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叢手緩適職の叢蛋援八

漂い享ごニミゝノ

舘駅匪膏覿
エリアごとにホテルやオプショナルプラン

を豊富にご用意しています。

本島周辺離島エリア
（ケラマ・伊江島）
高速船・フエリ劇でいける本島近

隣の島々。ケラマのサンゴ樵に

恵まれた海が魅力です。

象鵡かじま　　　　とかし雷じま

阿嘉島　渡嘉敷島

※座間味島：泊港から高速船で約50～70分

※渡嘉敷島：泊潜から高速船で約35分

※阿嘉島：泊港から高速船で約50～70分

※本部港からフェリーで約30分

「　ざきみじょう拓と

・塵富昧城跡

西海岸を見渡せる丘上に

築かれ、沖縄最古のアーチ

型石造門が残る城。曲線

を描く城壁が美しい。

■那覇空港から車で約70分

那覇エリア
世界道産に登録された首里城
跡や、活気あふれる国際通りな
ど、琉球王朝の葺から今に至る

沖縄を楽しめます。

主要地域間く移動距離・時間〉目安表

各地域の交差する⊂コの数値が移動時間（目安）です。 

0： �5 �0 �30 �0 �35 �0 �5011 ��15 �1 �45 

7 � � �0 �25 �0 �25 �0 �40 �1 �05 �1 �35 

20 �14 �� ��0 �15 �0 �30 �0 �45 �1 �20 

21 �15 ��7 ��ごi： ��0 �20 �0 �45 �1 �15 

32 �26 ��17 ��11 ��．　≡ ��0 �30 �1 �00 

47 �42 ��30 ��27 ��19 ��四　日 ��0 �35 

69 �63 ��52 ��49 ��40 ��23 ��≡ 

各地域の交差する［二］の数値が移動距離（単位km）です。 

※目安表の数値は一般道を利用し、平均時速40km／hで算出した数値（目安）です。

※移動時間は渋滞等の道路状況などにより、上記の数値と異なることがございます。
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魅力たっぷり ′」慮」へ

北部エリア
美しい海やジャングルなど自然
の宝庫。世界遺産に登録されて

なま　じん　じよ〕香と　　　　　　　　　ちけ

いる今帰仁城跡や沖縄美ら海水

族館も見どころです。

蔓沖縄美ら海水族館
を世界最大級の水槽、最大の

魚類・ジンベエザメ、最大の

エイ・マンタと最大づくしの

水族館。水槽が目の前にそ

そり立ち、本当に海底にいる

よう。

■那覇空港から車で約120分

（高速利用の場合）

ツW▲’〝…▼‾▼′Wm州へ柵巾‘‾¶‘′【’′’’▼■1

章一

Ⅳ）うるま市

首里城
かつての琉球王国の王の

居城。まばゆい朱色を基調

にした壮麗な建築は、美し

いオーラを放ちます。

■那覇空港から車で約40分

南部エリア
貴重な歴盟文化財畢沖縄戦跡が
妄く」見どこ与信宜の二［リア、裏

熱岸気候が望む豊かな自然も楽
し／Jことかてこ課す．

宮古島エリア
白砂のど岬チや美しい海岸の風

景が毘どころです。伊良部島、

下地島の絶景も見逃せません。

※佳良浜讃：平良港から高速船で約15分

伊良部島
さらは誘こう

●佐良浜港

て‥二一守も
宮古空港

崩竃　′壷計数 東平安名崎●

東平安宅崎（宮古島）

島の最東端に細長く延び、白亜の

灯台からの眺めは恵を飲むほど

雄大です。

1宮古空港から車で約30分

2

石垣島エリア
J川【ナたどりじこ

赤瓦の町並みが残る竹富畠、
し、り‘；もてUL、

ジャングルに覆われた西表島な

ど個性豊かな島々が魅力です。

上原潜
●

いりおちてじ雷

西表島

●

大原漕

※上原潜：石垣）善から高速船で約40分

※竹富島：石垣港から高速船で約10分

●

由布島

小浜島

川軍湾
ミシュランの観光ガイドブックで

三つ星に選定された石垣島の

ビューポイント。グラスボートで海

中の美しいサンゴが見られます。

■石垣空港から車で約40分

たけとみじ京

竹富島
水牛車で集落の中をコトコト

揺られながら、のんびりとし

たひとときを過ごせます。

■石垣潜から高速船で約10分

※大原温石垣雇から高速船で約35分　※小浜島：石垣潜から高速船で約25分

※波照間島：石垣潜から高速船で約60分
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ANA便ご利用のお客様へ

草ANA国内線搭乗のフライトマイル50％が貯まります！
プレミアムクラスご利用の場合にはさらに区間マイルの50％を加算いたします。

※マイル積算にはANAマイL，－ジクラブ会員であることが条件となります。※ツアーご予約時にANAマイL／－ジクラブのお客様番号をお申し出ください。

‡きグループやご家族での旅行にうれしい事前座席指定サービス
※ご利用日の2カ月前より承ります。

※事前座席指定いただける席には限りがあります。予約状況により、お並び席などこ希望に沿えない場合がございます。

※機材変更などやむを得ない理由により、こ指定済みの座席が予告なしに変わる場合がございます。

二二つお預かりする手荷物はお一人様20kgまで無料！
プレミアムクラスご利用の場合は40kgまで

※お預かりできる重量・サイズには上限がございます。また、機種によっては規定内でもお預かりできない場合がございます。

※お預かりする手荷物、機内持ち込み手荷物、特に注意が必要な手荷物などについて、詳しくはhttp：／／W．ana．coJPをご覧ください。

ニラ各空港店舗で10％割引
各空港のANAFESTAで1，000円以上お買い上げいただくと、ご購入金額から10％割引になります。

ツアーご購入時にお渡しする「旅程表」をご提示ください。
※一部、割引対象外の商品がございます。詳しくは店舗の販売員にお尋ねください。
※一部、ANAFESIAのない空港がございます。詳しくはhttp：／／www．anafestacom／をご覧ください。

あんしん・あったかサービス

二、食事制限のあるお客様へ臼　；憲装雪空毒造影砦∴嫌いな鮒を除くといった・

ノLご高齢のお客様へ日　　　　詰豊讐芸冨琵慧雪誤差諾誓賢の少ない

二〕現地到着後のお客様へ　　　警語竺豊麗誓警お客様を専用ダイヤルにて

詳しくは、http：／／www．ana．⊂0．jp／Skh－OmOtenaShi／をご覧ください。

二＼ぅおからだの不自由なお客様へ　雷認諾監禁芸誓書讐讐監禁崇芸雷
（例）・車いすをご利用の方への各種ご案内や空港車いすのご用意。し出ください。お伺いした内容に応じ、必要と思われる手配や

・バリアフリールームのご案内。　　　　　　　　　注意事項のご案内をさせていただきます。

・福祉車両（レンタカー、介護タクシーなど）のご案内。

※取扱旅行会社の方もお気軽にご相談ください。　　　　　ツアーアシストデスク03－6251－8550
※旅行参加に際し介助をしていただく方の同伴をお願いする場合がございます。

バリアフリールームは対象ホテルの国マーク相印です。
受付時間10：00～12：00／13：00－18：00

（土・日・祝日および12／29～1／3を除く）

詳しくは、http：／／www．ana．CO．jp／traveL／info／assist／をご覧ください。

／5STA ■＝：1■ � �ANAは日本のエアライン初の世界最高評価「5スター」獲得。 ANAグループのサービス品質の高さが評価されました。 ニ慧 
YTRAXJ � 

空港から機内サービスまで800を超えるカテゴリーにおいて、お客様が常に 5スターレベルのサービスを体感できている航空会社に与えられる栄誉で、 

電『『■夢 �日本のエアラインとしては、史上初の受賞です。 

田は情報ブック（A2両0に掲載）に詳しい記載がございます。辺はadamより行程嚢内書が印刷できます。ロのあるプランはスカイホリデークーポンが発券されます。

●オプショナルプラン・各種素材をご予約の際は、特に記載のない限りご利用日にてご予約ください。



旅の作り方 行きたいコースが見つかったら‥・
3つのステップで予算をチェック！！

出発日を選ぼう！！

基本の旅行代金をチェック！

●カレンダーで出発日のアルファベットを確認

●基本代金表からアルファベットと泊数、

1室あたりの利用人数を確認

ホテルを選ぼう！！

ホテル追加代金と

その他の追加代金をチェック！

★基本グループホテルは0円です。

フライトを選ぼう日

フライト追加代金をチェック！

★基本フライトは0円です。

『出発日カレンダー

●洋室（1－4名1蜃
・洋室ダブル（2名

●1泊朝食付き
●】N1400／OUTl

★●●空港から電呈
約36分

★JR●●駅から徒＝

外観　的5分

団因匝萱頭

（往　路）

ホテル追加代金（
：★は土昭目代金適用となります。

A・8フライトをご利用の場合は、往路、復路そ．

（往　路）A・Bフライト利用追加代

（イメージ）　　　　　　　　　（イメージ）

※ご利用の空港に発地追加

代金がある場合は追加し
てください。

※その他の追加代金もご利

用になる場合は追加して

ください。

＝＝∴工．　蒜品
旅行代金合計

重出詰島＝ニノ　ー　」　　　　　、一・wl　　　（ノ　＼J」‾‾‾リ■‾■‾lu＿H二日二二U

篭専守診璃口診Ⅷ調■ 競鎧鮨
「あちこ－こ－」とは「あっつあっ」の意味の島の方言。

冬でも気温20度以上の巳が多い八重山へ行こう！

八重山諸島（石垣島・小浜島・西表島）の対象ホテル滞在中に
15時の気温が20℃未満であった場合、

「みね屋J特製島伝統のみんさ一織り　　ィメージ

オリジナルストラップ（非売品）をプレゼント！（お一人楓こひとつ）

■対象期間：2013年11月1日～12月20日（チェックイン）

■対象ホテルはコチラヘ　h仕P：／／yaeyama・Srkai．COm

※気温は石垣気象台の数値に基づきます。
※対象宿泊ホテルフロントにてお申し出のうえ

お受け取りください。
※チェックアウト日は対象期間外となります。
※先着5，000個限定（なくなり次第終了となります。）

※キヤンページ内容は予告なく変更となる場合
もございます。
詳しくはhttp／／yaeyama－Srkai，COmまたはホテル

へ直接ご確認ください。　　　　　　　　　　石垣島・玉取崎展望台（イメージ）

※上記キャンペーンは、八重山ホテル営業予約担当者会・2013年度冬期対策合同

企画による実施・運営のキャンペーンとなります。

2，000円以上のお買い物でご利用いただける

DFSギャラリア沖縄 1，000円分のど利用券付き！！

3歳～11歳の小人代金でお申し込みのお子様、添い寝プラン、

宿泊プラン、離島ステイ（最終泊那覇は対象）、ホテルチョイス
（石垣島）（宮古島）の往復同日乗り継ぎコース、ホテルチョイス
（石垣島＆宮古島）は対象外となります。

※1回のお会計で2，000円以上ご購入の場合にご利用いただけます。（一部商品除く）※1回のお会計につき1枚のご利用となりますもご同行のお客様と合算してのこ利用はできません。

※飲食店等・一部店舗・お土産品および空港店ではご利用いただけません。復路に那覇空港を経由しない直行便をご利用の場合、免税品の購入ができません。ご利用店舗は限られますので、

詳細につきましてはDFSギャラリア沖縄へお問い合わせください。（電話番号0120－782－460）※差額の払戻および現金への換金はできません。※有効期間は旅行期間中となります。

お買い物（ショッピングカードお渡し）

●DFSギャラリア沖縄でのお買い物にはショッピングカードが必要です。
ショッピングカードはDFSギャラリア沖縄内2階受付にてお渡しいたします。旅程表をご提

示ください。旅行商品ご購入時にお渡しの「DFSギャラリア沖縄ご利用券（引換券）」を商品
券にお引き換えください。※ショッピングカードがない場合、免税品の購入ができません。
※ショッピングカードを作成するため、当社は所有するお客様の個人データをDFSギャラ

リア沖縄へ提供いたします。個人情報の取り扱いにつきましては、当パンフレソト裏面に記

載の旅行条件をご確認ください。
●お買い物は復路便出発時間の2時間前までとなります。それ以降は免税品を購入す
ることができませんのでご注意ください。

商品のお受け取り

●ご購入いただいた商品は、お帰りの糖に那覇空港でお受け取りいただきます。
※那覇空港から離島へ出発される場合は商品の受け取りはできません。
※復路に離島から那覇空港を経由してお帰りの場合、商品受け取りのため40分以上の

乗り継ぎ時間が必要となります。
※商品は復路便出発の30分前までにお受け取りください。受け取りを忘れた場合、ご自宅

などに送付することはできません。
※一部免税品ではない商品はお買い物の際にその場でお渡しとなります．
※店舗営業時間は予告なく変更となる場合がありますので必ずお客様自身で、DFSホーム
ページまたはDFSフリータイヤル（画0120－782460）へお問い合わせください。

■営業時間／9：00～21：00（金・土・日曜日・祝日は22：00まで）（2013年7月現在）■アクセス／ゆいレールおもろまち駅直結（那覇空港から約19分）
A定休日／なし（2013年7月現在）■ホームページアドレス／http．／／www．dfsoklnaWa．COm
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添い寝プラン

連休や冬休みなどの家族旅行に、おトクな添い寝プランをご利用ください。ツ㌫至芸と若き票に
一部コース、利用日によっては小人代金がお安くなる場合がございます。

お子様と…絹のベッドなら

涙緋豊欝慧㌘柁豊を憲一矧劉粛浅鍋訝凱

（たとえば、ご両親とお子様2名で旅行する場合…）

大人1名、お子様1名で
ベッド1台の

ご利用となります。

大人旅行代金t2名手‡分l　′チし1ミニフラン代金12も積分1、

■添い寝プランのご案内

ご旅行代金 �馳 疎 �昼寝プラン �小人代金 

ご利用内容 ��～11歳） �（3歳～11歳） 

航空座席 �あり ��あり 

食事・ベッド（布団）・アメニティ �なし※1 ��あリ 

ホテルからのおもてなし �なし ��あり 

施設使用料 �宿泊施設欄をご確認ください※2 ��なし 

このマークを行程表に表示しているコースの
宿泊施設でご利用いただけます。

㊥3歳以上6歳（未就学児童）以下のお子様が対象となります。

Kids苛い毒
このマークを宿泊施設臓に表示
している場合は 回国園日田匝頭

、　一・■　一・　　　一1

㊥11歳（小学生）以下のお子様まで対象となります（蒜蒜森厳棚

〈施設使用料が別途必要な場合があります。〉添い寝プランをご利用の場合、
一部宿泊施設で施設使用料が別途必要な場合がございます。詳しくは宿泊施設欄をご覧ください。

※囲マークのある宿泊施設は添い寝プラン対象外です。

※Klds添い寝は、滞在中連続して対象マークのある施設をお選びください。

※年齢制限がある場合がございます。詳しくは、宿泊施設欄をご覧ください。

※同伴の方と添い寝になりますので、ベッド（布団）が手狭になります。

※レンタカー・バス・フェリーなどをご利用の場合、添い寝のお子様も利用人数に含まれます。

※添い寝プランは航空座席のみの提供となり、宿泊・食事・ベッド（布団）・ホテルからのおもてなレアメニティグッズ・ツアーのポイントは提供されません。
※1ルネッサンスリゾートオキナウ、ココガーデンリゾートオキナウ、マリンピアザオキナウをご利用の場合、下記の食事・アメニティグッズは提供されます。
※2ルネッサンスリゾートオキナウ、ココガーデンリゾートオキナウ、マリンピアザオキナワをご利用の場合、基本代金に加え下記「宿泊追加代金」が必要となります。

■基本代金（お一人様）※フライト追加代金は必要ありません。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

出発日12／1～12／16 ���12／17～12／20 �10／1～＝／30 �1／25～1／31 �12／21～12／27 �3／7一一3／31 �12／28－1／5 

コース　　　　　　1／6－1／24 ����2／1～3／6 ��4／1－4／24 ��4／25～5／6 

中縄本島 �23．800 �24，800 �25，800 �26．800 �27，800 �30．800 �35，800 

石 �垣島・竹富 �36．800 �37．800 �38，800 �42，800 �47．800 �49．800 �65．800 

宮古島 �32．800 �33．800 �34．800 �39．800 �42．800 �47，800 �63，800 

l■ �甜喜　　　　　37．800 ��42．800 �39．800 �43．800 �50．800 �51．800 �66，800 

商品コード �3日間 �4日間 �l5日間 �再日間 

ステイ �沖縄本島 �R7421A �R7422A �R7423A �R7424A 石垣島・竹富島 �R7425A �R7426A �R7427A �－ 

宮古島 �R7428A �R7429A �－ �－ 

※石垣島・竹富島の最終泊那覇コースは末尾Bにてご予約ください。
※3日間・6日間コースには最終泊那覇コースの設定はございません。

◆代金に含まれるもの 
①往復の航空運賃 
②石垣浩一竹富港間の往復フェリー代（リゾートステイ星のや竹富島／6～11歳の方のみ） 
※旅行日数にかかわらず同一代金です。 

商品コート ��il泊 �弓　2泊 �3泊 �】4泊 �5泊 �6泊 

チョイス �沖縄本島 �R7331A �R7332A �R7333A �R7334A �R7335A �R7336A 
石垣島 �R7341A �R7342A �R7343A �R7344A �R7345A �R7346A 

宮古島 �R7361A �R7362A �R7363A �R7364A �R7365A �R7366A 

石垣島＆宮古島 �－ �R7352□ �R7353□ �R7354［コ �R7355［コ �R7356［コ 

※ホテルチョイス石垣島、ホテルチョイス宮古島の往路のみ同日乗り継ぎコースは末尾B、復路

のみ同日乗り継ぎコースは末尾⊂にてご予約ください。
※ホテルチョイス石垣島＆宮古島の往路石垣・復路宮古空港利用は末尾A、往路宮古・復路石垣

空港利用は末尾Bにてご予約ください。

※ツアーお申し込み時に添い寝プランにて参加する旨を必ずお申し出ください。
※大人代金にて参加される人数内でお申し込みください。（大人代金適用2名の場合、添い寝代金

適用人数は2名まで。ただし、1台のベッドに添い寝できるのは1名までとなります。）
※一部宿泊施設では食事代などが別途現地で必要となる場合がございます。
※プレミアムクラス・ANAバスをご利用の場合は、大入り」＼人同様に追加代金が必要となります。

販売店の皆‡ �遍■添い寝プランまたはKids添い寝の宿泊素材をご予約くださ 画面上の「宿泊素材」内にて、添い寝プランは「3～6歳（未就学児 ラン」、Kids添い寝は各対象ホテル「6～11歳添い寝プラン」、ル ゾートオキナワ、ココガーデンリゾートオキナワ、マリンピアザ 宿泊の場合は「専用の宿泊プラン素材」をご予約ください。同行 寝プランでご予約される場合は必ずadamで添い寝する大人の 旅客情報入力を行ってください。「旅客情報を登録する」→特別 登録する」ボタンを押下→「その他」の欄に添い寝のお子様の名 力してください。（例）ソイネ：タロウ5サイ 

い。adam予． 童）添い寝プ ネッサンスl オキナワにご の幼児を添し 記録に以下 旅客情報の「 前・年齢を入 
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j � � �二▲ �ちリゾー響 �藍 ��ナウ、ココガ �� �ゾ小才キナワ∴‾、‾∵一‾∴1こ‾こ‾聴雪嶺郡笥頑紗 

rキナワ � �た �童の3歳～8歳（未覇 ��譲ヨ �〃乱川PT畷好′ヽ 

転 �油郵 �…、t �Lprふ ��ぴ■ �■ �記基本代金に湘克て追加代金が必要となります。 、．I 

胎ネッ管討議ヅ閤網か9、。。かデンゾ隅諸相撃■追加代金（1泊につき・お一人様，　　　　　　　単位‥。i 

☆朝食・夕食付き（レストラン・メニュー限定） ���������宿泊日 ���10／1～12／4 12／26～12／28 �12／5～12／25 �12／29・・－1／3 �芦 

☆お子様アメニティをご用意 ���������ホテル名 ���2／1～5／2 �1／4～1／31 �5／3～5／5 

フリッパーズバッグ（めり絵・クレヨン・イルカスポンジ・歯ブラシ）、パジャマ、 マグカップ、タオル、枕、サンダル、踏み台、便座 ������������5／6～5／12 

ルネッサンス ��リゾートステイ �3，500 �追加代金なし �5，000 

マリンピアやオ串やツ ☆朝食・夕食付き（レストラン・メニュー限定） ☆お子様アメニティをご用意 パジャマ、マグカップ、タオル、枕、サンダル、踏み台、便座 ���������リゾートオキナワ ��ホテルチョイス �3，500 ��5，000 � 

ココガーデンリゾートオキナウ ���3，000 ��4，500 

マリンピアザオキナウ ���3，000 



1マークのご案内※2013年7月現在の情配なります。

回温紛※1回大鯛あ。因諾削※2

団雲㌍呂※一　団鞭ルーム※3固謡完附

固謡完備別圏票忘翳ラン固定ユヤンビュ‾

日
ベビーカー※5

貸出しあり ∩ベビーベッド（またはベッドガード、ベビーコット）貸出しあり※5

田欝完備※6回等欝完備※7毎垂が8

電設透き※9　　転頭重荘重章※10　幽※11

匿辺※12

1旅行代金について

※1男女別、時間等により入替制の場合もございます。また、施設により有料の場合もございます。

※2・※7ご利用料金については各宿泊施設にご確認ください。

※3出発前予約制となり、ルーム数に限りがあります。また、ルームタイプに指定がある場合がござ
います。ご予約時にお申し出ください。マークがなくても設定がある施設もございます。ご利用

希望の場合はリクエスト対応となりますので、お問い合わせください。
※4屋外・屋内プールは時期により営業していない場合もございます。また施設により有料の場合

もございます。

※5ご利用には予約が必要となります。お客様ご自身で事前にホテルへご連絡ください。ベビー
カー、ベビーベッド（またはベビーガード、ベビーコット）は数に限りがあります。また施設によ
り有料の場合もございます。

※6駐車場無料のホテルでも大型車は有料の場合がございます。

※6・※7について、台数に限りがある場合がございます。駐車場は隣接する契約駐車場となる場

合がございます。また立体駐車場の場合、一部ご利用いただけない車種もございます。
※8ご予約をいただいてからの手配となります。

※9出発前にご予約が必要です。
※10出発前にご予約（有料）が必要です。

※11Kids添い寝対象施設となります。

※12ツアーアシストデスクにてご予約をいただいてからの手配となります。詳しくはP．3をご覧ください。

旅行代金とはr基本代金として表示した金額」とr追加代金として表示した金額」の合計を指します。
出発日・利用人数・日程により旅行代金が異なります。各コース該当カレンダー記載のアルファベットをご参照のうえ、代金をご確認ください。小人代金は旅
行開始日当日を基準に、満3歳以上12歳未満のお子様に適用となります。またご旅行中にお客様のご都合で使用されなかったクーポン券類の払戻はでき

■お客様へのご案内

最少催行人員　特に記載のない限り2名様より催行となります。（ただし1名1室の設定がある宿泊施設のみを利用した場合は1名様より催行します。）
お申し込み　特に記載のない限り2名様以上でお申し込みください。（ただし、1名1室の設定がある宿泊施設のみを利用した場合は、1名となります。）また、
お申し込み時に必要部屋数をお申し出ください。
ご出発日の前日から起算して10日前までご予約を承っております。（お申し込み内容の変更も10日前までとなります。）ただし、満席等の理由により受け付け

ができない場合がございます。
ご利用便　便名はご予約いただいた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合がございます。その場合予定
の日程を変更することもございます。
券面に記載されている便以外はご利用いただけません。また、乗り遅れ（交通機関の渋滞等含む）による代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻は
できませんのでご注意ください。また、代替交通手段についてもお客様自身での手配となります。
※2歳のお子様がご参加で旅行中に3歳のお誕生日を迎えられる場合は、復路搭乗日に有効な商品または航空券をお買い求めください。

宿泊施設　特に記載のない限り、客室の指定はできません。ルームタイプがまたは”で表示されている場合、指定はできません。
パンフレットに記載されている客室写真は一例となり、実際と異なる場合がございます。

相部屋はお受けいたしておりません。特に記載のない限り、バス・トイレ付きとなります。

ぐ羊室〉宿泊施設により1室1名～8名様でこ利用いただけます。特に記載のない限り1名1室はシンのレルーム、2名1室はツインルームのご利用となります。（3名～8名1室で
ご利用の場合はツイン＋エキストラベッドまたはソファーベッド等となります。）

〈和室・和洋室〉宿泊施設により1室1名～6名様でご利用いただけます。（1室の広さ（畳数）は利用人数により変わります。）
パンフレット内の「ホテルからのおもてなし」は記載のない限り、滞在中1回のご利用となります。各宿泊施設チェックイン時にお申し出のうえご利用ください。

また、記載のおもてなしの内容は一部となる場合がございます。
禁煙ルームの設定があるルームタイプは施設により異なります。早めのチェックイン、遅めのチェックアウトができる施設は時刻を赤文字で表示しています。
施設使用料について　添い寝プランまたは0～2歳の幼児の方で食事や寝具を必要とされない場合でも施設使用料が必要な場合がございます。（現地払い）
各施設に記載されている金額は1泊あたりの金額となります。
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ので名宿泊施設にご確認ください。※添い寝の可否については各宿泊施設にご確認ください。

食事　食事条件は特に記載のない限り朝食付きとなります。パンフレットに記載されている料理写真と器は一例です。時期により変更となる場合がございます。食
事内容は大人と小人では異なる場合がございます。
夕食付きの施設にお申し込みの方は特に記載のない限り18：00までに宿泊施設へチェックインしてください。それ以後となる場合は必ず宿泊施設へご連絡のうえ、

夕食対応時間をご確認ください。宿泊施設によっては夕食の対応ができない場合がございます。その場合、お客様の夕食放棄となりますのでご注意ください。
夕食場所について特に記載のない場合は、レストランまたは宴会場にてセットメニュー（バイキングに変更の場合あり）となります。夕食場所・メニューがまたは”で表
示されている場合、指定はできません。

オプショナルプラン　プランにより小人の対象年齢が異なります。3歳未満のお子様のご利用については、お問い合わせください。また、プランによって現地
ではお申し込みいただけない場合もございます。
添乗員　特に記載のない限り添乗員は同行いたしませんので、ご旅行中の諸手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

その他　ツアー中、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない日（これを当社では「無手配臼」といいます）については、当該日にお客様が被っ
た損害について補償金は支払われません。（リゾートステイプレミアム、リゾートステイを除く）
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旅の作り方

日程を選ぶ
3・4日間からお選びいただけます。

フライトを選ぶ
ご利用優を自由にお選びいただけます。
※基本フライト以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります。

フライト情報ページをご覧ください。

ホテルを選ぶ
お気に入りのホテルをお選びいただけます。
同一ホテルでの連泊となります。
※ルームグレードアップをご利用の場合は、追加代金が必要となります。

該当のホテルページをご覧ください。

おすすめポイントをチェック！

直垂画す那覇空港＝〈送迎〉＝ホテル

①終眉フリータイム

・二・薄日フリータイム

ホテル＝く送迎〉＝那覇空港卜匝童画

直垂画す宮古空港＝〈送迎〉＝ホテル

二′昔日フリータイム

◆終日フリータイム

ホテル＝〈送迎〉＝宮古空港十匝重要

おすすめポイント
一度は泊まってみたい、

希少で上質なお部屋をご用意いたします。

滞在中は夕食付きとなります。

朝食はルームサービスもご利用いただけます。

空港⇔ホテル間を専用車にて送迎いたします。
≦苑あ√（旅行代金に含まれております。）

※百名伽藍は弊社が手配するタクシーでの送迎となります。

※乗降場所は空港またはご宿泊ホテルのみとなり、観光施設などへの立ち寄りはできません。

こ勇イ・′′′

お帰りの際、空港からご自宅までお荷物を

宅配いたします。（旅行代金に含まれております。）包臼
※お一人様1つまでとさせていただきます。

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括害l」旅行引適用の往復航空運賃　㊤規定の宿泊賢、食事代　③おすすめポイント3・4代（対象者のみ）
④DFSギャラリア沖縄ご利用券代（対象者のみ）※③～④はご利用にならなかった場合の払戻はございません。
※規定以外の交通費、食事代、入園料等はお客様負担となります。

往路送迎はお客様の到着便に合わせてお迎えにあがります。往路搭乗便到着後45分を経過する場合、乗務員との集合場所は那覇空港1階総合案内カウンターとなります。復路送迎
は搭乗便との乗り継ぎが60分以上必要となります。送迎付きのため現地での連絡先（携帯番号）と、チェックイン白の夕食時間をANAスカイホリデー予約センターへご連絡ください。



l水上に浮かぶ光あふれるレストランで選べるお料理

シェフがその日厳選した新鮮な素材をお客様の好みに合わせて腕をふるいます。

日本料理・フレンチ・鉄板焼・鮪よりお選びいただけます。
※ディナータイムは18．00～21：00（ラストオーダー）となります。

l上質な癒しを追求したリラクゼーション
ヨーロッパセレプに愛される

ブランドAINHOAを使用。

自然治癒力を高め、

内面から美肌を創造するために

プログラムされたメニュー。

※エステは別料金となり、
メニューにより料金が異なります。

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください）

ご利用空港：往復那覇空港

オリエンタルヒルズ沖純
樹々に囲まれて仔むゲストルームは

究極のプライベート空間。

空間と時間を誰にも邪魔されることのない

滞在を演出いたします。

オリエンタル
ヒルズ沖縄

那覇空港e

：漂謡筑豊器㌫岩詣00分）　園匿㈲圏因
http：／／www．or－Okinawa．com／

※このホテルのご利用は13歳以上のお客様のみとなります。乳幼児・添い寝のお客様
もご利用いただけません。

※全室禁煙となります。（ホテル内、客室テラスに喫煙スペース有り）

t基本ルーム
［エグゼクティブスイート］
・洋室（2名1室）

・お部屋の広さ．室内70rパ

（占有面積162「パ）

間取り（一・・例）

※お部屋によってレイアウトが
異なります。

※プールは温水ではありません。

ホテルからのおもてなし
●空港⇔ホテル間送迎付き率準葦準
●ウェルカムドリンク付き

●客室冷蔵庫内のソフトドルクフリー（補充・アルコールは有料）

●朝食をルームサービスに変更可能（前日のご夕食時にお申し出ください）

■基本代金（お一人様）〈福岡発／往復基本フライト利用〉※福岡発着以外は、フライト追加代金が必要となります。

ステイ3日間

ステイ4日間

，忘己福＼竺ヲ �A �8 �C �D �E �F �G �H �t �J 

2名1圭 �193，000 �195，000 �198，000 �201，000 �204，000 �207．000 �210．000 �213．000 �216，000 �222， 

2名1圭 �277，000 �279，000 �281，000 �283．000 �286．000 �289，000 �293．000 �298．000 �304．000 �310，脚 

初田20：00以降にチェックインの場合、夕食をお召し上がりいただくことができません。
その際は、当パンフレットの「ホテルチョイスプラン」にて1泊朝会付きプランをご用意しておりますのでそちらをご案内ください。

ス
テ
イ
3
日
間

ス
テ
イ
4
日
間

鴎
彊
叫
リ
ゾ
ー
ト
ス
テ
イ

ホ
テ
ル
チ
ョ
イ
ス
一
オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
ブ
ラ
ン

最
後
の
ペ
ー
ジ
0
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ご利用空港：往復那覇空港

百名伽藍 那覇空港〇・百名伽藍

琉球創世神話の舞台としても知られる「百名」。全室オーシャンフロントのゆったりとした客

室からは、日の出・日の入りのほか、晴れた日には東方に琉球王朝時代の神事が行われ、

神の島と呼ばれた久高島が望めます。

！禁慧慧k烹慧ま慧慧12：00★那覇空港から車で約35分　　　田園圏固団
※このホテルのこ利用は13歳以上のお客様のみとなります。乳幼児・添い寝のお客様もご利用いただけません。

※全室禁煙となります。（テラス・館内に喫煙スペース有り）

※空港⇔ホテル間送迎付き（百名伽藍は弊社が手配するタクシーでの送迎となります。）椰惑沸

l基本ルーム
【エグゼクティブスイート】
全室がオーシャンフロントの
バルコニー付きのお部屋。

・洋室（2名1室）

・お部屋の広さ68～85∩う（バルコニー含む）

十　　■　　］　　　■＿】．

』巨。．
※お部屋によってレイアウトが異なります。

ホテルからのおもてなし
●朝食をルームサービスに変更可能

（前日のご夕食時にお申し出ください）

●最上階にある露天風呂付き貸切部屋

（全6室）が無料でご利用可能

［方丈庵コ

最上階は遮るもの一つない古民家のような符まいで、

「方丈庵」と名付けた茶室を摸した畳の部屋と、海に

面した露天風呂付きの貸切部屋。



1ルームグレードアップ〈全室オーシャンフロントのスペシャルスイート〉

全15室のうち2室は特別室。静謡なひとときをお過ごしいただけます。

［湛水の間］＠
緑と海が調和する庭園付きのお部屋
・特別室（和洋室1階）（2名1室）

・お部屋：120nj（36坪）

専用庭園：70「パ（21坪）

［白随の間］感
海と向き合う空中テラス付きのお部屋　′鳥
・特別室（和室4階）（2名1室）
・お部屋■115「パ（35坪）

専用テラス92「パ（28坪）

［自隠の問屋外テラス］
バルコニーを抜けるとそこは専用の空中

テラス。日光浴だけでなく、夜は満天の星

空とお月見もお楽しみいただけます。

l地元の素材にこだわるお料理　　　　l海風に誘われて無垢に還る湯の時問

「海の畑」とも呼ばれる豊穣の海を眺めながら　　　　　　　　空色に染め揺れる湯に浸かりながら、心身と自然が調和する、

地元ならではの旬味が揃う和琉会席をお楽しみいただけます。　「無垢の時間」をお過ごしいただけます。

※ディナータイムは18．00～21：30（ラストオーダー）となります。

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください）

■j■－・■－■■－■■■■■■■■■■■ ステイ4日間

●基本代金（お一人様）く福岡発／基本ルーム・往復基本フライト利用〉※福岡発着以外は、フライト追加代金が必要となります。単位：円

ステイ3日間

ステイ4日間

li蒜遠＼讐竺 �A �B　S　c �D �E �∃　F　トG �H �t　葦J 

2名1主 �140，000 �142，000】145，000 �148．000 �151．000 �154，000t157．000 �160，000 �163，000；169．000 

2名1皇 �196．000． �198．000は00，000 �202，000 �205．000 �208．000董212，M �捜17，000 �223，000惇29．000 

t湛水の同（和洋壷1闊）　　　　　　単位：円　●白階の間（和妻4籍）

チェックインの目安時間をadamの予約記録メモ欄にご入力ください。

㈹
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袈蔓凋幣媚転那鄭重～

藩藩恕墜藤登頂転墜噛轡肇騨僚敵中

ザ

ご利用空港：往復宮古空港

シ　　　　　ギ　　　　　ラ　　　　　　宮古空港

THESHIGIRA THESHIGIRA

10棟のヴィラすべてが極上スイート。至高のリゾートステイをお手伝いする

専任のバトラーをご用意し、上質なおもてなしをご提供します。

：霊芝慧慧S慧慧霊諾★宮古空港から草で約15分　　団囲繋Pe日田
※このホテルはお子様もご利用いただけます。

※全室禁煙となります。

l基本ルーム

（お一人様／1泊につき）

軸10，000円（3～5歳）、6歳添い寝不可

［スイートヴィラベイフロント］
・洋室（2～3名1室）

・お部屋の広さ室内90nj（占有面積1243rパ）

※3名1室利用の場合、ハリウッドツイン十
デイベッド使用となります。

※プールは温水プールとなります。

すしやの摘ノこ渾篭

一

リソWYトヴィラプリッサ

シキうペイサイト二えイーYトアラマンタ

′丁‘
磯の鼠＼　宣　棚アニマノ～榊へン偲馴拙

・一l　、．　．∵こ

せ′シギラペイカンi、リ≠クラブ

、シ1こうと一チ

スターダストガ】デン

ホテルからのおもてなし
●空港⇔ホテル間送迎付き　撞華頑

●滞在中は専任のバトラーがご対応

（おもてなしのご予約等もお申し出ください）
●チェックイン／アウト12：00（24時間ステイ）

●シギラベイカントリークラブでのゴルフプレー

（何回でもお好きなだけ）
●サンセットクルーズ（毎日1回45分）

（ドリンクサービス／天候により欠航の場合あり）
●セグウェイ体験すべてのメニューが利用可能

●シギラ黄金温泉専用露天風呂付き個室利用含む

●シギラビーチのカバナ利用可能

●ルームエステ毎日1回45分特別メニュー

（フェイシャルorボディ）

●BVLGARIのアメニティをご用意

●お部屋でのフルーツ＆カクテルサービス

●お部屋のミニバーフリー（ワインセラーは除く）

●朝食ルームサービス、またはレストランでのプッフェ

●夕食料理長の特別ディナーリゾート内の7店舗より選択

●アラマンダラウンジの利用可能

※上記のすべてが基本代金に含まれております。

※同リゾート内のホテル「シギラベイサイドスイートアラマンダ」は、

レストラン、ラウンジなど全施設が10歳以上のご利用となります。



lお好きなだけお楽しみ
いただけるゴルフプレー

全ホールオーシャンビューのゴルフコースで

お好きなだけお楽しみいただけます。

※ご予約後、専任のバトラーがご希望日時を伺いますが、こ希

望に沿えない場合がございます。あらかじめこ了承ください。

受付時間／730（トップスタート）～日没まで

l上質な癒しを追求した

リラクゼーション
エステティシャンがお部屋にお伺いする

ルームエステが毎日お受けいただけます。

※ご予約後、専任のバトラーがご希望日時を伺いますが、ご希

望に沿えない場合がございます。あらかじめご了承ください。

受付時間／14●00～2200

l素材にこだわり、選べるお料理

滞在中のご夕食はリゾート内各レストラン料理長のスペシャルディナーをご用意。

琉球食材から産地直送食材を使用した極上のディナーをお届けいたします。
ご朝食はご希望に応じてバトラーがお部屋へお持ちします。（レストランブッフェもご利用可能）

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください）

＝海辺でも

プライベート空問を演出

シギラビーチハウスにでJクライニングチェアの上に天

蓋を設けたスペース「カバナ」が滞在中利用可能。

南国でのリゾート気分をさらに盛り上げてくれます。

l南国の風を肌で感じとれる
デイベッド

テラスにはアウトドアリビングとジャグジー、窓辺に

はくつろぎのデイベッド。プールは温水で1年を通

じてご利用いただけます。

三月

■基本代金（お一人様）〈福岡発／往復基本フライト利用〉※福岡発着以外は、フライト追加代金が必要となります。単位：円

，忘諒斎一、－讐ヲ �A �8 �C �D �E �F �G �H 

2～3名1量 �330，000 �340．000 �350，000 �380，000 �400．000 �420，000 �．440，000 �480，000 

小人 �280，000 �290，000 �300，000 �320．000 �330．000 �350，000 �370．000 �390，0・00 

2－3名1主 �480，000 �490，000 �500，000 �540，000 �580．000 �600，000 �620．000 �64仇00 

小人 �400，000 �410．000 �420．000 �450，000 �480．∝旧 �490，000 �510．000 �530．0・0 

ご予約後、専任のバトラー（執事）が滞在中のご要望を事前にお伺いいたしますので、お客様の連絡先（携帯番号）をANAスカイホリデー予約センターへご連絡ください。
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リゾートステイ聞定

リゾートホテル

滞在日数の
基本代金

品繹泊那覇（1泊）

追加代金

（お一人様）8，000円

耗攣鯵

Jl．＿・・l－一山ドア∵プ

追加代金

最終泊に那覇市内ホテルを

追加する場合の計算方法は

下記のとおりです。

最紆白那覇コース
旅行代金
※必要に応じてその他追加代金紗」

●12月1日（ヨ）出発　　●大人2名機（2名1室利用）

●ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート＆最終泊那覇（ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーJY－ビュー）4日間コースの場合

※掲載の代金は参考例となります。実在する代金ではございませんのでご注意ください。

旅行代金は

45，000円
（43，000円＋ィ．、i二咤叩二）

※お客様のご利用に応じて、
別途フライト追加代金、
ル山ムグレ仇ドアップ追加

代金等が必要となります。

寅慧慧テル昭
adam上の地域名．那覇市内

●洋室（2～4名1室）
※祭煙ルームのみの設定

となります。
●1泊朝食付き
●IN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常日：00）

薗岳画面壬琵琵警護蒜宗芸
匡扇‾‾　徒歩約3分

た清涼飲料水1本付き
た朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）

adam上の地域名那覇市内

国囲因園田匝頭

13

adam上の地域名：那覇市内

●洋室（2－4名1室）
※禁煙ルームのみの設定となります。

●1泊朝食付き
●HU13：00（通常14：00）／

OUT12■00（通常11：00）

※12ノ28～1／4、4／26～5／6

画面自画★浣㌫覧で約2。分

A・Bホテルは追加代金8，000円に加えて、さらに下記の追加代金が必要となります。

ホテルグレードアップ ホテルグレードアップ

完翫班蔑2，000円　慕澄蔑4，000円
adam上の地域名：那罷市内

固因巨ヨ圏【薩姦鮎益
匝頭　　★謎諜栄橋駅から扇

☆ホテル⇔国際通り間送迎バス利用可冒

adam上の地域名．那覇市内

●スーペリア洋室（2～4名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／0U丁目：00

★那覇空港から車で約7分

ごく還★鎧超絶
徒歩約15分

回因田園
固匿日日国匝亘司

食朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）
た三重城温泉滞在中利用可能

●スーペリア
洋室（2～4名1室）

●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★那覇空港から車で約10分
★ゆいレール旭橋駅から

ちr朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名一那覇市内

●洋室（2～3名1室）
※全室禦煙ルームのみの

設定となります。
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT12■00（通常日：00）

★那覇空港から李で約10分
★ゆいレール旭橋駅から
徒歩約2分

☆朝食を昼食に変更可能
☆9階以上の客室をご用意

ad8m上の地域名：那覇市内

●洋室（2－3名1室）
●1泊朝食付き
●tN13：00（通常14：00）／

0UT12：00（通常日：00）

★那覇空港から車で約15分
★ゆいレール県庁前駅

から徒歩約2分
※23：00－翌7：00の間

画自白圏　は幸の出入庫不可

■☆女性のお客様にレディースセットご用意

adam上の地域名欄B覇市内

●スタンダードフロア
デラックスツイン
洋室（2～3名1室）

●1泊朝食付き
●lN12：00／OUT12：00

★那覇空港から車で約20分
★ゆいレールおもろまち駅

から徒歩約10分

※KidS添い寝を利用される場合は、必ず全宿泊日とも画のあるホテルをお選びくだ乱、。匝頭マークのないホテルを1泊でもご利用の場合は、小人代金でのご参加となります。

予約画面上、最終泊那覇コースの代金は基本ホテル（各ホテル基本代金＋8，000円）を選択した場合の代金が表示されます。Aホテルを選択する場合は追加代金2，000

円が「最終泊那覇Aホテル追加代金」として、Bホテルを選択する場合は追加代金4，000円が「最終泊那覇Bホテル追加代金」として表示されます。



烹重電琵財汐司撞緩和／

莞汽篭警慧認諾慧莞遥莞語、ざいません。
●設定期間：2013年10月1日～2014年5月6日の毎日出発（一部ホテル除く）

●食事条件：朝食付き※1ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートはスー
パーミールクーポン付きで1泊につき1食付きとなり、朝食・昼食・夕食のいずれかより1食

を現地にてお選びいただけます。（旅行代金に含まれております。）

●最少催行人員：2名　●全ホテルバス・トイレ付き

罰扮づほ鵬鋸㌫巧招誠級蛙㍊膵髄簡潔紅潮激搬渕瓢喩餅は翫隕鰭㈲

（芸認諾窟詔書警禁で豊吉濫三悪去雲謡諾ご）

3日間 �4日・闘 �5日間 �8日間 �［重奏空≡司行程 �食事 

1 �1 �1 �1 �匝麺伸一那覇空港＝〈各自負担〉＝ホテル � 

2 �2 �2 3 �2 1 4 �◆終日フリータイム �暫 

3 �4 �5 �〈ステイコース〉◆終日フリータイム �暫 
〈最終泊那覇コース〉ホテル＝〈各自負担〉＝ホテル（那覇市内） 

3 �4 �5 �6 �ホテル＝〈各自負担〉＝那覇空港卜蜃巨頭 �囲 

3日間 �4日間 �5日間 �［車重亘至‡司行程 �食事 

1 �1 �1 �匡重要卜石垣・宮古空港＝〈各自負担〉＝ホテル � 

2 �2 �2 3 �◆終日フリータイム �画 

3 �4 �〈ステイコース〉◆終日フリータイム �匝】 深己讐墓誌担〉＝石垣・宮古矧ト 
那覇空港＝〈各自負担〉＝ホテル（那覇市内） 

3 �4 �5 �㌶宗法負担〉＝石垣・宮古空港卜匝童画 �匝］ 

詣若聖忘品＝那覇空か卜匝頭 
※匡萱圏についてはお客様のご利用空港となりまも

利用空港・路線・便についてはフライト情報ページをご覧ください。
※竹富島にご宿泊のお客様は、石垣港⇔竹富港のフェリー代が基本代金に含まれております。

．．三三三喜亘喜去蓋表芸
最終泊那覇－　　　　　　　　　　　　　　　　　■韮昆謹

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引適用の往復航空運賃　②規定の宿泊費・食事代　③ステイポイント代（対象者のみ）④おすすめポイント1・4代 
①DFSギャラリア沖縄ご利用券代（対象者のみ）⑥石垣港～竹富港間往復フェリー代（星のや竹富島にご宿泊の場合のみ） 
※③～⑤はご利用にならなかった場合の払戻はございません。※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。 

※1室の利用人数が宿泊日ごとに異なる場合、最大の利用人数の基本代金を適用します。
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リゾートステイ

体験・食事・観光・癒レ‥彩・食・見・美を

テーマに多彩なメニューをご用意しました。

あなただけのエッセンスを加えて、

ワンランク上のリゾートステイをお楽しみください。

下記メニューからお一人様2つお選びいただけます

※同一ルームにこ宿泊のお客様全員でお選びいただくメニューもございます。詳しくは

下記メニュー内容をご覧ください。※同じメニューを2回選択することも可能です。

盛惑蘭慧ご利用日でご予約ください。

DFSギャラリア沖縄内

ナゴパイナップルバーク※1

パイナップルケーキ・パイナップル
スパークリングワイン・オリジナル
化粧品3品セット

※品切れの場合は他の

商品へ変更となる場合が
ございます。　　　　　（イメ

感竃誓汚議運盗攣璽塾ご利用日でご予約ください。

ANAインタ鵬コンチネンタル万座ビ脚チリゾ脚卜

11JJ／J

ショートフットまたは
ショートパックボディー

（番30分）
※18歳以上

l■lL J脳虹1■■軋（府竺弘＝＝＝＝」イメ遡

紅型・漆喰・周芸教室夕食1回　　　　客室の冷蔵店内ドリ
いずれか1つ※2　12／27～1／4、　ンクフリー（補充なし）

（所要時間：約90分）4／26～5／5（利用　※同一ルームにご

設定除外日：　日）はランチでのご宿泊のお客様全員
12／27～り4　利用となります。でお選びください。

ANAインタ脚コンチネンタル石垣リゾ岬ト

夕食1匝】

中華コース＆
利き酒セット

15

※16歳以上

藤　森　東　夷
旅を彩るメニューで　沖縄ならではの食材や　晃どころ溢れる　あなたの美しさを引き

沖縄リゾートを　　シェフのこだわり料理を　沖縄をお気に召すまま　出すメニューで贅沢な

ご満喫ください。　　　ご堪能ください。　　お楽しみください。　時間をお過ごしください。

観光タクシー（本島：5時間、石垣島：4時間、宮古島：4時間）
・同一ルームにご宿泊のお客様全員でお選びください。・行程は当日

乗務員とご相談ください。・1部屋（2～4名）につき小型1台の配車と
なります。（ANAインターコンチネンタル石垣リゾートの5名1室をご

利用の場合は2台配車）・星のや竹富島コースは石垣島でのご利用
となります。・本島・離島リゾートステイともに、最終泊那覇コースの

（イメ‾ジ）場合、那覇空港⇔那覇市内ホテルのご利用はできません。

〈利用可能時間〉7：00～21：00〈配返車場所〉本島：那覇空港、DFSギャラリア沖縄、宿泊ホテルのみ。石垣島、

宮古島：各空港、各島内宿泊ホテル、石垣港、平良港のみ。（港でのフェリーとの乗り継ぎ時間は10分以上）

カヌチヤベイホテル＆ヴィラズ

鷲と：・
陶芸体験ろくろ　夕食1匝】※2　　ハワイアン臼ミロミフット

コース※2　　12／29～り3、　コース（20分）紀は

（所要時間　　　4／29～5／5（利用琉球監制30分）※2

90～120分）　日）はランチでのご琉球整体設定除外日

利用となります。12／29～り3、4／29～5／5

ザ。テラスクラブアットプセナ

タラソバイオツア】き試2　レイトチェックアウト　夕食1匝】※2

（所要時間：約90分）11：00⇒12：0012／27～り4、

設定除外日：　※同一ルームにご4／26～5／5（利用
12／27～り4、り20宿泊のお客様全員日）はランチでのご
～り29、4／25～5／5でお選びください。利用となります。

屋のや竹富島

竹富三ンサー織り体験※2　竹富畠島内観光（竹富湾発着）※3

設定除外日．　　　　　グラスボート、バス、水牛章観光
日／20～11／21、　　（所要時間約2時間30分）

12／31～1／1　　　　　設定除外日1り20～1り21

ルネッサンスIjゾ仰トオキナワ

コーラルアドベンチャー　タ畠1回　　　　ココガ騨デンリゾuト

クルーズ（クマノミ胃は2　日本料理「彩」にてオキナウにて

（所要時間約50分）特別会席　　　　フエイシ仙ヘッド、フット、

設定除外日：　　　　　　　　　胸クマッサ】ジ

り8～2／8　　　　　　　　　　のいずれか1つ（魯20分）

ジ・アツタテラスタラブタワ州ズ

レイトチェックアウト夕食1包※2　　客室のミニパ」＆

11‥00⇒12＝0012／24～12／25、　冷蔵庫内ドリンク

※同一ルームにご12／30－1／2、5／3～　フリー（補充なし）

宿泊のお客様全員5／5（利用日）はランチ　※同一ルームにこ舶のお

でお選びください。でのご利用となりまも　客様全員でお題びくだ乱1。

シギラベイサイドスイートアラマンダ

ディスカバリー　セグウェイ　　　夕食1宮

ツアー　　　（ビギナー＋アドバィクリアンまたは

（所要時間約3時間）ンスコース）　　焼肉

（所要時間■約45分）

主意　〈必ずお読みくださし、〉 �※1こ　　　　　‾丁目⊆ド　　　　　　　　　　　　ヽ一ゴl　　　　　　H、’－　　‾　　巨魚心こ　　　コー　　　　　　　　　　たl 

※2チェックイン時または事前 エッセンス」をご利用の旨をお リます。※食事や体験は混み ��にお客様にて直接施設へご利用時問のご予約をお願いします。詳しくはお問い合わせください。※ご利用の際「ANAスカイホリデー旅の 申し出ください。※3ご希望の出発時間はANAスカイホリデー予約センターまでご連絡ください。※夕食はレストラン・メニュー限定とな 合う時間がございますので、お客様にて直接施設へご利用時闇のご予約をおすすめします。 


