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■客室／′バス・トイレ付く36硝
スーペリアツイン洋室（定員1～4名）

■チェックイン・アウト／IN14：00　0UTll・00

■那覇空港より車で約50分
■駐車場無料

館内施設
レストラン（和洋フッフェ・和食・コンチネンタル・
バーベキュー・ステーキ・寿司・炭火焼）喫茶＆
バー・売店・タラソテラピーサロン・フィットネスジム

転藍色畦、塾餞臨
写、l　　■lJご　　■Iiこj

…・、1＼越知舗鵠環蒜偶可
＼招、9α〕～2200

罠3、900－Y17′00

チョイス7

2辿泊（11／Ol～03／19、0′1／06－01／25）、2・3連泊（10／卜10／31、

03／20～04／05、04／26～05／05）されたお客様には下記ポイントをご用意l

A滞在中名1匝憮科目
・ビーチパラソル・きじむな－の挑晒状・ヨットセーリング

B滞在中各1回￥1，000…
・シュノーケルスクール（通常￥2，000）・はりゅう船クルーズ（通常￥1，500）

・藍染体験（通常￥1，500）

C滞船l■1回￥2，000…ウェイクボード（通常￥3，500）

※C山bSaVVyとの併用不可　※2014年4月以降、内容が変更になる場合がございます。

予めご了承ください。

クリスマス＆ニューイヤーキャンペーン

＜対象＞12／1～25、1／‘1～31出発のお客様

■アメリカンステーキディナー滞在中1回付（サラダ、パン又はライス付）

●場所／ルネッサンスリゾートオキナワ／アンビルハウス

●博聞／18．00－21：00（金曜l≡I定休）

■キッズキャンペーン　通常幼児施設使用料がかかる3－5歳のお子様が無料†
※12／26～1／3宿泊のお子様は通常料金が必要です。

■おtl二軍体験「クマノミっ子」1メニューご利用OK（4～12歳の小学生対象／現地申込）

■クマノミ号50％割引（宿泊者全員／幼児撫料）

■小学生以卜のお子様にトロピカルキッズハウスでお葉子つめ放題

ルネッサンスリゾートオキナワでは、3～5歳のお子様を対象に、幼児宿泊料金を設定させて頂き、

お子様専用のお食事やアメニティーの充実を図り、ご家族皆様が一層お楽しみ頂けるおもてなしを

ご用意させて頂きます。

書幼児宿泊料金　おひとり様て泊あたり／現地払い

右記期間以外＝3．675円112／29～1／35／3～5…5，250円※税金・サービス料込み1
．二二●1°二二二l‥　‾●▼l▼日、Il‾　　‾‾　‾　‾　二°l‾∵‾日．・．＿＿、＿　＿．＿　＿＿

に夕食＆ソフトドリンク】　　　　　　　　　【お子様専用アメニティ】
プリッパ」ズディナ鵬パスポ州卜を　　　　　　・パジャマ（80，100，120cm）・枕・サンダル

ご照恵いたします。　　　　　　　　　　　・踏み台・便座・タオル・マグカップ

（対象レストラン＆メニュー）　　　　　　　　　・フリッパーズバック

①セイルフィッシュカフェ…コールテンディナーブッフェ（めり絵、クレヨン、イルカスポンジ、歯ブラシ）

②ロイズ寿司バ一・・・ファミリーSUSHLバイキング　　ウリッパーススタンプラリー

③コーラルシーヒュ一・キッズバーベキュー　　　　（スタンプを集めて素敵なグッズをもらおう）

鰯建碑料動感如机鎚弛繊剥類l

■宿泊日カレンダー Sray川g daγCaJe′ldar

孤‖3年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月　　2014年2月　　2014年3月　　2014年4月　　2014年5月

種別 �t宿泊差額代金 � 

言謡≡ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

4．100 �6，500 �8，800 �20，000 �3．900 

4．700 �7，000 �9，300 �20，600 �4，500 
l 】 �5，800 �8，100 �10，500 �21．700 �5，400 

璽 i �6，400 �8，700 �11，000 �22．200 �5．800 

6，900 �9，200 �11，600 �22，800 �6，200 

7，500 �9，800 �12，100 �23，300 �6，600 

9，700 �12．000 �14，300 �25，600 �8，100 

13，000 �15．400 �17，700 �28，900 �10，400 

26．900 �29．300 �31，600 �53，900 �20，200 

35，700 �38，000 �40，400 �62，700 �26，600 
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おかえりなさい、心の楽園へ一。

E KANUCHA BAY HOTEL＆ViLLAS

、1－這鱒二＝芦裏表

①沖純屈指のチャンピオンコースを満喫カヌチヤゴルフコースが優待料金でプレイ可能
カヌチヤゴルフコース（18ホール、パー72、6，111ヤード）
・ビジター料金　3～4名言柑14，672日、土日祝18，872円　2名平日21，549円、土口祝27，849円が、

⇒ハウスゲス1、優待料金　3－4辛‡平日13，034円、土口祝16，394円　2名i印18，034円、土日祝

21，394円でご利用頂けます。

②大自然のやんぼる路をエコドライブ「ほくほく10＋クーポンマップ」プレゼント
やんぼるエリアにある観光施設とカヌチヤがコラボレーション。
お渡しの「ほくほく10＊クーポンマップ」に記服してある観光施設をドライブで廻ると、各所で

様々な特典が受けられます。
③アクティブに楽しんだ後は大浴場でリラックスサウナ付大浴場が1回無料

カヌチヤゴルフコースクラブハウス内

営業時聞12：00～22：00最終受付21：00（通常料金大人1，575円　小人840円）
④ゆっくり桝ごほん朝食券でブランチ対応可能　各レストランでご利用可

和食「御着」11：30～14：30、洋食「パラデイ」10：00～14：30、l中華「龍宮」11：00－14：30、

ラウンジ「フアミーゴ」10：30－14：30）

朝食は洋食「パラデイ」でのバイキングもしくはラウンジ「フアミーゴ」での洋食セットor中華粥
セットとなります。※和食「神兼」の和朝食は500円追加でご利用可

③キッズおもてなし赤ちゃんとお子様安心サポートようこそキッズ＆ベビーミキハウス子育て総研（株）
が推奨する「ウェルカムベビーのお宿」認定施設
・お子様夕食メニューご用意、ベビーカー＆ベビーベッドのレンタル、

ハリウッドツイン＆ベッドガードのご用意、紙おむつ＆粉ミルクの販売
・キッズルーム・託児所サービス（有料）
・未就学児のお子様は夕食無料

※洋食「パラティ」のディナーブッフェ限定　※2人日以降は575円となります。

－＿＿＿＿＿　＿＿＿＿＿＿＿＿＿－＿・些些叩l型堅甲撃1虹　　　　　　」

【2迎泊のお客様】
①滞在中1匝l、和食「神着」の朝食が追加料金燕しでご利用可能　※通常500円増し
・②ゴルフプレー優待料金より更に1，500円割引　優待料金3～4名（平日15，554円⇒14，054円、

土日祝20，594円⇒19，094日　2名（平l二I20，554rlj⇒19，054円、土日祝25，594円＝〉24，094円）

gレンタルカート代金が50％割引でご利用可能　※通常5，250円／1日⇒2，625円／1日　※要運転免許

④屋内プール「レインフォレスト」が滞在中1回無料でご利用可能　※通常1日大人1，575円　小人525円

E下記2メニューのマリンアクティビティが2（）％割引でご利用可能
★1日1梗限定！アオサンゴ鑑賞クラスポート（大人1，575円＝〉1，260円

★クイックアクティブ3（大人4，200円⇒3，3印円　小人3，150円⇒2，520円）

※メニュー：ジェットスキー、バナナボード、スーパーマーブル

【3連泊のお客様】
①滞在中1回、洋食「パラデイ」のディナープッフェが無料でご利用可能

※連泊ポイントは併用可能

①早期申込割引（40日前）1泊1名様料金から￥1，000割引
④アニバーサリー特典（誕生針結婚記念日）ホテルオリジナルワイン1本またはホテル符妙ケーキ1憫ご用意

（※夕食ご利用のお客様。夕食と併せて3日前までに安予約）

スタンダードツイン洋室（定員1～6名〉

■チェックイン・アウトノ／lN14．00　0UTllOO

■那覇空港より車で約80分f沖縄自動車遠利用）

■駐半場無料

緒内施設

ンチ・琉球料理うウンジ）・ショップ・カヌチャ工房・フィット

ネスクラブ・カラオケ・パークコルフ・テニスコート

包睡臨意匠薗嘉島
等′1、1回1．575円　だ2、相も575円　斬3、宿泊等舞瞬

●宿泊日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SfayJng daγC－aJeJ】dar

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月　　2014年2戸き　　2014年3月　　2014年4月　　2D14年5月

種別 �■宿泊差額代金（ � 

議で �4～6名1室 �3名1査 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

2．500 �4．200 �8．000 �17．200 �2．300 

3．600 �5．400 �7．100 �18．300 �3．100 

4．100 �5。900 �7，700 �18．900 �3．400 

4．700 �7．000 �9，300 �20，600 �4．500 

5．800 �8．100 �10，500 �21，700 �5．400 

6．900 �9．200 �11．600 �22．800 �6．200 

8．600 �10．900 �13，200 �24，500 �7．300 

10．300 �12．600 �14．900 �26．100 �8．500 

13．600 �15．900 �18，200 �29，500 �10．800 

i �14，100 �17．600 �20．500 �31．700 �12．400 

宴 �16，400 �19．800 �22。700 �33，900 �13．900 

23．000 �26．500 �29．400 �40．600 �18．600 

26．400 �29．800 �32，700 �43，900 �21．000 

32，900 �36．400 �39，200 �50，500 �25．800 

35．700 �40．300 �44，800 �56．000 �29．700 

腰細敷き毎感凄影勘‘＿適‰■　　きl空き
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暦新潮

沖縄リブふトのパイオニアとして、沖縄ならではのかけがえのない体躾をご提供します儲

貝殻をモチーフにしたロマンティックな外観。

景勝地万座毛の対岸にあり、眺望も抜群。

南国ムードあふれるロビーや美しいプライベートビーチに心和みます。

①掛洋深層水入り大浴場＆サウナ利用が滞在中何度でも利用無料
（営業時間＝0600～0930　1230～2400）

②アニバーサリー特典（滞在期間可1、誕生日又は結婚記念日を迎えるガ）
レストランにてスパークリングワイン1本又はホールケーキプレゼント！
＊ご利用日の前日までに、夕食（有償）のご予約が条件とかノます。

③アーリーチェックイン13：00（通常14：00）ルイけウト12：00（通常11・00）
＊団体は対象外となります　　＊12／29～1／3、3／21～4／6（宿泊日ペース）は除外期間となります

④駐中代金（滞在中＠500日）が無料となります
⑤朝食をランチに変更日来ます

①ガーデンプールが滞在中無料（11／1～1／5及び3／15～5／6は温水営業、1／6－3／14はクローズとなります）
②ビーチ及びプール利用時にビーチパラソル＆デッキチェア一、タオル、マリンサンダルを滞在朝無料貸出
③ピーチ及びプール利用時に水耕、ウエツIスーツを滞在中無料貸出

お子様特典
①1泊以上のお子様へ泊数分のランチを無料提供

＊偵し12／29～1／3、3／21～4／6（チェックイン日）期間は3連泊以上の方に限ります

＊対象は有償3歳～小学生まで、大人同伴でのご利用が前提となります

②各レストランでお子様用品（椅子・コップ・お皿・フォーク・スプーン・エプロン）をご用意
③・お子様サイズのパジャマ（110cm）・サンダルを無闇は和昭リクエストに応じて90cm・120cmの浴衣もご用意可能）
④ベッドガード（プレミアムフロア除く）・ベビーベットベビーカー・キッズ使肘踏み台をご用正（事前予約も承ります）
⑤お子様遊具（ビーチ砂遊びセットプール水遊び道J＝と）無料当日貸出

（プール水遊び道真はガーデンプールのみ）
㊦）お子様用ライフジャケットを薄幸臼馴往川1無料当日例月（ピーチのみ）
※③～⑥は数に限りがございますので、予めご了承ください。

スマイルマタニティーサービス（妊婦きまへ賎し心痛もてなし）

①［抱き枕の無刹貸出］就寝時の腹部への負担を軽減（軌に限りがございます）
②［足枕の無料貸出］通常より負担がかかり、むくみがちな脚を羅ながらゆっくりサポート
③［レジャー特典］

妊娠月でレジャーメニューを割引します（但しご本人様のみとさせて傾きます）。
例えば妊娠6ケ月だと一般料金より6098割引！
更にマタニティー水着無料レンタル
・注意事項メニュー実施前に「同意書」の記載をお軌、いたします。事前に医師にご相談ください。
・妊娠月の確言君の為、母子手帳の捷示をお願いいたします。
・満席・天候等でご利用いただけない場合もございますので予めご了承ください。

④［通常のお料理をノ、－フサイズにして半緬でご提供］
体調によってはそれほど食べきれなかったり、1日3回の食事を敏臥こ分けて食べたかったり、外出先では一人前注文し
て残すのが気になったりするもの

そんな妊婦さんのために和食・洋食ヰ睾それぞれのレストランで、通常のお料理をハーフサイズにして半額でご提供いたします。

例）和食：飼茶漬け、沖純そば、ゴーヤーちゃんぶる－、造り盛り合わせ等
洋食：ベーコンとトマトのスパゲティ一、シーフードピラフ、クラブハウスサンドウィッチ等
中華：季節の由野菜ポタージュスープ、五目焼きそば、渥鮮汁そば、フルーツ入り正式杏仁豆腐等

莞その他対象メニューはお問い合わせ下さい

⑤［マタニティーエステ］
何かと心身ともに不安定になりやすい、それから来るストレスは母体にも悪影響　そんなマタニティーライフをサポート
するリランクスコースです。

＜コースメニュー＞フツ1・バス＝〉クレンジング⇒マッサージ＝〉パック＝〉整肌（60分）＝10，500円
一日中歩いてむくんだ足もフットハスですっきりl

妊娠中の肌荒れやシミなどのできやすいお肌を価しくトリートメントした後は、ハーブティーで塞ぎのひと時を。
※お手入れ用の化粧品は、香りや刺激に敏感な妊婦さんのために、刺激の少ない化粧品を使用いたします。

①ご宿泊のお子様は「アクアベル」または「オーキッド」でのディナーバイキングが無料
＊10／1～4／6（宿泊日）

＊対象は4歳～小学生まで（漂い寝含む）、大人同伴でのご利用が前提となります
＊アラカルトメニューをご注文の場合には通常通り料金を頂敲いたします
＊「オーキッド」は水曜定休となります

②「レンタルプログラム」メニューが無羽
＊10／1～4／6（宿泊日）

③「万座オーシャンパーク」が無料
＊3／21～4／6（宿泊日）

①さらに迎泊の場合は、下記の特典をご用．琶．
●10／1～10／31チェックインで3迎泊以上の場合、レジャーメニューが無料
●1】／卜4／6チェックインで2連泊以上の場合、レジャーメニュー5098割引＆滞在rt1（チェックイン日除く）ランチが無料
＊レジャーメニューは一部対象外のメニューがございます

＊ランチご利用会場は「アクアへル」または「雲海」となります（「空海」は火曜定休となります）

※上記の特典は、ご利用にならなかった場合等の払い戻しや他金品との交換はできませんので、予めご了承ください

①早期申込割引（45日前）1泊お一人様料金から1人あたり500円渕引

ANA旧TERCONTINENTAL MANZA BEACH RESORT

■客室′／パス・トイレ付侍2n勺

スーペリアツイン洋室ミ定鼻1～4名き

■チェックイン・アウト′′／tN14．00　0UTl1．00

1那覇空港より華で約80分

■駐車場無料（奉プランのみ）

レストラン（洋食・和食・申雲・琉球料理・バーベキュー〉売

店・ピーチショップ・カラオケインフォメーションデスク・手作

り工房・エステ・マッサージ

転蛭溌』臨伝．、悶臨

盗内容及び日程については、予告無く変更になる場合がございます。予めご了承ください。

内容（予定） �日程（予定） 

10月13白く日）」1月23日（土） 

12月24日（火）～25日（水） 

門松やしめ縄の設置、吹き抜けアトリウムには正月のディスプレイを設置 �加1辞12月詣即土）～却14年1月7日（火l 

2013年12月31日（火） 

新春の斉や新春芸に加えミニオーケストラによるクラシック生演奏でお正月を盛り上げます。 �2014年1月1日（水）～2日（木） 

■宿泊臼カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5【8グ川g day CaJendar

用　2013年11月　2013年1 目　2014年1月　　2014年2月 2014年3月　　2014年4月　　2014年5月

種別 �■宿泊差額代金（ �おひとり様1泊あたり／サービス料・話税込／単位：円 

蒜㌔≡ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

【 ！ �2，500 �4，800 �7，100 �16．100 �2．300 

3．600 �5．900 �8，200 �17，200 �3．400 

4，700 �7，000 �9．300 �18，300 �4，500 

5，800 �8，100 �10，500 �19，400 �5．400 

6，900 �9，200 �11，600 �20．600 �6，200 

8，000 �10，400 �12，700 �21，700 �6．900 

9．700 �12．000 �14．300 �23．300 �8，100 

11，900 �14．200 �16．600 �25．600 �9．700 

罵詩 �14，700 �17，000 �19，300 �28．300 �11．600 

28，000 �30，400 �32，700 �43，900 �21．000 

43，500 �45，800 �48，100 �59．400 �32．100 
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①特製ウエルカムドリンクサービス（チェックイン時レセプションにて）

②アウトドアプール滞在期間中掛軸4月～10月）ご利用時間：9：00－18：00
③タラソ施設のタラソプール、ドライサウナ、トレーニングジム滞在中無判
※2014年1月201ゴー29日の期間lい、タラソプールはメンテナンスの為ご利用いただけません。

①ラウンジサービス（ティータイム14：00～16：00、カクテルタイム17：00～19：00）
14時以降のティータイムにはオリジナルハーブティーやコーヒーなどと共にホテルメイドの
スイーツを、カクテルタイムにはワインや泡盛をご提供

⑤ウエルカムアメニティをお部屋へセット
⑥朝食をルームサービスに変更可
⑦朝食をブランチ又はランチに変更可（ブランチの場合は、プゼナテラス内レストランラ・ティーダ／メニュー限定）

⑧ターンダウンサービス（お休み前のベットメイク）
・⑨滞在中駐車場無料ノバレットサービス

⑲ティーアメニティーセット（テラスセレクトウオーク一・月桃茶・コーヒー・紅茶）
延朝刊サービス（地元紙）※休川口除く
・妻ノジ・アックテラスゴルフリゾートでのゴルフプレー優待料金

㊤ザ・プセナテラスのビーチ∵プール・スパ・サウナ・スポーツジム利用無料
⑪グラスボート＆海中展望塔20％割引き（ザ・プセナテラス敷地内）
⑮ザ・テラスホテルズ系列ホテル間運行のシャトルバスご利用可　※要事前予約

ハイヒ’｝車榊宿料ネイン寸★

①3泊以上で夕食1回サービス（限定メニュー）※除外期間12／27～1／4　4／27～5／5

②早期申込渕引（3川‡l前）l泊お一人様料金から1人あたり1，（琳）円割引

■客室／ハス・トイレ付（54汀音〉

クラブデラックスサンセット洋室（定鼻1・2部

■チェックイン・アウト／／IM4幻0　0UTll・00

■那罷空港より車で約90分（沖縄自動車道利用）
■患車場有料／無料

レストラン・ラウンジ＆バー・ホテルセレクション（ショップ）

タラソブイ射想海水プール）

転l LJ／　こき榊　　　　　　・二日　　、ミ・＝

；；′2、′取水プール

（4“10月営＊、9000～　（め）

・レストラン「ファインダイニングJは、男性はシャツとスラックス、女性はリ

ゾートドレスやワンピース等、華やかな数、でお越し下さい。ビーチサン

ダルやスリッパ、及びそれに準ずるお履物でのご来店はご遠慮下さし㌔
・全施設赫こおきまして、ワンポイントタトゥーを含む全ての入れ墨の霹

出をご遠慮鳳′、ております。パブリックスペースでは上着、プール利用の

際はラッシュガードなどの兼用をお顔いしております。
・タラソをご利用の際は水鷺をご持参ください。水流やジェットの影書を

考慮し、ビキニ・ブリーフタイプの水着はご遠慮ください。
・タラソ、スパ施設のご和用に関しましては各種規定、制限がございます。

詳しくは現地へお問い合わせください。
・このプランのご利用は13歳以上とさせていただきます。客室（テラスを含

む）、ホテル施設内は全館禁煙とさせていただきます。

海の恵みをいかしたタラソテラピーと、

島の食材を用いた彩り鮮やかな食事、
ハイクオリティーなサービスで

極上のリゾートを演出いたします。

■宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月　　2014年

Sfaγ川g daγCaJer】dar

訂‾　zD14年3月　2014年4月　2014年5月

一種別 �■宿泊差顔代金（おひとり酎泊あたり／サービス朴諸税込／単位：円） 

忘㌔≡ �2名7室 �2名1室1名利用 

26，000 �46，100 

26，900 �47，600 

29，200 �53，300 

巨 を �31．000 �54，500 

32，100 �56，200 

46，000 �97，300 

48．500 �101，200 

THE剛TZ－CARLTON′OK】NAWA、・＿．．‘■こ■　　　　〉　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－■♪て■■■■－　lHヒ　k目上－LA

室サーリッツJカ【ノ言；扁去
訪れたすべてのお客様に、至高のひとときをご提供いたしますム

2013年10月1日より、漂い寝の小学生のお子様の施設使用料を設定させていただきます。
お一人様一泊あたり3，465円（掛サ込）は現払いにてお願いいたします（朝食代金含む）

未就学のお子様はご料金を頂戴いたしません。お子様の年齢に関わらず寝具をご利用になる場合は
大人と同料金となります。

き■指羽刊臆蒲郡

①チェックイン時ウェルカムドリンクをサービス

②バレーサービス（お客様のお串の配車、移動）
③滞在中フィットネスジム、プール利用可能（フイツ1、ネスジムのご利用は16歳以上、

屋内プールのご利用は時間砕により年齢制限があります）
④客室に朝刊（地元紙）をお届け（休刊Elを除く）
・⑤ターンダウンサービス
・⑥アニバーサリー特典（誕生日・記念日）お部屋にスペシャルアメニティをご用意（要撃前予約）

｛零窒／／′バズ・トイレ付く4軌哺

デラックスツイン（定眞1′～3名〉

■チェックイン・アウト／／lN15：00　0UT12：00

■那覇空港より車で75分

■駐車場無料

館内施設
レストラン（イタリアン、鉄板焼、和食・洋食）・ラウンジ・バー

転臨沌封由（筐琶餞餞
‡モ1　　策2　　　欒3

遺1、スパ通年（9．00～2100716妓未満利用不可

崇2、通年（9100～21．00）時間帯により年齢制限あり

崇3、4月～10月（800～日没まで）、15議未満は保護者同伴

97室のゲストルームからは、沖縄本島で最も美しい海といわれる

名護湾を望み、東側客室からは燦々とふりそそぐ朝日にきらめく

波の美しさ、西側客室からは落ちていく夕日とともに

静寂のときを迎える海をご覧いただけます。

■宿泊臼カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　封ay ng day Ca endar

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月　2014年2月‘201時3月　2014年4月　2014年5月

種別 �■宿泊羞崩代金（おひとり様1泊あたり／サービス料・諸税込／単位：円） 

這旨ミ≡ �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 

14，000 �15．700 �32．900 

14，400 �16，300 �34．100 

14，800 �16，900 �35．300 

15，200 �17，500 �36．600 

16，000 �18，700 �39．000 

16，400 �19，300 �40，200 

16，800 �20，000 �41．500 

17．200 �20，600 �42，700 

18．000 �21．800 �45．100 

18．800 �23，000 �47，600 

20．100 �24．900 �51，200 
ち 奏 �28．200 �37，100 �75．700 

46．700 �64．400 �129．300 

髄醜溜扇甑娩推移隠郎粛払」＋＋瞳
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】妄

ジJアツタ手早ツ
亜熱帯の森で味わう極上の美味と畠時間

THE ATTA TERRACE CLUB TOWERS

Å・γノタワーー

高台から東シナ海を臨む、大人のためのサンクチュアリ

①特製ウエルカムドノンクサービス（チェックイン時レセプションにて）
⑨・アウトドアプール滞在期間中無料（4月～11月）10月～11月は9‘00－18：00迄
③ラウンジサービス（ライブラリーラウンジ＆バーにて）

ご利用時間：ティータイム14：00－16：00　カクテルタイム17：00～19：00

④ウェルカムフルーツをお部屋にセット　⑤ターンダウンサービス（お休み前のベッドメイク）
⑥滞在中駐申場無料バレ外サービス
⑦ティーアメニティーセット（テラスセレクトウオーク一・月桃茶・コーヒー・紅茶）
⑧カルチャープログラムのご用意（モーニングヨガ、シェフズセミナー、プクプク一茶体験、

三線教室、ラウンドレッスン等を日替わりでご用意）

⑨ジ・アッタテラスゴルフリゾートでのゴルフプレー優待料金
⑩ザ・プセナテラスのビーチ・プール・スパ・サウナ・スポーツジム利用無料
⑪ザ・テラスホテルズ系列ホテル間運行のシャトルバスご利用可※要事前予約

・丑3泊以上で夕食1回サービス（限定メニュー）

※除外期間12／24～12／2512／27～り4　5／3～5／5

①早期申込割引（30口前）1泊お一人様料金から1人あたり1，000円割引

THETERRACE

剣を　い攣
欄・THE BUSENA TERRACE

ザJプせナナラブ．

①ウエルカムドリンクサービス（チェックイン時ロビーテラスにて）

②インドア・アウトドアプール、スパ・サウナ・スポーツジム滞在期間中無料
（アウHでアプール4／1－10／31）

・③朝食券にてブランチ又はランチ利用可能

④カーバレッ1、サービス（玄関前にてお車お預かり致します）、滞在中駐車場無料
⑤ビーチパラソル＆チェアーセット滞在中無料（4／1～10／31）
（¢ティーアメニティーをお部屋にセッ1、（テラスセレクトウォーター月桃茶・コーヒー・紅茶）

⑦ジ・アックテラスゴルフリゾートでのゴルフプレー優待料金
⑧ザ・テラスホテルズ系列ホテル間運行のシャトルバスご利用可（要事前予約）

亘）早期申込割引（30日前）1泊お一人様料金から1，000円割引
②アニバーサリー特典

ハネムーンでのご宿泊の場合、スパークリングワイン（ハーフボいレ）1本をお部屋にお掛ナ。

「醍‘、■‾岬ず群 　　書 �■■r ��� 

彪監▲一三 � �－■ ��尭湘こザ・ナハテラスご勧1，1のお客様は ザ・ナハテラス泊を特別料金でご利用いただけま鶴 ヨ鮮＿． ■ 
慨・議／、喜喜損 ���粗くはP指をし覧くだ軋 

罰 �無料シャいレバス運行中 

事・毛U‾卿、へ一 連r �丞 �渉 1テ �� 

頸塵饉凋毎赦餅㊥野瓢湖1貞

■客室／′バス・トイレ付モ52rd）

クラブデラックス洋室（定員1・2名）

■チェックイン・アウト／lN14：00　0UTllニ00

■那詐空港より車で約60分（沖縄自動車道利用〉

■駐車場無料

館内施設
レストラン（洋食・鉄板焼き・和食）ラウンジー＆パ・】・■・・クラブ

スバ・ホテルセレクション（ショップ）

包（旨、慶莱1800～20∞、10・‖触9馴8・∞
宿醐

・レストランrフアンダイニングJ…ディナー時は、男性はシャツ

とスラックス、女性はリゾートドレスやワンピース等、華やかな

装いでお越し下さい。
・全施設内におきまして、ワンポイントタトゥーを含む全ての入

れ墨の露出をご遠慮頂いておりますゥパブリックスペースでは

上着、プール利用の際はラッシュガードなどの着用をお願いし

てあります。
・このプランのご利用は16歳以上とさせていただきます。

■宿泊日カレンダー
2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月　　2014年

Sray川g day CaJe乃dar

月　　2014年4月　　2014年5月

種別 �■宿泊差額代金（おひとり様閥あたり／サービス料・諸税込／単位：円） 

蒜謡≡ �2名1室 �2名1室1名利用 

20，500 �33．900 

22，700 �36．100 

r �23，500 �37．300 

26．000 �39．500 

妄 �31．000 �47．800 

36．000 �52．800 

37．200 �54．500 

44．900 �61．700　‾ 

46．300 �63．600 

46，800 �63，600 

も �49，200 �66．500 

無料シャトルバス運行中
ザ・テラスホテルスにご宿泊のお客様は、ザ・ブセナテラス、ジ・アックテラス、

ザ・ナハテラス、ザテラスクラブアノトフセナ間の無料シャトルバスをご利用
いただけます。（詳しくはホテルへお問い合わせください）

1客室．／バス・トイレ付時6n音）
DXナチェラルガーデンヒュー洋室（定員1～3名）

tチェックイン・アウト／削14ニ00　0UTltOO

■那蘭望遠より華で約75分（沖縄自動車道利用）
■駐車場無料

レストラン（洋食ナンフェ・コンチネンタル・和食・中華・鉄板
使いアクティビティーカウンタ一・エステルーム・ホテルセレ
クションショップ・カラオケ・コンビニエンスストア

l由桓臨　こ．こ　匡ヨ自由
椰馳　数3　　’3　　韓、3　スノ¢サ汁　宮鵬　紬か叩財・朝練鵬＋養膝鱗

※1　　汝2

鮮3、数に紗ノがございます。

一…・‾塾等垂
■情泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年1

58γγ川g d－ay CdJendar

2014年1月　　2014年2月　　2014年3月　　2014年4月　　2014年5月

種別 �■宿泊差額代金（おひとり様1泊あたり／サービス料・諸税込／単位：円） 

志で �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

5．900 �9，300 �22．800 �4，600 

6，500 �9．900 �23，300 �5．000 

】 �7，000 �10，500 �23，900 �5，400 

！ 】 �7，400 �10，900 �24，700 �5．700 

8，100 �11，600 �25，000 �6．200 

9．200 �12，700 �26，100 �6．900 

9．700 �13，200 �27，000 �7，300 

10，400 �13，800 �27，200 �7．700 

l �12，600 �16．000 �29，500 �9，300 

13，100 �16，600 �30，000 �9．700 

㌢ �13．100 �16，600 �30，400 �9．700 

18，700 �22．100 �38，900 �13．600 

35，800 �39．200 �82．700 �25．800 

37．000 �40．500 �85．200 �26．700 
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誓＿潤胴巨．．．義一．′土手さ∫士Ll・　　　　　　　　　　　　　　・▲▼ルー‾　■　　　SPA RESORT［X〔S

スパリ、ゾ岬卜ユダゼ三．
訪れる全てのお客様に、ホスピタリティを極めた贅沢な寛ぎの時間を提供します。

・①チェックイン時にウエルカムドリンクサービス

②カーバレッ1、サービス

③170D（ビデオオンデマンド）撫料サービス

④客室インターネッ1、LAN接続無料
⑨客室にバスローブ・ビーチパーカー・ナイトウェアをご用意
・⑥ミネラルウオーター1本付（1日／1人）

⑦トレーニングジム利用無料　※16歳以上

⑥トレーニングプール利用無料
⑨客室にお茶・コーヒーセット
⑲アーリーチェックイン12：00（通常1400）、レイ1、チェックアウト12：00（通常1100）
※但し、12／28～1／4、4／26～5／5は除く

ハイと示率堰線納本イン本

・①早期申込割引（30日前）1泊お一人様料金から1人あたり1，000円割引

②アニバーサリー特典（誕生日、結婚記念即
滞在中記念日を迎える方へホテルよりお楽しみプレゼント有。（事前予約要）

一一一一一一一一一　惑

やんぼるの森を背景に東シナ海を

見下ろす丘にたつ、ラグジュアリー

ホテル。海と森の緑につつまれた

自然空間と広い客室。スパ＆エステ、

ヘルスクラブ等で心身ともに

リラックスしていただく「癒し空間」

「極上時間」がはじまります。

スーペリア洋室く定員1～4名）

■チェックイン・アウト／lM4：80　0UTllニ00

■那罷空港より草で約70分（沖縄自動華道利用）

■駐華場無料

館内施設
レストラン洒津料理）・テラス＆バー・売店・

コインランドリー

転臨溌射出心牒引当臨
岱淫　　　　　　　　　　　　　′；て1　　歎2　　㍍三3

％三1、スパ＆エステ通年（＝00－2300）最終受付（21時受付レ有料

≡…岩浅警莞禁だノ2崇払00～22・00）
盲手軌こよって時間変更あり。

■宿泊臼カレンダー

2013年10月　2013年11月 2013年12月　2014年1月　　2014年2月

5Fay川g daγCaJeJ】d一ヨr

2014年3月　　2014年4月　　2014年

種別 �■宿泊差顔代金 �（おひとり様1泊あたり／サービス料・諸税込／単位：円） 

≧栗 �4名様1室 �3名様1室 �2名1室 �2名1室1名利用 �こど引3～11謝3・嶋1室 

4，700 �5．900 �8，200 �19，400 �3，800 

5．800 �7，000 �9．300 �20，600 �4，600 

l �6．900 �8．100 �10，500 �21，700 �5，400 

F l �8．000 �9．200 �11．600 �22，800 �6，200 

10，300 �11．500 �13．800 �25．000 �7，700 

13．600 �14．800 �17，100 �39，500 �10，100 

18，000 �20．400 �22．700 �45，000 �13．900 

19，100 �22，600 �26．000 �48．400 �16．300 

35，700 �39．100 �42．600 �64．900 �28．200 

うひ約，ざ　　　　　　　　　　　　　　　　　道HOTELMONTEREYOKiNAWASPA＆RESORT

翫観桜鏑髄礪錮離郵相
リゾート感溢れるブリティッシュコロニアルデザインと全室オーシャンビューで心を解き放つ

二言＝もー　．『■

鮎臨鮎盛塾
①朝食券をブランチへ変更可
②朝食券2枚で夕食1回へ変更可　※設定除外日12月22日～1月4日

③ウェルカムドリンク付（滞在中1回）

ハイヒ一命塙宿泊林イント

①4連泊以上で夕食1回サービス（ビュッフェレス1、ラン）※3連泊特典とのイ井用不可
（卦3連泊以上で昼食1回サービス（ビュッフェレストラン）
・③硝彗以上のお部屋をご準備

④【1日2部屋限定】スタンダードルームをデラックスルームへグレードアップ
・⑤早期伸込割引（30目前）1泊お一人様料金から1人あたり500円捌引

⑥早期申込割引（60日前）1泊お一人様料金から1人あたり1，000円渕引
・②アニバーサリー特典（誕生日・記念日）お部屋をワンランクグレードアップ

沖縄有数のビーチ

全室オ…シャンビューのホテル。

心地よい波の刺激を体感できる

■客室／バス・トイレ柑（36が）
スタンダードルーム（定員1仰4名）

■チェックイン‘アウト／lN14沌0　0UTllニ00

■那覇空港より華で約60分（沖縄自動車道利用〉
■駐事項有料／1泊につき1台500円

館内施設
“タイガーピーヂ’に面して建つ　　塞欝三禁監禁警禦詩篇…

臨魁臨（．三　田餞餞
丸く翻　　穀2　影刹群

、1　　　　　　　・lJ

造波プールやキッズ専用など　削、有料′′咽軋弼′、2、珊／凋￥1，5∞9。。～21ノ完…ミ3、。糾晶

プールは4ヶ所

■宿泊日カレンダー

2013年10月　201三年11日　2013年12月　2014年1月　　2014年2月

5ray川g daγCaJeJ】dar

2014年3月　　2014年4月　　2014年5月

手盛別 �■宿泊差額代金 � 

蒜自軍 �4名1室 �3名1至 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

3．000 �5，100 �7，500 �19．900 �2．800 

3．600 �5．700 �8．000 �20．500 �3．400 

4．700 �6，800 �9，100 �21．600 �4，500 

考‾　ミ＿ノ �5，300 �7，400 �9．700 �22．100 �5，100 

5．800 �7．900 �10．200 �22．700 �5，600 

6，900 �9．000 �11．300 �23．800 �6．700 

9．100 �11，200 �13，600 �26，000 �7，800 

11．400 �13．500 �15．800 �28，200 �10，100 
S �23．600 �25．700 �28，000 �40，500 �16．700 

32．400 �34．500 �36，800 �49，200 �25．500 

35．700 �38．000 �41．500 �53．800 �28，800 
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OKINAWA MAR剛0TT RESORT＆SPA

穀韓伊野
あなたが夢にまで見た、離れがたい場所

リノ一一寸進スノ

とってもお得宿泊情報
①マリオットシアターが滞在中フリー

②既：≡諾クジム
／16歳以上・エクササイズルーム／13歳以上）

③洋二聖篭禦聖二ヵ＿ド※数1に限り

がありますので要予約）

④アニバーサリーポイント
補泊期間中にお誕生日・結婚記念日・ハネムー

妄至芸采蒜早班過怠こ蔑碧富親房
はホテル内レストランにて夕食をご利川の際に
ホテルケーキ又はグラスシャンパンをサービス
※要証明書　※要事前申込

⑤淀張完宕控のご朝食＆ご夕食をご川

某全レストラン対象　※大人同伴での利用に限ります。
※2014年4月1日以降、特典が変更となる場合があります。

3連泊以上で夕食1回付サービス

限定メニュー（オールスタープッフェ）

ハイヒ’や専塙病躯イント

①早期申込割引（60口前）1泊
お一人様料金から1，000日割引

■客室／バス・トイレ付（44，鋸3
スーペリアツイン洋室（定員1～4名）

■チェックインtアウト／削14：00　0UTll：00

■那覇空溝より車で約70分（沖縄自動車道利用）

■駐車場有料／500円（1滞在中1台あたり）

館内施設
レストラン（洋食ナノフェ・和琉・中葺・鉄板BBQ又はバーベ

キューフッフェ）スパ、エステ、フィットネスルーム、チャペル、

コンビニ、ランドリー

転竜也魁幽蛙醤霊莞∞

この時間、この空気、この心のすべてがゲストの上質なくつろぎのために。

■宿泊白カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5ほγ刀g day ca endar

2013年10月　2013年11月　2013年12月 2014年1月　　2014年2月　　2014年3月　　2014年4月　　2014年5月

種別 �■宿泊差額代金（ �おひとり様1泊あたり／サービス料・諸税込／単位：円） 

＝－ �4名1要 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

2．500 �3，700 �4．900 �13．900 �1．500 

2，700 �3．900 �5．200 �14．400 �1．700 

】 �3．600 �4，800 �6，000 �16．100 �2，300 

≦ �5．000 �6．200 �7，500 �19，000 �3．300 

≠ �5．800 �7．000 �8．200 �19，400 �3．800 

8，000 �9，200 �10，500 �21．700 �5．400 

9，100 �10，400 �11．600 �22．800 �6．200 

10，300 �11，500 �12．700 �23，900 �6．900 

10．700 �11．900 �13，200 �24，700 �7．300 

14．700 �15．900 �17．100 �39，500 �10．100 

郡許 �15．300 �16，500 �17．800 �40．700 �10，500 

18，700 �19．900 �21．200 �45．300 �12．900 

21，400 �22，600 �23．800 �46．100 �14．700 

22．100 �23．400 �24，600 �47．600 �15．300 

29．200 �30，400 �31．600 �53，900 �20．200 

30，100 �31，400 �32．600 �55．600 �20．900 

34．700 �35．900　l　37，100　】　59．500 ���24，100 

HOTEL NiKKO ALIV汀A

漣テル日義アリビラ

①ビーチパラソル＆デッキチェアーセットを滞在中無料でご利用いただけます。
※セット敦には限りがあります。

④朝食券を下記メニューに変更できます。
・ランチ「ハナハナ」限定（平日．カジュアルランチハイキンク　土日祝限定セットメニュー）

・館内レストランにて、昼食・夕食利用時に1枚あたり2，㈱町相当の利用券
・エデュティメン1、プログラム（クラフトメニュー・三線教室）

・ラウンジにてサンドイッチセット（お子様朝食券はケーキ1個セット）

・ラウンジにてカクテル2杯（限定メニュー）

③エステ渕引券プレゼント
フェイシャルスペシャル（70分12，600円）、または15，750円以上のメニューを2，100円割引でご利用頂けます。

④アクティビティ割引パスプレゼント※右記参照

連泊ポイント

①2連泊以上のお客様に「アリビラ楽l蚕け－ボン」をプレゼン1、1※右記参照
※2014年4月24日チェックインまでが対象となります。

①早期申込割引（60日前）1泊お一人様胴金から2，n00円割引
②早期申込割引（30日前）1泊お一人様料金から1，000円割引
⑨アニバーサリー特典
誕生日：夕食レストラン利用時に特典ケーキをご用意。（3日前要予約）
記念日．夕食レストランご利用時にアペリティフ（食酢郵ご用意。（利用時に申告）

ルームグレードUP＊助○所貌

姻）＋　滋姐弼扉熟成域函纏改札新緑

き′ぺ㌫～わく烹譲夢蒜署淵㌢夢で寮凝

結拉津守や

「アクティビティ割引パスプレゼンH

対象メニューを3併ら剤引！
パス望示でご滞在中何回でもご利用頂けます。
く対象メニュー＞

ゼ一声カヌー・ペダルボート・アクアサイクル・グラスボート
・ドラゴンポイト・ふれあいシュノーケル・テニス・パターゴルフ

・レンタサイクル・三線教室・リラクゼーションプール

リラクゼーションカプセル「アルファ才キシースパj

－■．厄M等診那脂己別田航帽消弘▼一一－

おひとり様2枚㌫2連泊以卜のお客様
対象のスポーツ・体験プログラムラウンジメニューにご利用頂け
ます。また、館内レストラン・ショップ等で1枚あたり500円相当の

利用券として使えます。

※クーポンの必要複数は、1名様あたりの利用概数となります。

く1枚メニュー≫
・ビーチカヌー・ペダルポート・アクアサイクル

・植物観葉ウオーキング・テニス・レンタサイクル

・リラクゼーションプール入場（1回、水鴬レンタル込）

く2枚メニュー≫
・グラスボート・ドラゴンポート　り†ターゴルフ

・プテイスイーツバイキング

●アノビラ菜園クーポン／アクティビティ割弓レ絹のご利用について●

消チケット／パスはチェックイン時にお渡しします。

※上記メニューは当日受付となります。

（植物観磨ウオーキングのみ前日20時までの要予約）

罠天候・海洋の状況、潮の干満の影響などにより変更ヰ止とな

るメニューもございます。また定員等によりご利用いただけない

場合もございます。その際、チケットの払い戻しはできかねます

ので予めご了承ください。

邦夫倭用時の払い戻しや換金はいたしかねますので予めご了承

ください。

※メニュー内容が変更になる場合もございます。

メニューの詳細はホテルへお問い合わせくださし㍉

■宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年12月

スーペリアツイン洋室も定員1～4名）

■チェックイン・アウト／暮N14：00　0UT11．00

■那覇空港より車で約60分

■駐車場無料

館内施設
レストラン洋食・和食ミ琉球料理卜申萎・ブッフェ・鉄板焼
・ラウンジ・ブティック・ビーチバーベキュー（季節営業）

売店・コンビ二・エステ・リラクゼ⊥ションプール（有料）

転飽戊絹針転餞
全州　　　　　　　　　　　　4月～10月

罠中空ナ1恒

崖J　ゴ∫　　　　　　　　’「．■

5raγ川g day CajeJ7dar

2014年1月　　2014年2月　　2014年3月　　2014年

種別 �■宿泊差額代金（ �おひとり様1泊あたり／サービス料・諸税込／単位：円） 
客室 箔1 �4名1室 �3名1室　l　2名1軍 ��2名1室1名利用 � 

3，800 �6．200 �8，600 �20．100 �3．600 

6，100 �8，500 �10．900 �22，400 �4，800 

】 �6，700 �9．100 �11．500 �23，000 �6，500 

7．300 �9．700 �12，000 �23．600 �6，500 

8．400 �10，800 �13．200 �24，700 �7，100 

10，700 �13，100 �15．500 �27．000 �8．800 

19，800 �22，200 �24，600 �47．600 �15．100 

24，400 �26，800 �29，200 �51．000 �18．500 
l �34．700 �37．100 �39．500 �73i900 �25．400 
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さ射デなく行き届いたサ“ビスが為ぎへと誘う

KAFUU RESORT FUCHAKU COND〇・HOTEL

P々TJ二ノ上京テ．

①レイトチェックアウト11：00＝〉12：00

②朝食券をご昼食時1枚当たり2，000円分の利用券としてご利用頂けます。
③ウェルカムドリンクとしてビール・各種カクテル・ソフトドリンクいずれか1杯サービス
④ホテルオリジナルバスソルトプレゼント
⑤3連泊以上のお客様に、レストラン、SPA、SHOP、有料サポートアイテムでご利用頂ける2，000円

分／名の館内利川券をプレゼント。
⑥記念写真を1グループ1枚贈墨　※サイズはホテル規定による

圧）インターネットコーナー、フィットネスジム利用無料

⑧160郁斯以上あるサポートアイテム利用可能。
⑨全室Wj月対応可能。

①早期坤込割引（3（旧前）1泊お一人様料金から1，00（椚闇引
（郭アニバーサリー特典

滞在中記念日や誕生日を迎えるお客様には、ケーキセットをお部屋にご用意。（要事前予約）

齢、
ホテルならではの上質なサービスと、

コンドミニアムの特長的な機能である

スイ州トルームスタイルの融合が、

欝沢な時間への扉をゆっくり開く。

■宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月

■客誓／▲バス・トイレ付く55～73滴

テラックススタイル（1～2名〉または

ラグジュアリースタイル洋室（1～4名）

■チェックイン・アウト／lN14．00　0UT11．00

■那覇空港より車で約50分（沖縄自動車道利用き

■駐車場無料

館内施設
レストラン（洋食暮和洋食チリ・カフェ・バ一・創作和食）

フィットネスジム・インターネットコーナー・エステ

転臨魁由良餞
全知　　　　　　　　　　　4月～10月

SfayIng day CaJeJ】d．ar

2013年12月　2014年1月　　2014年2月　　2014年3月　　2014年48　　2014年5月

種別 �■宿泊差顔代金 �（おひとり様膵あたり／サービス料・諸税込／単位：円） 

這き≡ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 �こども（3～11歳）3・4割軍 

2．100 �3，400 �6，900 �17．900 �300 

2，700 �4，500 �8．000 �19．600 �1，400 
l ！ �4，400 �6，200 �9，800 �21，300 �2，500 

6，100 �7．900 �11．500 �23，000 �3．800 

7，800 �9，700 �13，200 �24．700 �4，900 

10，700 �12，500 �16．000 �27，600 �7，000 

19．800 �22．200 �25，800 �37，300 �13，700 

26．700 �29，100 �36，000 �47，600 �18，500 

COCO GARDEN RESORT OK王NAWA

アジアンテイスト溢れる癒しのリゾート

美しい緑と柔らかな日差しに包まれた、

ゆとりのプライベート空間を演出。

とってもお得宿泊情報
※下記特典はすべて4／㌫宿泊までのお客様が対象となります。

（力「マリンミニパスポート」をおひとり様1枚又は夕食ご利用時ワイン滞在中フリードリンクサービスにて
提供いたします。／マカンマカン限定　※11／1宿泊以降対象

②アフタヌーンティーサービス（15：00～17：00）
〔寿ナイトキヤツフサービス（パー「マカンマカン」21：00～23：00）

亘）お肌に蛸しいコラーゲンスイーツサービス（レストラン「マカンマカンテラス」1′1：00～15・00）
（訂季節のフルーツソースで楽しむココ77ウンテン（レストラン「マカンマカン」21＝30－23：（拇）

⑥お好きな時に寛ぎのコーヒー＆ティータイム（レストラン「マカンマカン」7：00～22・（粕）
⑦ココスパ（指定メニュー）ご利用のお客様にマカンマカン料理長おすすめ美肌メニューをプレゼント
（串ミネラルウオーター1本を客室にご用意

㊥4種類の枕（テンビュール・低反発・マイナスイオン・蕎麦がら）をお好みに合わせてお選びいただけます
＠香りのリラクゼーション／アロマポッ1、＆オイルを客室にご用意
⑪押紙の自然化粧品「チュラサン」を客宴にご用意
唾セルフランドノーコーナー塾暮時I靴転科
㊥ワッl・バス・ネイルセットスケッチブック・テニスコートカラオケ

（1グループにつき洲分／12＝00～18‥00）無料サービス※先着順でご予約承ります

●3連泊以上ご宿泊のお客様対象●
（10／1－10／31・3／20－4／5にご宿泊のお客様は4連泊以上）
①CoCoあしび　あしびなあ－プログラム・マリンメニュー・ドルフィンプログラム・リーフプログラムの

各指定メニューを、ご招待又は特別料金にてご利用頂けます。
⑨ソープマイスターサービス　お好みのソープをお楽しみください。
（郭滞竜三巾下記のランチをお召し上がり丁和ナます。（チェックアウト11除く）

●美肌メニュー12：00～15：00／マカンマカン17カヒレ入り舘かけ御飯　2．ラフテ一秒飯
3．ジャージヤー麺マカンマカンスタイル

●ゴールデンランチプッフェ12α）～14：30／セイルフイツシェカフェ

（むルネッサンスリゾート　オキナワでのご朝食（限定メニュー）
（釘滞在中1回「TeppanSweets」プレゼント　レストラン「フォーシーズン」

⑥滞れ三rll、山rH温泉フリー（ルネッサンスリゾートオキナワ2F）※チェックアウト日の午前10時まで
⑦滞在■ll「ココスパ」メニュー5％0ITF（限定メニューに射る）

（手駒食・夕食に仕えるキッズミールパスポートをご用意（指定レストラン／メニュー）

亘）パジャマ（100cm・120cm）・枕・サンダル・踏み台・便座・タオル・マグカップ・フリッパー図バック

（ぬり絵・クレヨン・イルカスポンジt曲ブラシ）
フリッパーズスタンプラリー（スタンプを集めて素敵なグッズをもらおう）をご用意

‾一、二＝＿＿＿‾一｛■■■■■■■■「「

■宿泊日カレンダー
2013年10月　2013年11日　2013年12月　2014年1

■客室′／バス・トイレ付（41汀君）

ガーデンデラックスツイン洋室葺定員1～4名き

■チェックイン・アウト／ノ削14100　0UTll：00

■那覇空港より車で約50分

■駐車堤無料

躇内施設
レストラン（マカンマカン）・リラクセーションサロン・ライブラ

リー・テニスコート手作り工房・カラオケ・セルフランドリー

』転ミibト二・由
9〔【）一

芸≧∝l

5faylng d．3y CaJeJ】dar

2014年2月　　2014年3用　　2014年4月　　2014年5月

種別 �■宿泊差額代金（ �おひとり楼1泊あたり／サービス料・諸税込／単位：円） 

＝・ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

1．400 �3，100 �4，900 �10．600 �1，200 

2．500 �4，200 �6，000 �11．700 �2．300 

3，600 �4，200 �7，100 �12，800 �3，100 

4，100 �5，900 �7，700 �13．300 �3．400 

5．800 �7，600 �9，300 �15，000 �4，600 

6．400 �凱100 �9．900 �15．600 �5．000 

6，900 �8．700 �10，500 �16．100 �5．400 

6．900 �9，200 �11，600 �17．200 �6，200 

8，000 �9．800 �11，600 �17．200 �6．200 
l ∃ �9．100 �10．900 �12，700 �18，300 �6，900 

18．000 �20，400 �22．700 �31．700 �13，900 

戚娩弼扁触感抑牒昧蔚細緻＿き　　望砂
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RはZAN SEA PARK HOTEL

－し一夕ホテル！

800mの天然ビ】チほ環犠省「全国棟水浴場再選」のご’特選』に選ばれました。

（手スパ滞在中1回無料　④朝食券でランチバイキングバイキング変更可

③朝食券2枚で夕食券1枚に変更可（但し、バイキング限定・味楽事は除く）

④未就学児は大人同伴で朝食・夕食バイキング無料
⑤アーリーチェックイン13：00（通常1400）・レイトチェックアウHは：00（通常11∞）

除外日12／28～1ノ4・4／26～5／6

⑥パターゴルフ／グランドゴルフ／テニスコートいずれか1時間無料）

除外日12／28～1／4・4／26～5ノ6

⑦インドアプールタオル付無料　⑧高層階（6階～9階）確約
ト¶‾」、・「‾‾－‾‾‾一一‾‾‾1・・1‾・・二∴二■刃■1・rT．‾＿＿T‾「‾‾■r＿‾‾‾‾■■丁■て■＿二二二

2連泊特典：エンジョイポイント1室に付5ポイント（1ポイント100円）・夕食ノ叫キング半額券（滞在中1回）

3連泊特典：エンジョイポイント1室に付10ポイント（1ポイント100円）・夕食バイキング無料（滞在中個）

4連泊特典：エンジョイポイント1室に付15ポイント（1ポイント100円）・夕食バイキング無料（滞在中1回）・

ランチ又はスイーツバイキング無料（滞在中1回）

①早期申込割引（60日前）1泊お一人様料金から500円割引

②アニバーサリー特典（誕生日儲楯記念日等各記念日の相前後）
宿泊口71］前までに事前予約　お部屋にケーキ＆ハーフワイン（1三割こ1セット）

エンジョイポイント利用箇所くlポイント￥100としてご利糊いただけます。〉

●飲料施設．日本料理七福ノ′中華マンダリンコート／洋食ブルーラグーン／バーベキューレストランアイビス′′

焼肉昧楽亭プラシャンテ／髄辺の居酒屋　島唄／カラオケ　サイドウオーク／谷茶ベイ

●大浴場サウナ付スパ　浜の揚

●託児所●キノズクラブ

副
収容数2，600名の東シナ海を望む

ビッグなリゾートホテル。

〆二二

■宿泊白カレンダー

■客室／ノパス・トイレ付く40汀ぎ）

デラックスグリーンヒュー洋室く定員1～4名き

■チェックイン・アウト／1N14：00　0UTllOO

■那覇空港より薫で約60分

●駐車場有料．／′1泊につき1台500円（最大1，500円）

館内施設
レストランく洋食・和食ヰ拳・炭火焼肉バーベキュートコン

ビニ・ショップ・カラオケボックス・ゲームコーナー・スパ（有

料）震レストランは貸切、その他諸事情によりクローズにな

る場合がございます。

』几J b∵ニ　臨

Sf8γ川g d8γC一aJeJ】dar

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月　　2014年2月　　2014年3月　　2014年4月　　2014年5月

種別 �●宿泊差額代金（ � 

よき軍 �4名1室 �3名1室　【　2名1室 ��2名1室1名利用 � 

200 �900 �1．600 �8．300 �UPなし 

800 �1．500 �2．100 �9，400 �600 

800 �1，500 �2，700 �10，600 �600 
l �800 �2．000 �3，200 �11．700 �600 

2 �1．400 �2，600 �3，800 �12．800 �1．200 

1．900 �3，100 �4，300 �13．900 �1，700 

2．500 �3．700 �4．900 �15，000 �2．300 

3．600 �4，800 �6．000、 �17．200 �3．400 

ま �3．600 �4，800 �6，000 �17，200 �3．400 

5．800 �7．000 �8，200 �21．700 �5，600 

音 �8，000 �9，200 �10．500 �26．100 �7．800 

14，700 �17，000 �19，300 �43，900 �14，500 

15．800 �18，100 �20．500 �46．100 �15．600 

丁劇　OKlNAWA ZANPA MiSAKE ROYAL HOTEL

・、l　　　・▲　　　一二＿一　　・嶋■

コーラルリーフにl三二lい砂浜、マリンブルーの海に映える白亜のホテル

マリンブルーの海に映える

白亜のホテル。沖縄きっての
サンセットビューポイントです。

アメニティ施設も完備した
くつろぎの楽園。

■客室′／バスヰイレ付宅35がまたは10贅）

リラックスル岬ム9F以上竜虎員1′u3名）

和室（定員1～4名〉

■チェックイン・アウト／／lN14・00　0UTllOq

■那覇空港より車で約70分

暮駐車場無料

館内施設
レストラン（和食会席・洋食バイキング・中海料理・バーベ

キュー・洋食コースメニュー・ティーラウンジ・スカイパート

売店・カラオケBOX・民謡酒場・リラクゼーションサロン

転ぬ魁臨・r　匡田臨

t宿泊Bカレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月　　2014年2月

5ray川g day caJeJ】dar

2014年3月　　2014年4月　　2014年5月

種別 �■宿泊差顔代金（ �おひとり様1泊あたり／サービス料・諸税込／単位：円） 

品き≡ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

400 �1，700 �2，900 �12，100 �200 

1，000 �2，200 �3．500 �12，700 �600 

2，100 �3，400 �4．600 �13．900 �1，400 

§ �2，700 �3，900 �5，800 �15，000 �2，200 

3．300 �4，500 �6，300 �15，600 �2．500 

4，400 �5，700 �7．500 �16700 �3．300 

5．000 �6，200 �8．600 �17．900 �4．100 

8．400 �9，700 �12，000 �25，900 �6，500 

15，300 �17．700 �21，200　■ �35，000 �12．900 

i �16，400 �18，8001　22，100 ��36，100　113，700 
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OKiNAWAにARIYUSH用　ACH R〔SORT OCEAN SPA

抽至妙ミ漣し仁一うりノー一言i－ノ・毒′ノブ
攣　1客室／′パス・トイレ材は0～4訃帝洋室り～4都

アクティブ派の方にオススメ、スポーツライフを潤喫

■　、　　　　　　　　　　　　　・・・．・・・・・．・・－　SUNMARINA rlJはL

SU墜再抱轡駐尋能動軋
ゝ軍WトF代離1完備、エステ、手作り体験コーナー等滞香華用リートのおもてなし

①和洋琉球ディナープッフェ＆和洋ランチバイキングへ各1回ず
つご招待
（10／ト12／罰’1／2～5／2曽5／6～5／7の期間は3連泊以上、12／31～1什5／3～5／5は4連泊以上の方）

④美ら海キャンドル作り又はサンドアートフォトフレーム作り無料体験
（郭下記期間、宿泊数に応じて下記ピーチ＆フィールドメニューよ
りお楽しみいただけます。
＜10／1～12／30●1／2～5／2■5／6－5／7の期間＞

2連泊の方は2メニュー、3連泊の方は4メニュー、4連泊の方は6メニュー

＜12／31～1／1■5／3～5／5の期間＞

マリンメニュー
●ヨット（68分）●ウインドサーフィン（60分）●グラスボート（38分）●ロケットポート（10分）鎧′ヾタルホ」、（60分）●カヤック

（60分）●パラソル（1本／1日）○デッキチェア（1脚／1日）●フロアーマット（1枚／1日）●うきわ（1日）●ビーチタオル
フィールドメニュー

●バットパットゴルフ（60分）●ビーチバレー（60分）○ビーチサッカー（∝）分）●テニス（∝）分）○バスケットボール（60分）

※気象や海象状況により中止または出航時間の変更を行う場合がございます。予めご確認ください。試内容は特典につき返金及び換金は致しません。

※上記①～③の表記期間はすべてチェックイン日となります。

（カわらは～マンタくらぶ
（体験型プロクラム／料金あー人様5250円／6～12歳の小学生対象／毎日開催

10∝）～または14〔力～各約3時間）

【2連泊以上のお子様に】
＜小学生以下のお子様対象＞
（㊤ゲームコーナー用メダル無料抽選券発行
②じゃんけんカード1枚発行
③遊具（砂場セット）貸出し滞在中1回

■宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月

1チェックイン・アウト／／削14：00　0UTll・00

■那覇空港より薫で約70分だ中農自動車道利用き

■駐車場有料／／1泊につき1普500円撮大1カ08円）

館内施設
レストラン（バーベキューハウス・和・洋やダイニング・ロビーラウ

ンジ・バート売店・トレーニングジム・ヒジネスルーム・多目的クラ

ウントエステティックサロン

転由魁凶転蜃総
会重要性　　　　　　　　　　　900～哺～相月

2200

2013年12月　2014年1月　　2014年2月

Sraylng day CaJeJ】dar

2014年3月　　2014年4月　　2014年5月

種別 �■宿泊差額代金 �（おひとり様1泊あたり／サービス科・諸税込／単位二円） 

蒜旨警 �4名1室 �3名1室 �2名1璽 �2名1棄て名利用 � 

1．400 �2．600 �3．800 �12，800 �600 

1．900 �3，100 �4．300 �13．300 �1．200 

2，500 �3．700 �4．900 �13．900 �1．700 

≧ �3，000 �4，200 �5．500 �14，400 �2．300 

3．600 �4．800 �6．000 �15．000 �2．800 

4，700 �5，900 �8．200 �17．200 �3，400 

9，100 �10，400 �12．700 �21，700 �6．700 

－ �16，900 �19，200 �21．600 �30．600 �13．400 

醍定公和こてバルコニーか減車シナ準鱒粧職

■客室／バス寸イレ付（32～36滴洋室（1～4名）
■チェックインtアウトパN14：00　0UTH：00

暮那野空港より事で約60分を沖縄自動車道利用）
√宣　■駐車場有料／1滴につき1台500円（漉大1，500円）

緒内施設
レストラン揮憤・洋食フッフェ・バーベキュー・喫茶）・売店・コン

ビニーゲームコーナー■リラクゼーションスパゼーチカウンター

r　転臨魁臨（壷　転義；慧言芸；ご月上旬

①レストランにてアニバーサリーケーキ＆ドリンク付（誕生日の前後1週間以内に宿泊の方）

④レストランにてスパークリングワイン（ハーフボトル）付
（入籍1ケ月以内のご夫婦、結婚記念日の前後1週間以内、定年退職後1年以内に宿泊の方）

③夕食時レストランにて泡盛・日本酒・ワイン・ソフトドリンク1杯サービス
（長寿祝い※本人のみ・還暦60、古希70、喜寿77、米寿88、白寿99、上寿100）

※②・③の夕食は現地にてお支払いされるお客様が対象となります。

■宿泊日カレンダー

2013年10月　2813年11月　2013年12月

5上ay川g daァcaJeJld∂r

2014年3月　　2014年4月　　20！4年5月

種別 �■宿泊差額代金 �（おひとり様1泊あたり／サービス料・諸税込／学位：円） 

■′ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名刺用 � 

800 �2，000 �3．200 �′’12．200 �300 

1．400 �2，600 �3，800 �12．800 �700 

2．500 �3，700 �4，900 �13，900 �1，500 

3．600 �4，800 �6，000 �15，000 �2．300 

3．600 �4，800 �7，100 �16．100 �3，100 

4，700 �5．900 �8，200 �17，200 �3．800 

5，800 �7，000 �9，300 �18，300 �4．600 

8，000 �9．200 �11，600 �20，600 �6．200 

13，600 �15．900 �18，200 �27，200 �10．800 

22．500 �24，800 �27，100 �36，100 �17，100 

j �24．700 �27，000　r　　29．400 ��38，300 �18，600 
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ホテルムーンピー．●
自然にいちばん近いリゾートへ

HOTEL M00N BEACH

－、＿　－▲　　美しい砂浜、心地よい涯凧

㈱楷撼轍
享妄らす・遊ぶ・やすらで・島リゾれトへ　ENJOYRESORT L王VING

1客室／パス・トイレ付く27～40，5灯篭）

グリーンビュ≠洋室または和洋重く十～5名声

√，－　■チェックイン・アウト／糾14：00　0UTll：00

l／忘荒苦り車で細分’駐車場無料沼ただし2814年4月1日以降は裾塀

レストラン（洋食・和食ヰ葦バイキングトショップ■

マリンスポーツカウンター

魅臨・塩、薗餞罠を室賀猥妄㌍警

ホテルイベントインフォメーションか－｝

◆ウイークエンドライフ

ラウンジパー「ラナイ」にて開催

◆カウントダウンイベント＆年明け花火
12／312200以降

◆元旦・1／2　怒内にてイベント開催
◆3／21－23　沖縄全島やちむん市開催l立＿畠虻」㌧漂J
く内容及び日程については予告なく変更になる場合がございます。予めご了承くださし

■宿泊日カレンダ⊥

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月　　2014年2月　　2014年

Sf∂y川g d一ay CaJeJTd即

す．2014年4月　2014年5月

寄薫別 �■宿泊差額代金（おひとり横1泊あたり／サービス料儲税込／単位：円） 

嘉芝≡ �5名1室 �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1宴1名利用 � 

300 �400 �1，700 �2．900 �11．000 �200 

900 �1．000 �2，200 �3．500 �12．700 �800 

1．500 �1．600 �2．800 �4．000 �13，300 �1．400 

2．000 �2．100 �3，400 �4．600 �13，900 �1．400 

2，600 �2．700 �3，900 �5，200 �14．400 �1．700、 

3，200 �3．300 �4．500 �5．800 �15．000 �2，200 

3，700 �3．800 �5．100 �6，300 �15，600 �2，500 

4．900 �6，100 �7．400 �9．200 �20．700 �4，600 

7．700 �9，000 �10．200 �12．000 �23．600 �6，500 

9．500 �10．700 �11．900 �13．200 �24．700 �7．300 

i �13．500 �14．700 �15．900 �17．800 �29，300 �10，500 

16，900 �18，100 �19．400 �21，200 �32．700 �12，900 

1札000 �19．300 �20．500 �22．300 �33．900 �13，700 

MOこ〉N OCEAN GINOWAN

①日帰り温泉施設「天然温泉アロマ」無料送迎サービス＆人見割引券進塁
②無料タイヨガ教室
※毎週月曜～土曜　※予約先禁制

＜3連泊以上で下記特典が付きます＞

①レストランにて洋食セットメニューを提供

②・レストランにて毎日時間帯別ドリンクサービス

⑨お一人株一口3点までアンダーウェアのランドノーサービス（添い寝のお客様は除く）

④県内映画館渕引券プレゼント（大人の方のみ）

⑨ホテルムーンビーチクラブラウンジご利用可能

①早期申込割引（30口前）1泊お一人横料金から500円割引
②アニバーサリー特典

誕生日・記念日のお客様はレストランにて夕食をお脚）の際、グラスワイン1杯もしくは
スイーツプレートプレゼント※宿泊期間中当日のみ

⑨ミネラルウオータープレゼント（涛い寝のお客様は除く）

馳鍬妨勤醜掛動静餌邪」　苛璃摘

1客室／バス・トイレ村（4アポ）

デラックスツインい～4名）

■チェヅクイン・アウト／lN14：00　0UTll：00

■那覇空港より章で約30分

■駐車場無料※ただし2014年4月柑以鰍土着料

全室キッチン付コンドミニアムスタイル0館内施設

t宿泊日カレンダ」

月　2013年11月　2013年12月

レストラン・バーラウンジ・アスレチック・屋外プール＆ジャグジー・

ナ「ルサイドカフェ（4月～10月、天候等によりクロ「ズする場合

抱魁臨隻、臨
全賞葺煙　　　　　　　　　　　　　　霹1

祭1、4月ん10月（908－1800）

」一一・・・■■JI

、てi－　　　J
5rayfng daァcaJeJIdar

「　2014年加　2014年3月　2014年4月　2014年5月

種別 �■宿泊差額代金（ �おひとり様1泊あたり／サービス料・諸税込／単位：円） 

誌で �4名1圭 �3名1室 �2名1室　！2名1室1名利用 �� 
i �2．100 �3，400 �4，600 �12．100 �1，400 

2．700 �3，900 �5．200 �13，300 �1．700 

3，300 �4．500 �5，800 �14．400 �2，200 

3，800 �5．100 �6，300 �15，600 �2．500 

4．400 �5．700 �6，900 �16，700 �3．000 

5．000 �6．200 �7，500 �17，900 �3．300 

6，100 �7．400 �8．600 �20，100 �4．100 

7．300 �8．500 �9．800 �22，400 �4．900 

i �8．400 �9，700 �12．000 �27．000 �6，500 

10．700 �13，100 �15，500 �37，000 �8，900 

17，600 �19．900 �22，300 �47．600 �13，700 
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溶岩約　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一酢一一　－JAL P剛VATE RESORT OKUMA

J軋プライベートリゾ一一昌鳥仁
ふだん出逢えない、やんぼるの風と波と点に抱かれた楽園の休日

・SOUTHERN BEACH HOTEL＆RESORT

ようこそ、南の楽園へ

童17ーリーチェアクイン11．m→1狛抑㈲外口12／3トl′2、5／3－3′封

し豆1ウェルカムドリンク〔㌻琉球エステ2，0刷り那l（限定メニュー）

雄レンタサイクル50n・iOFF　こ5湖食をランチ価泄†ヴッフェ）に変更可

⑥漑部じゅね－クーポンの提供
・ヱ髄雄場鱒椚（電泊かt噂用配車Hl●8台／先着机　胴500円）

㈲滞在中屋内プール無料

2連泊以仁で昼食1回サービス（和洋中プッフェ）
3連泊以l二で夕食Ⅰ回サーゼス（和洋Ilザッフェ）
‡．ミ2連泊ランチと特典併用不可

れイヒ’－車軸納躯イン本

卸甲脚‡】込1Ⅶ引（30日前）l泊お一人様料金から500円割引
し烈アニバーサリー特典（誕生日記念ロ）
客室をオーシャンビューへ無料グレードUP

■宿泊白カレンダー

直帰雄雄外宮建直塾
客室／バス・トイレ付く30～40灯篭）

スーペリアフロアー

スーペリアり＼－バー又は

スーペリアり＼－／く一・グランデ

洋室＝～4名）

チェックイン・アウト／lN14．00　0UTll：00

那覇空港より葦で約20分

■駐車場無料

館内施設
レストラノ（ブノフェト売店コ／どこエステ＆スパ

L－．」』J』上－　ヒ＝虫
4月～10月

封ay ng daγCaJendar

2013年10月　2013年118　2013年12月　2014年1月　　2014年2月　　2014年3月　　2014年舶　　2014年

種別 �■宿泊差額代金 � 

蒜が≡ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

UPなし �300 �1．600 �7，200 �UPなし 

200 �900 �2，100 �7，800 �UPなし 

ト �800 �1．500 �2．700 �8，300 �UPなし 

1．400 �2．000 �3，200 �8．900 �300 

2．500 �3．700 �4．900 �10，600 �1，500 

3．600 �4．800 �6，000 �11，700 �2，300 

6．900 �8．100 �9，300 �15．000 �4，600 

9．100 �10，400 �11，600 �17．200 �6，200 

16．900 �19，200 �21．600 �27，200 �13，200 

16．900 �19．200 �21．600 �27，200 �13．200 

やんぼるの森と青い海と自然に

囲まれたリゾート。マリンスポーツに
エコツアーと年間を通して自然と

触れ合えます。

t宿泊日カレンダー
2013年10月　2013年11月　2013年12月

■客室／パス亘イレ付く29～48打盲3

メインコテージ又はパームコテージ洋室

（定員1～5名き

■チェックイン・アウト／′lN14．g0　0UTll：00

■那葬空港より車で約100分

■駐車場有料／′500円（1滞在中1台あたり）

館内施設
レストラン（バイキングリマ－ペキュー・鉄板換地）

大浴場、エステ、チャペル、コンビニ、ランドリー

』』i由＝・」田由
全軍喜濯　　　　　　　　　　　　　　　　　　弊1

‡日、通年・邑水対応なし

L一一‾ih－　「●

5rayJng day CaJendar

2014年1月　　2014年2月　　2014年3月　　2014年4月　　2耶4年5月

種別 �■宿泊差額It �金（おひとり様1泊あたり／サービス料儲税込／単位：円） 

■■ �5名1室 �4名1室 �3名1室 �2名1重 �2名1室1名利用 �こども（ト1瀾3～5部室 

900 �1，600 �2，200 �3．400 �9．800 �800 

1，500 �2．100 �2，700 �3．900 �10，300 �1，400 

2，000 �3．200 �4．300 �5．500 �14，000 �1．900 

き ぎ �3，100 �4．200 �5．400 �6．500 �15，100 �3．000 

4，600 �5．800 �7，000 �8，700 �19．300 �4．500　■ 

5，700 �6．900 �8，000 �9，700 �20．400 �5．600 

7，800 �9．500 �11，200 �12．900 �23．600 �6．700 

8，900 �10．600 �12，300 �13，900 �24，600 �7．700 

11．000 �12．700 �14，400 �16，100 �32，000 �9．800 

20．000 �23．300 �24，400126，700 ��47．900 �16．700 

HOTELG組NViEW GARD帥OKINAWA

バ遊説
客室／ハストイレ付く23哨

オーシャンヒュー洋室（定員2～6名）

チェックインアウト／lN1400　0UTll OO

那衛空港より章で約15分

駐車場料金／1泊1台1，000円

（本プランのみ駐車場無料）

※4－6名1重はコネクティングルーム対応となります。

館内施設
大浴場、ラウンジ、売店、エステ、コインランドリー

』bb」匡ヨ日
赤4月～10月

GardenOK事NノⅦ仏

リゾ山トショッピングの環境も充実

■宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1

5rayjng day CaJeJ7dar

2014年2月　　2014年3月　　2014年4月　　2014年5月

極別 �■宿泊差額代 �金（おひとり様1泊 � 

義軍 �6名1室 �5名1室 �4名1室 �3名1室 �2名1室 � 

UPなし �700 �1，400 �2．000 �2，700 �UPなし 

600 �1．300 �1，900 �2，600 �3，200 �300 

1，200 �1，800 �2，500 �3．100 �3，800 �700 

‡ �1．200 �2，400 �3，600 �4．800 �6．000 �1，200 
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LAGUNA GARD∈N HC）TEL

出会った空間は「ここらに、いちばん近いリゾート」でした。

①アクアゾーン内屋内プール・屋外プール（4月下旬～10月末営業予定）

②ジャグジー・フィットネスルーム利用無料

⑨ラグナオリジナルショップ10WFF（但し一部商品除）

④エステ2，000割引（但しコース限定有り）※但し、大沼吸いサウナは有料（1滞在中＠M円）

⑤アーリーチェックイン・レイトチェックアウト【早めのチェックイン13：00（通常14：00）／

ゆったりチェックアウト12：00（通常11：仰）】
※除外期間12月28日（土）～1月4日（土）／5月2日（金）～5月5日（月）
．‾一‾▲▲▼▼▼‾‾▼▼‾▼て二二二二二二二▲‾1正EFT二二二二二二二二二

3辿泊以上で夕食1回サービス
※但し11／ト12／29・1／4～5〝の期間中に3連泊以上の方限定

八イせ一専榊療治ボイント

①早期小込割引（30目前）1泊お一人林料金から1，000円割引

②アニバーサリー特典（誕生日・記念日）
1．ファーストドノンクサービス＝〉大人：ワイングラス　小人：ソフ＝リンク

（対応レストラン：レストランパセオガーデンor利涜ダイニング

あんのんor網焼工房　輪or中国料理　壷中天）

a夕食時　記念撮影サービス
※上記の内容は該当レストランにてコース料理をお召し上がりのお客様対象。

※対象者は該当者ご本人のみ。

汗漂浪露蒜
OHNRLUR

j　　ワEmヂタワー沖縄

大人のリゾート

■客室′／バス斗イレ付は～40哺

本館洋髪藍1～4名）

tチェックイン・アウト／桐14：00　0UTll：00

■那覇望遠より章で約30分

■鹿革楊無料

アメリカンビレッジ（北谷）へも便利な佗内施設

■宿泊日カレンダー

レストラン（中華・洋食・和食・琉球・総煉〉・

フィットネスルーム・ショッピングゾーン・エステサロン・

インドアプール

転臨魁幽転、塾餞餞
※1、1滞在中お1人積5∞円　　　　だ1　楽2　※3

派2、800～23（X）難3、4月上旬～10月末

5tayJ乃g daァcaJeJ】dar

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月　2014年2月　2014年3月　2014年4月　‾‾‾；訂亮

種別 �■宿泊差額代金（ � � �／単位：円） � 

蒜㌔≡ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 
≡ 弓 �200 �1．500 �3．800 �12，800 �UPなし 

800 �2．000 �4，300 �13．300 �UPなし 

1，900 �3，100 �5．500 �14．400 �1，200 

2．500 �3，700 �6，000 �15．000 �1．700 

≦ �3，600 �4，800 �7，100 �16，100 �2．800 

4，700 �5，900 �8．200 �17，200 �3．900 

5，800 �7．000 �9．300 �18．300 �5，100 

6．900 �8，100 �10．500 �19，400 �6，200 

11．900 �13．100 �15，500 �24，500 �11．200 

∈璽監 �16，900 �18．100 �23．800 �32，800 �15．600 

†HE BEACH TOWER O闘NAWA

ずJピーチタツー沖謎
日常から解き放される、蒲の島の楽個へようこそ。

沖縄のお台場に建つ
ビッグリゾ岬トホテル

2，⑳⑳⑬円罰引

■宿泊白カレンダー

2013年10月　2013年11月

■啓蒙／／パス・トイレ付拍6～49n弔

洋室または和洋室ミ1～5名〉

■チェックイン・アウト／′lN14：00　0UT11．00

■那覇空港より葦で約40分

t駐車場無料

館内施設
レストラン（バイキング・バーベキュ叫琉球料理・喫茶りく一・

売店・マッサージ・マリンカウンター

L　　」＿』　由
視軸稗

5ayLng daァcaJerldar

2014年1月　　2014年2月 2014年3月　　2014年4月　　2014年

種別 �■宿泊差額代金（おひとり様1泊あたり／サービス ���料・諸税込／単位二円） 

宗旨警 �5名1室　】　4名1室 ��3名1室 �2割室　壬　2名憧1名利用 ��� 

1．800　L　3．000 ��4．200 �6． �600 �17，800 �1．700 

2，900 �4，100 �5，400 �7． �700 �18．900 �2，800 

巨・ �4．000 �5．300 �6．500 �8． �800 �20．000 �3．900 

転 �5．200 �6，400 �7，600 �9， �900 �21，100 �5，100 

∋ �6．300 �7．500 �8，700 �11． �000 �22，200 �6．200 

9，600 �11．400 �13．100 �16． �000 �37．200 �9．500 

12，400 �14．700 �17．000 �20． �500 �42，800 �12，300 

21，300 �23．600 �25．900 �29． �400 �51．700 �21．200 
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