひとり棲／単位：円） 

30，000 

33，000 

56．000 

60，000 

5仇000 

53，000 

10／ユー5／7 �43，000 

▲コース �10／1～5／7 �38，000 

与論 � �コース �10／1－5／7 �50．000 

島全コース ��10／1－5／7 �66．000 

※日程により、こども代金を上回る場合は、こども代金の対応となります。

・1名様よりお申し込み受付。気軽さがうれしいハイピーです。

・ご出発の10日前までお申し込み受付。「いきたいl」と思う気持ちがすぐに実現します。（但し、10日前とは土・日・祝日を除く営業日を数え、10日前とします。）

・10日前であっても満席となり次第、予告無く締め切りさせていただきます。予めご了承下さい。

●旅行サービス
・この旅行には添乗員は同行いたしません。お客様がサービスの提供を受けるために必要なクーポン類をご出発前にお渡しいたします。

・現地での手続きはお客様自身にて行っていただきます。

●旅行日数
・旅行日数は2日間～14日間となります。

●宿泊施設
・宿泊施設に明記した部屋タイプの「または」表示はいずれかの部屋タイプとなり、指定はできません。

・洋室を3名機以上で1室ご利用の場合は、原則としてソファーベッド・エキストラベッドのご利用となります。

・客室写真等は一例、又はイメージとなり、実際とは異なる場合があります。また、ホテルの立地状況・お部屋の向きtご利用階数によりお部屋からの景観（オーシャンビューなど）に差異がある場合がございます。

●旅行代金表
・出発日によって旅行代金が異なります。「プランの立て方」をご確認の上、旅行代金をご確認下さい。

・基本旅行代金は出発日、宿泊差額代金は宿泊日、飛行機差額代金は搭乗日を基準とします。

・旅行代金には、往復航空運賃（個人包括旅行割引運賃又は包括旅行割引運賃）、航空保険特別料金、規定の宿泊費、食事代、消費税等諸税を含みます。

●こども旅行代金
・ことも旅行代金は満3歳以上12歳未満のお子さまにご利用頂けます。但し、特に記載のない限り1室に大人2名以上と同室となる場合のみ適用となります。

例）大人1名・こども2名でご参加の場合、こども1名は大人の基本旅行代金と延泊代金の適用となり、2人目から子とも代金の適用となります。

仁一・　・・．．　●　一　二　●・．・．・、　■－‥J E　－
ございます。竜羊しくは崩問い合せください。

ぶ力吋〟一拍〝毎〝0gJM附04



－Iト・fミl
エンジョイ
BOOK村

7ヶ所の観光施設が
無料で入場できる

特典柑
カイトROL）人

－′　●－　　　　′　　－

1■　－

亡霊′　J≠　　皿と　　臼 祭か寝澤等シ鄭
二．r－・．r．－∴一二．一・一、m　‾－こ■■　1h．ニ■

に菰睾訪よ用
下記の4つの坤から女性がお好きなプランをご用意▼とっておきの沖縄時間をお楽しみください至

窃沖縄アウトレッ巨巨「ルあしびな－
ショッピング金券即願肝慣

沖縄で唯≠のアウトレットモール。約100店舗のショップで人気ブランド、高級ブランドの商品をア

ウトレットならではのUWズナブルな価格でショ、ソピンク♪

営第時間1000～2000（特休）

住所豊見城市豊崎1・188

迂お渡しする軍用クーポンを「あしひ

な肌インフォメーション」にて商品

券とお引換え下さい。

※釣り銭は出ません。また、未使用の

場合でも払い戻し出来ません。
X三幼児慕い膠のお子様分は対象

外となりますのでご注意ください。

毒ご清泊ホテ灘に管漏壱塞痙攣緋軌慢ニゼ訣
ご宿泊先での夕食が1回付きます。こ宿泊先でゆっくりお食事をとりたい方におすすめです。

05 ぶ鋸ヴ〟一花〃斤g〃0肌相月

ヘ　ビ晶1＋y肌

東シナ海に沈む夕日と静寂な那覇の夜景を眺めながら笠撰奏と＝トⅥス料理がお楽しみいた
だけます。

■述航時間／1倍目こ⇒出港1700～帰港1845
2億日⇒出港1945～帰港2200

■集合場所時間／那窮埠頭船客待合所に各便出港の30分前
1メ二ュ仙／ブーケンヒリアコmス（洋食）
t企画道営′′（石）ウエストマリン

（注）ミ：三天候により欠航となる場合がございます。※欠航の場
合は、ご宿泊ホテルでの夕食となります。～曇上記コ〟スには乗
船料、料理、諸税、保険代が含まれております。

※メニューは各ホテルによって異なり、利用メニューが限定されているぢ合がございます。現地にてご確認くだ乱、。

※お泊り掛、ているホテルでのみご利軌、たたけます。崇クⅧボンご利用時には必ず事前予約が必要となります。
㌫釣り銭は出ません。また、未使用の場合でも払い戻し出来ません。崇定休日は施設によって異なります㌶羊しくはお問合せください。

．・∴・一　二㌧二一・＿∵1．≧＝－

㊥・禁煙車のみとなります

¢辞会に富震釣る恐の●
・レンタカー料金・消寛税

ナビゲーション料金（要予約）
チャイルドシート料金（要予約）

●料金に含まれないもの¢〉
・ガソリン代（満タン返し）

ノンオペレーションチャージ
・免責補償料（1，575円／1日）誉現地払い 盛置靂藍透

HBクラス・アクア（イメージ）WBクラス・デリカひ5（イメージ）



那覇市内　ベイサイドに浮かぶ至福のヒーリング」ゾート

‡不言元ワジ」レホテ捗那覇

洋室／ハストイレ付（2～4名1室）

田園田日田田圃

緑瀞鹿沼雪㈲轟

ゝ、．－　諷

．よ．．　　＿＿『』．“．．

恩納村　全室オーシャンビューの広々とした客室が人気
－フ一一一り、ノー一トフ千、、・‾

別途下記追加代金が必要となります。

ー1400　　6　1100

朝倉首等　　　無料

098－964－7000

洋室／バストイレ付（2～4名1室）

当日臼田国
師姻弛緩彗

濃 �10／1～26‡誉右記除く �� �jo／13 �10／27～11／1 ��11／2一・・・一12／2 日一木 �金・土 � ��日～木 �金・土 �日～木 �金・土 

4名1室 �2，000 �3，000 �7，000 �3，000 �1，∝旧 �3，000 �割増なし �1，000 

3名1室 �3，000 �4，000 �8，000 �4，000 �2，000 �4，000 �割増なし �2，000 

2名1室 �4，000 �5．000 �9．000 �5，000 �3．000 �5，000 �2．∝氾 �3．000 

フライト時刻表と差額料金表（絹枝塑位円）往路、役踏それぞれのフライトご搭乗員に応じて片道ごとに迫力料金が必要となります。

往　路l　欄網⇒那蠣 ���� �� ��� 
ぎ � � �㌢∴パ � 

JTAO51 �7 �50発 ��3．500 �4．500 �3 �，000 �4，500 �11 �，000 �16，000 �8，500 �8，500 �11．000 

B �05－10：25発 ��4．500 �5，500 �4 �000 �、　5，000 �10 �．500 �18．500 �4．500 �10，500 �15，000 

JTAO53 �9 �55発 ��5，500 �7，000 �4 �，500 �6，500 �11 �，000 �16，000 �8，500 �8，500 �11，000 

11 �� �500 �500 �か」 �なし � �5 �500 �13，5∞ �500 �5，500 �10．000 

JTA57 �12 ��50発 �500 �1，500 � ��1，皿 �4 �，000 �9，500 �2，000 �2，000 �4，500 

ANA493／495 �18 �� �3．500 �3，500 �3，000 ��3，000 �8 �＿500 �16＿500 �3，500 �8，500 �13．000 

JTA65 　　　　ことも（3 �20 ��：10発 1つ漫） �3．500 �18．500 　　　注： �3．000 ��8．000 �16 1コヨ窄 �m l萱】る三重三m �7＿000 �3．500 �16．000 ≡E‾す‾○ �5，000 

復　路l　鱒静 ��ll●「■■ � �� 
Y～・ご：＿・ � � �手工i幸 

30発 �5．500 �6．500 �6，500 �14．500 �6，500 �14，500 

ANA468 �帯等二本発15 �10発 �5，500 �5，500 �6，000 �10．000 �6，000 �10，000 

ANA3768 �宮崎発16 �15 �4．500 �6．000 �6，000 �17㌧500 �6．000 �14，500 

4，500 �4．500 �4，500 �18．500 �4．500 �18，500 

ANA478 　　　　こと毛J（：∋ �・・．・．・・－11歳） ��7，500 �9．500 �10，500 �18，500 �10，500 �18，500 

品崇温：言∴告∴二∴．一言工∴了∵∵㌧J・■芋∵‥予言三・十∵了∴：二、一・二∴、、
3日間出発日カレンダ山と基本旅行代金表（一名様単位円）音読芸芸潔毘3＿1。1。4日間出発日カレンダーと基本旅行代金表（相接劉立円）。KA＿35＿HJ，。竜4－，。，。

A �8 �⊂ �D �∈ �F 

3 日 間 �4名1垂 �39，800 �41，800 �42，800 �43，800 �46，800 �50，800 
3名1室 �42，800 �43，800 �45，800 �46，800 �50，800 �54，800 

2名1室 �47．800 �48，800 �50，800 �51．800 �55．800 �59，800 

子供代金 �38，800 �39，800 �40，800 �41．800 �43，800 �46，800 

A �8 �⊂ �D �E �F 

4 日 間 �4名1萎 �46，800 �48，800 �50，800 �52，800 �57∃800 �59．800 
3名1室 �51．800 �53，880 �55，800 �57，800 �61，800 �64，800 

2名1奉 �57，800 �59，800 �62，800 �64，800 �68，800 �71，800 

子供代金 �45，800 �46，800 �47，800 �49，800 �52，800 �54，800 

■旅行期間．2013年10月1日出発から2013年11月30日出発までの毎日出発（3日間・4日間）1歳小催行人員：2名様　■基本旅行代金に含まれるもの1偏岡・九州各地／沖縄往復航空運責（基本フライト代金）2．規定の宿泊

巧・食事代（3日間：2泊2朝食、4日間一3泊3朝食）3滞在中のレンタカー代（Sクラス・1室に付1台）※ガソリン代・免責補償料金は現地にてお支払い下さい。4．うれしいポイント費用（ご利用にならない場合の払い戻しはありません）
5諸税・サービス料金　■予約受付ご出発日の10日前まで受付いたします。（10日前に当る臼が土・日・祝日のときはその前日までとなります）■添乗員添乗員は同行しません。ご旅行に必要な諸手続きはお客様ご自身で行っていた

だきます。■子供代金：適用年令は3才～‖才で大人2名以上に小人（3才～11才）が同室の場合のみ適用となります。■宿泊ホテル：3～4名1室の場合、ツインにエキストラベッドまたはソファーベットの利用になります。

∫呵′〝一伽伽〟0肌附　06
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新しいあなたに出

大人のふたり旅はまちま～いで沖縄の歴史や文化に触れる
パスモノパスを利用して観光周遊パスrゆいゆい号」や
「ゆいレール」に乗ってふたりだけのまちま～いを楽しむ
まちま～い：穿ちを散策、散歩するという意味の沖縄の方言

車重車型ゆったり一日世界遺産ま～い

バスモノパスを使って

砂川∴・・－付値拾雛へ

邪錫バスターミナ兄

い高のりは）

．●　ヨ㌫三　　　三

t】■－”■

鞄騨
琉球王家最大の別邸。

入園料／400円
開館時間／
9：〇〇・一17：00

≡　－⊆－．・　　l

せ㌢†十

首里城（しゆ。じ。う，
琉球王国時代の王の居
城であり政治の中心、地。

入園料／800円

開館時間／8：30－19：00日0～11月）、
B：30～18：00（12－3月）　一パで1卜～仙

休親日／水曜日　　　　」仙血ここまこ

御嶽石門
（そのひやんうたせいしもん）

国王が外出する時に安全祈願をした場所で門の奥は
聖地となっている。

ゆいレ∵ルおもうまち駅

垂車重車重
DFSギャラリア沖縄
ゆったり免税ショッピング

を楽しむ♪

‾盲廃人ロバス停

忘毒二義毒‾≡＿芸慧毒

07 ∫J函・〟一拍一心′一（）んJJ・Y・・1日：・I



ゆいレールと那覇バスと「ゆいゆい号」が1日乗り放温！！

㌻バスモノパスプレゼント』
ゆいレールやパスを使って
アクティブに那覇市内を
まちまつごいしませんか？

フランス人女性デザイナ皿による優雅な癒しの空間を過ごす

lト川端．肌糾　′＝

l旺｝1400ゆ1100

（コ仁∴．－童L

l艦■緋恐棋露吻聞愁雲蠣摺
・‾：・－1∴さ‾二二■1さ二≧1王手！コGiべ）

㊥098－855－7111

叡画
洋室／バストイレ付（2～3名1室）

i■γ1trr

ゆいゆい胃（イメージ〉

国際通り沿いに新しくオープンしました。
休憩スペースや情報収集にも大変便利です。

閥げSツーリストラウンジ」Y
沖縄の旅を沖縄ツーリストが現地でサポート致します。

まちま～いや買い物の合間に是非お立ち寄り下さいQ

都市と自然と文化が調和する洗礼と偶性のホテル

別還下記追加代金が必要となります。

載沙1400⑳1日〕0
蛋喜ヨl鞘㌫慢

薗瀞有料1．000円（1泊）

樹098－853－2111
6セ　ムL

洋室／バス十イレ付（2～3名1室）

12／2～訂・l／5－g・

沼3′〉23・1／26”弥2／2～6・

2／9～12・2／23～26

11／4′）7・1日0～14・

1日ト2111／24一｝詑・

1／24～訪・1／3卜訂ト2〝～8

11用～9・相か博l用2～23－

11個～12什1／1¢－12骨13・

2／15”28・む22骨1～3

書暮l司ニ＞＃拝所

沖縄のエッセンスを取り入れた全飽オールエグゼクティブフロアー

別途下記追加代金が必聖となります。

1訓～5・12／8～12・

12／15～19・1／5～9・川3～16・

l／柑～為・1／26～2／6

11／1～3・11／毘～23・

12／27～29・1／3～4・

2〝～8・2／21－22

JTAO53　　　　　　　　　　；9：55発

JTA57　　　　　　　　　　　；12：50発

：18：30粂－20：10眉毛

JTA65　　　　　　　　　　　：20：10発

判別隅匝争欄日間

JTAO60　　　　　　　　　　　∃1755発

九州各地⇒ガ抒刑

ANA475　　　　　：鹿児島発10‘25発

■81■一瞥九州■ト

応諾㌫：∴∴〔’二一二三∴：・。」1㌦∴十十き・十万∵－；・∴十矧●・∴∴∵㌧∴∴‥．1．、．∴■、1－1、

3日間　出発日カレンダ血と基本旅行代金表く一名樺璧阻円）書記さま］慧慧 4日間　出発日カレンダ血と基本旅行代金表（鳩楼鞘円）孟認諾霊慧

∫〟巾IJ卜指J止ItlJUAn’．・川二・1
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みんなで行こう

奉りがとうの島

一義窟蒜義彗

那覇市内ミ
ホテル出発

凱知柘とウイウイ帽芋旅行気分♪

－▼’　　－　　　‾‾　　－▼▼▼　　　－　　　　　　■－　　　‾▼　－　　　　　－　　　　　－－　■　－　－

錨毎痙笹堅匡盛衰適瞳麗如（所要時間＝約3時間）

0所要時矧志約3時間なので、手軽に参加できます！

⑳クジラ博士のクジラガイド＆クジラの習性が分かるガイドブックをプレゼントl

◎大型クルーザーのため、揺れにくく酔いにくく、前方デッキが広い
のでより近くでクジラを見ることができます！

0クジラの声が聞こえる水中マイクを搭載
※海洋状況により使用できない場合がございます。

㊤独自の情報網でクジラ発見ポイントを決定！

●当日の海洋状況などによりツアーを中止する場合がございますので、予めこ了承くだ
さい。●できるだけ防寒・防水のできる服装でご参加ください。●酔い止めの販売は

行っておりません。●妊婦の方のご乗船はできませんので、予めご了承ください。
‾■－‘－‾‾▼F二‾二’攣■二六二三－■｝－「■■二二■ヨ■r＝

PM19：00頃

リゾートホテル
到着予定

美浜ア鮒凱訳班弛憎闇

アメリカンな雰囲気のショッ
プやレストランの集まるベイ
エリア。サンセットビーチで海

を散歩するもよし、大型スー
パーで買い出しもできるよl

各自にて昼食（おきなわちゆらうみすいぞくかんノ滞在約100分）‘r71r’

まるで外国ド
’いる〟た＼りl

∴」遍軋⊥＿

回際退り劉誠て昼食
（こくさいどおり／滞在約90分）

たくさんのお土産屋
さん、飲食店などが軒
を連ねる沖縄最大の
商店街。琉球料理・ス
テーキショップなど沖

縄ならではの昼食を
たべてみては？ワ

‡’くホ工一ルウオッチングに書加しない方はこちらから変聖も可能です。

‥，㌔ソートホテル出発予定

ナコパイナップルパーコ耶糾0分）

18？品頃リゾヰ蘇テル到着予定

万座宅
（まんざもう／
滞在約30月

琉球村
（りゆうきゆうむら／
滞在約40分）

2・3日目共通スチューデントバス注意事項　●定員に達し次第、乗車受付を終了致します。予めご了承ください。●ご乗華には予約が必要です。お早目にお申込み下さい。●天候や状況などにより、行程や時間が変更になる

事がございます。●最少鮭行人数20名　●表記の滞在時間は目安ですので、変更になる場合もございます。詳しいパスの行程（各施設滞在時閏等）はご出発の7～10日前にお送りする最終日程表と一組こお渡し致します0

∫JJ叶l卜JiMA‾l・JJJ〃LJヽ’】＝■・1



シ「十十十パ
．，′　　　　　　　　　　／

」駄LJ＿こJ組且一一鵬■1‾山一脚イ

誕転㌻∵∴二二二二‾ニ∴二‾二二・二＿こて二‾二‾二‾二．監二∴扇転こ‾‾‾．諒哀‾‾苛

こ．・　　　　　こ0こVa

●往復航空券代●ホテル宿泊代・
●2・ヨ日日のス事ユーデコトパス毒

（ホエ「仙ヨオy事ココ参加t・沖縄＃ら海水蔵館の入館料込）

●『沖縄エコ封ヨイBOOK』

●帰りのホテル→空港間の送迎パス

（舌火曜日出発）

2
、‾一一¶一一－・．■・一・一一一m－▼一一一■一一■■・・■▼■・．一

※当コースは学生専用旅行プランとなります為、お申し込みは学生（ご旅行中18歳以上26歳以下の大学

生・大学院生・短大生・専門学校生※高校生は対象外）の方のみとさせていただきます。
※お申し込み時に学生証又は在学証明証のコピーをご提示下さい。学生同士のご旅行に限らせていただきます。

※ご旅行当日の航空便の便名の確定・ご宿泊先ホテルの確定はご出発の7～10日前にお送りする義経日

程表にてご案内致します。
※ご旅行に必要なクーポン矧ま最終日程表と一緒にお渡し致します。

※宿泊施設のお齢屋は、特に表記がない関り洋室（パス・トイレ付き）です。2名様1重の場合は洋室ツインと

なり3・4・5名梯1室の場合は原則として洋室ツイン十エキストラベッド又はソファーベッド使用となります。

※お申し込みはご出発の10日前までの受付となります。

巨二三一　因両．ia　億J　正コ　●＝喜　口．■＿　　　　完．’＝　‾ヾ　　　　　三日　．

18日 �福岡空港（13：55－15：55発）－くす〉一那覇空港… 
各自移動（ゆいレール等）…到着後、フリータイム…那覇市内ホテル泊 

2・3 日自 �スチューデントパス参加で2日間たっぷり沖縄観光♪…リゾートホテル泊 

4日目 �出発までフリータイム・・・送迎パスにて空港へ・・・ 
那覇空港（10：15～11：45発）－くす〉一福岡空港 

※航空会社・優の指定はできません。【利用航空会社］日本トランスオーシャン航空・全日空
1扇小催行人員2名様　■添乗員．添乗員は同行しません。

ココプ二㌦・ljJjノ、ノニ罠

k・ミ、こカタチに　＼一丁誓慧二三で：；ETLよ、．
■応募テーマ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■賞品

「仲間との叢高の思い出」　　　　　最優秀作品賞
■キャンペーン期間（応募受付期間）

■参加条件　当学制旅行コースでご旅行されたお客様

沖縄本島人気リゾートホテルペア宿泊券藍
3組6名様

禦竺2？竺聖～2014警竺1甲（金聖書　優秀作品賞オリジナル沖縄グッズ　30名様
■発表の時期

t主催・審査　沖縄ツーリスト株式会社　　　　　　　　　2014年6月下旬頃予定：当社専用応■ページにて発表させて頂きます。

※詳しいご案内は7～10日前にお送りする最終日程表とともに一緒に同封いたします。

∫／′吋I卜JiMエビ〃（）AJ＼二川‾－】



■運行期間：10／15～4／5

■最少催行人員：2名（定員45名）

珊瑚野
乏鞠句句当ニヾ言レ這読予約さ読、・J寧

客様特別価格　　　　　　　　ざ笥

●200以上のお符なオプショナルコースを掲載！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lイメ‾、

●沖縄本島から離島まで、「食べる・嘩ぶ・体験・癒レ海」と沖縄の全てをお符な価格で思いっきり満喫！
●メニューが決まったら下記エンジョイダイヤルまでお気轍こお電話ください！希望するメニュー、日吼人数などをお申し込みいたたき予約完了！

【エンジョイダイヤル】（098）840－2522　受付時間／10：00～18：30
※メニューは全て事前予約制となります。※お申し込み等にかかる通信費はお客様のご負担となります。数オプショナル代金は当日、利用施設に直接お支払い下さい。

※「沖縄エンジョイB00K」をご持参下さい。ご提示を求められる場合がございます。※クレジットカードの利用不可、または利用可能カードを限定する施設もございます0
※天候や海洋状況により中止、変更を余儀なくされるメニューにお申し込みの場合は、必ず事前にメニュー催行の可否をご確認下さい0

※お申し込みのメニューがお客様都合でご利用できなくなった場合はエンジョイダイヤル又は現地連絡先までご連絡をお顔します。

場でき争「トクとく■1 さらにトクとく！！ �チケット」付き！ ����� ○琉球村　　　　　　　⊆iタナゴ′くイナップルバーク 

◎おきなわワールド ��既ネオ′トクオキナワ 

7－ルド抽城山】 � � �� ��；芸等：≡＿一三二‡‾二二‾‾‾tZ ���◎軸宝儲　　コ 
入場無料 ケ。（那覇空港から車で約30分） � ��������良二抜」 

旨々園【本部嘲 ��� ���5 �Iネオパークオキナワ【名嗣】岳 �� 

入場無料　　　　矩‾ ��猷■・：こノ㌦ � ���通 �常630円→入場無料 縄の豊かな気候と楓土を生かした 讃自然動物公園（那覇空港から車で細分） �� 翫∴’ 某ゝ′ �������　墓・▼∴ミ ∴■覿巌適烏 ．ヲ璧王』と・二J′ 

オゴマダラ」などを � �����沖 

毒空港から串で約120分） � �����名 

フルーツらんど【鋸馴り欝■貞萱頑癌 ����F � �・福繋遷宵闇隙間　　　　　　　才■■lJ＿ ���� 

入場無料　　　ゴ享さこそ ��対陣ささ竜 ；漕．‾‾ ���� 通常500円→入場無料　　　　　　　一・加7－－、・ 

いっぱいの楽図 人約80分） ������日本近海をはじめ世界中の海から勉めた 
貝超を展示する「月の資料館」　　　　　　　　　　　　　　t▲ 

きる場合でもできません。※入園施設は予告なく変更とな ������場合がございます。予めご了承下さい。 

●沖糀本島7ヶ所・宮古島1ヶ所の観光施設に入
エンジョイメニュTと禽わせ雷ご利用すれば、

通常600円→入
沖縄最大のテーマパーク
※玉泉洞は別料金とな

通常400円→人
日本一大きな煉「オオ
見学できます。（那覇

通常800円→人
亜熱帯の雰囲気が
（那覇空港から車で

粗換金・払い戻しはいかカ※入園のみ可能で、園内の有料施設をご利用の際は、お客様負担となります。

・・　　∴り・千一



OTSレンタカー臨空豊崎営業所・とまりん営業所・石垣営業所・宮古営業所共通

【沖縄本島】【石垣島・宮古島】oTS直営レンタカーオプション料金表　※ツア＿紳し込み時にご予約くだ軋、。

全車種新モデルをご用意。40年の実績でお客様の行動を完全サポート！

■オリジナルドライブマッププレゼント　■チャイルドシート無料サービス
レンタカーに6歳未満の幼児を同乗させる場合、運転者にはチャイルドシートの使用が乗務付けられています。該当されるお客様は、レンタカーご予約の際、必ずお申し出下さい。
ご予約のない場合はレンタカーの貸出しをお節りする場合もございますので予めご了承下さい。※チャイルドシートの装着により、定鼻乗車が出来ない場合がございます。

（Dベビーシート（参考年齢新生児～12ケ月）②チャイルドシート（参考年齢6ケ月－4歳）③ジュニアシート（参考年齢4歳以上）
※チャイルドシートは年齢、体格により3桓類の区別があります。

J全車カーナビ・CD標準装備！JETC車載機無料貸出し！（澗本加みとな。ます）維持塁のお客様は、ご予約時にお申し出くだ乱、ご希望に添えない場合もございますので予めご了承下乱、。※［TC力Tドrまお客様こ自身でご用意下乱、。

貸出日：10 �／1－12 �2／27・1／5～3／14、4 �4／ト4／24・5／7 

2泊3日 �3泊4日 �4泊5日 �5泊6日 �1日延長 

Sクラス �5名 � �3．000 �5，500 �6，500 �仇000 �9，500 �12，500 �3，000 

Bクラス �5名 �ノート・キューブ等 �5．000 �6．500 �l．000 �10，500 �13，000 �16，500 �5，000 

H8クラス �5名 �インサイト等 �6．000 �7，500 �8．500 �12．500 �16，000 �20，500 �6，… 

HCクラス �5名 �プリウス等 �7，500 �9．000 �10．500 �14，500 �19，000 �23．000 �7．500 

⊂クラス �5名 �シビック等 �8，000 �10．500 �13．000 �16，500 �21，500 �27．000 �8，000 

Dクラス �5名 �ソナタ等 �9．000 �16．500 �21，500 �28，000 �34．500 �41．000 �9．000 

W8クラス �8名 �ステップワゴン等 �11，500 �14，500 �20．500 �30，000 �38，000 �46．080 �11．500 

WCクラス �8名 � �13，500 �16，508 �22，000 �31．000 �40．000 �50．000 �13．500 

WDクラス �10名 �ハイエース等 �14，000 �17．000 �22．500 �32，000 �40，500 �51．000 �14，000 

マイクロバス �29名 �リエッセ等 �19．500 �38，000 �56，500 �74．500 �93，500 �111，000 �1乳500 

貸出日：12／ �／28～1 �／4・3／15～3／31＼4 �4′25～5′ �′6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ハ∴∧‥‥ 

クラス �乗車定昇 �車　種 �当日返却 �1泊2日 �2泊3日 �3泊4日 �4泊5日 �5泊6E］ �1日延長 

Sクラス �5名 � �5．000 �9，500 �10．500 �15，500 �17，000 �21．000 �5．000 

8クラス �5名 �ノートキューブ等 �6，000 �11．000 �12．500 �16，000 �18，500 �22，800 �6．000 

HBクラス �5名 �インサイト等 �8．500 �1も000 �15．000 �19，000 �22，000 �27，500 �8．500 

HCクラス �5名 �プリウス等 �9．500 �14．000 �17，000 �21．000 �25，000 �30，5∞ �9，500 

⊂クラス �5名 �シビック等 �10．000 �13．500 �16，000 �20．000 �23．500 �29，000 �10，000 

Dクラス �5名 �ソナタ等 �11，5tIO �20．500 �24，000 �33．000 �43，000 �53．500 �11，500 

WBクラス �8名 �ステップワゴン等 �13．000 �18，500 �30，500 �42，500 �52．000 �57，000 �13，000 

WCクラス �8名 � �15，000 �20，500 �35，500 �47，000 �56．500 �64万00 �15，000 

WDクラス �10名 �ハイエース等 �16．000 �21．000 �36，500 �48，000 �57．000 �65，500 �16，000 

マイク8バス �29名 �リエッセ等 �24，000 �46，仙0 �鮒．58：○ �91，000 �114．000 �136，000 �24，000 

●レンタカーご利用に関するご注意
※上記料金には免責補償料（1日1台1・575円撞マイクロバスは2・100円）とガソリン代l才含まれておりません淵途現地にてお支払い下乱い0※貸出しは営業所発着となります○配事乗捨て等のサービスは行っておりません。※貸出レ返却は宮築時

間内に限りますo（800～1900）数車種の指定はできません。※S・C・HB・HCWB・WC・WDクラスは禁煙車指定となります。係員までお問い合わせ下さい○※石垣・宮古にはHB・HC・D・WCクラスの設定がございません。予めご7承下さLl。※レ
ンタカー使用中、万一自己を起こして車両に損害を与えた場合には・車両の修理期間中の営業補償の一瓢として「ノンオペレーションチャージ」を申し受けます0予定営業所に自走にて返却の場合は20．000円、自走にて返却されない場合は50．000円となります。㌫

道路交通法改正に伴い、駐車違反の処置について変更があります。また、後部座席のシ小へ小ルト着用が義務付けられております。詳しくはレンタか窓口にてこ確認下さい。

Aほ照ORTL！NER

掛こさj望淫へ・ホテル間吋アクセスにとても便利なシャトルハス！！

ザ・ピー，チタワ・－ 沖I■ �7ホテプレ � �那tl � 

9：00 10：二30 �9：03 10：33 �9：27 10：57 �9：37 11：07 �10：07 11：37 �10：23 11：53 

F票慧二二二二 
13＝30　l13＝33　l13＝57　　　14＝07　l14＝37　l14＝53　　　14：55 

カヌチヤ′■ヾイ ��労作■蔓 �� �� 

8：50 ��10 �20 �10 �：28 �10 �30 

10 �50 �12 �20 �12 �28 �12 �30 

12 17 �40 40 �14 19 �10 18 �14 19 �■18 28 �74 19 �20 二∋0 

－十℃重く単イ丘：円〉　：こども三匹王雪は半宗房となります。
A＝⊂リブフ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Bエリフフ

讐軍筆竃崇慧或莞芸還蓋諾篭芝へツ1＝ルホデノし）

ラグプ‾ガ－テ＝ノノT、テJL

芸訂1諾「‾雷
tブ・ビ－クータウ－′ヰ埼■

ッセルホブル11○○

男β1嘱望溝（甜） �� �扁β覇 ��カヌチヤ′ヾイ 

10 �10 �10：11 �10 �20 �11：50 

11 �40 �11：41 �11 �50 �13 �20 

13 15 �10 30 �1二∋：11 15：：∋1 �13 15 �20 42 �14 17 �50 1くつ 

髭畏敬惹句沿線光広ピ㌃鋸昏淵

●介R予約rt〉F」と万くりコ＝Trので・こ不lJJT】になり7こい十史にこき取汀。し17こ7三けヨこす†目し、ハこてカミノ万万爪と

亮よりこ好江巨い7こ7≡けちこい土「合モ）ございます。●こ宗吾汽ワ車更への宍貪り遅れ及Uフ声音爪言の11合はフ欠

の†空をこ討」用く7≡さい（ハ二乙力、こ利用いた7こけなかった：二十’〕合は才；壬封藁rlJ日によこる弓31．功となり

ます）。●那罰空さ琶5乙は那皇罰ハスターミナル⇔リソート7Rテル問のぢ汀功のみこ利用いただけ
ます（那▼り市内5Zは昌リソートホテル「コの利用はできません）t●3歳1よ」二のお手も設よ：り座間

が必碧空です。●ハスをこ、利用にならなかった場合でも払い戻しはいたしま・せん。●i払屁古くP偶
により戸斤望望昭F現わで多少郡千曳する嘲合わやここピしヽます■。■■手記指、航空機弓≧こ弄り用のお客ヰ孤は葎り用

航空すl空への撞抗力で60分lX」二才与る／†スにこ栗王ロく7ごさい（交i良三1ださ招く事での至り怒う屈延による航

空機の乗り主躍れはお客機良妻旦となりヨ：す）。●イ也のお客毛並とま臨乗になります‾。

Dエリ77

（打て「7　－㌔（「j－こ‡58「1f t）

ご【21／「ノJヽりlかしヒ一三rUtノ¶卜

＝j－二ノ1，二ノスノヾ）

Eエリプア

（那野】≡′芭（m迂】58弓㍍け
力：ヌチ17ベイ・汁＼テJレ＆
ウイラス）

扇 �主監】■敷島 �出発地 泊琶南筆発 �利用船 フェリー ケラマ �出発時間 �所要時間 くフェリー〉 70分 �料金 くフェリー〉 

三度轟1校鼻発 

泊漕南ア宇発 �マリンライナー とかしき （筒速船） ��〈商運船〉 35分 �く商渕沿〉 

濾需敷島発 

紀．L－ �座間l凍上■ � �フェリー ざまみ ��2昭間 �くフェリー〉 
座間味由発 

クイ－ン ざまみ3 r有；架船） ��l田行便】50分 【経由170分 �〈商運船〉 

座間裸幾発 

ぎ 7二三 �監守警 �本部発 � ��30分 �片道／7m 

伊5工島発 

竹暮上島 �出発地 石垣沼党 ��所要時間 ��所堅昭問 10分 �料金 片道580円 往復1，1【〉0円 
竹裔湧発 �� 

■■ �石垣 �漕発 � ��25分 �片道1，130円 往復2，150円 
■★ �発 � 

1 �小浜農 �石垣 �選果 � � �25分 �片道1，030円 往弓憂1，960円 小浜讃発 �� � 

三厩F �西表島 大原ブ菅 �石垣護究 �� � �35分 �片道1，540円 往復2，930円 

大原湾発 ��努所／098 � 

伊江村公営企≡票喜男／0980－49－2255、0980・47－3940　石垣島ドリームモ現光／0980－84－3178　580
安栄観光／0980－83－0055　八盃LU観光フェリー／0980－82・5010
‡●≦船舶会社の都合によりi聖巧－；竺航時間が変更になる場合があります諸羊しくはお問い合寸つせください。

弘狸埠闇糸島等はホテル設定力ございません。日帰り等でこ利用ください。漬勉丹包のみの利用は受lチ付けておりません。
壁＿型室阜「詳細動許す好盃了軒必要となります：て船栢妻帯ノく面甑．1くださしうニ「‾‾‾‾‾山‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
崇‡上記スケジュールは2013年9月現在の時刻表です。予告なく変更となる場合がございます。予めご了承下さい。

竹暮♯ �出発地 石垣莞発 � ��所要時 �顎 �所要時間 10分 �料金 片道580円 往復1，100円 
11■Tや �07：45、0 �45、 � � 

■■ �石垣漕発 �別事：3D、1 �口、 �：20 ��25分 �片道1，130円 往復2，150円 
親鶉漕発 �10：85、1 �40、1 � 

・i≦ �小浜島 �石垣詔発 �07：55、mi �18、 � ��25分 �片道1，030円 往復1，96tl円 
08ニ3tI、0 �45、 � 

波照間も �石垣港発 �以】：38、1 �○（ � ��60分 �片道3，000円 往復5，70【l円 
波照蘭讃発 �田：4t】、1 �：88（ � 

西表島 上原；彗 �石垣選発 �07：〇、桐 �0、 � ��40分 �片道2，00【I円 往復3，80【I円 

上渡海発 � �12： � 

西表島 大原漕 �石1萱讃発 �抽：38、09： � � ��35分 �片道1，54【l円 往復2，930円 

大原漕発 �09：銅、10 � � 

竹書も �出発地 石垣蕎発 �08 �所要時間 �所要時間 10分 �l料金 片遭670円 往復1，280円 
竹笛讃発 �08 � 

鼻u■ �石垣蕎発 �08 � �30分 �片道1，300円 往復2，490円 
果無発条 �朋 � 

乱」、浜島 �石垣沼発 �ロ7 � �25分 �片道1，190円 
小浜浩発 �87 � 

西表！■ 大原‡巷 �石垣；宅発 �07 � �35分 �片増1，770円 往復3，390円 

≠こ原酒発 �07 � 

西表島 上原；琶 �石j萱；壱発 �07 � �40分 �片道2，300円 往復4，400円 

上原蒸発 �亡は � 


