
OKINAWA MAINISLAND STANDARD PLAN

ご宿泊は1泊ずつでも連泊でも組み合わせ自由です。下記A・B・こ・Dホテルからお選びください。
＼－1－　－

匁舞学凍
■宿泊日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　S【狩川g如y Ca始点ぬ∫

2013年10月、2013年11月ト　2013年12月、2014年1月　－　2014年2月　　2014年3月　　2014年4月　去　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 ��� 

這讐 �5名1室 �4名1妻 �3名1室 �2名1室 �2名1室†名利用 � 

UPなし �UPなし �500 �1，600 �8．300 �UPなし　≡ 

UPなし �300 �900 �2．200 �9．000 �UPなし　至 

UPなし �400 �1．500 �2，700 �9，500 �UPなし　… 

700 �1，400 �2．100 �3，300 �10．600 �600　ぎ 

900 �1，600 �2，600 �3．800 �10，700 �800　≡ 

1．000 �2．000 �3，200 �4．400 �11，200 �900　享 

1，900 �2，500 �3，300 �4．500 �11，700 �1，800　苧 

5，200 �6．400 �7，600 �8，900 �15，600 �4．200‡ 

5．700 �7，500 �8，800 �9，900 �17，900 �5，600　を 

14．200 �18，100 �19．200 �21，600 �29，500 �14，100　≧ 

■宿泊日カレンダー
2013年10月12013年11

5着ay川gぬy Cageぷdar

2013年12月　…　2014年1月　　2014年2月12014年3月；2014年4月

］旧快㈹土川副目以南津村封±≧日日　　鵬士風射血凧如膏相似相場

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） 

義軍 �5名1室 �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

UPなし �UPなし �UPなし �1．000 �7．300 �UPなし　至 

UPなし �UPなし �400 �1．600 �8，300 �UPなし　… 

UPなし �UPなし �900 �2．200 �9，500 �UPなし　… 

800 �900 �2．100 �3，300 �11，200 �700　を 

1．900 �2，000 �2．200 �3，800 �11，700 �1，800　… 

3，500 �3，600 �3．700 �6．000 �16．200 �3，400　を 

4．600 �5，800 �7．100 �8，200 �16．300 �4，500　≧ 

11．300 �12．500 �13，700 �16，100 �23，900 �9，600　を 

11．400 �12．600 �13，800 �16．200 �32，300 �9．900　≡ 

‾l－＼∴こ＿∵圭一チパ■F・てこ。

J汀け’JJJ＼Jり月日】JJり。＼

■洋室／バス小イレ付
（定員1～4名）（312nて）

tチェックイン・アウト／
；N1500　0UTll OO

■那覇空港より車で約80分
■駐車場有料／一泊1台500円

ピーチ、コインランドノー、

ギフトショップ、エステ、レストラン

●1F居酒屋「告訴のちんぽ－ら」
10％OFF（1室1枚滞在中1回）

碍恩納マリンビューパレス

■宿泊臼カレンダー

2013年10月12013年11月 月－　2014年1月

さl・1、‾川n　こJL】l’rJ h・ndar

陛虻訂二転空琵野花坤iii－

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

豪だ �4名1稟 �3名1垂 �2名1稟 �2名1垂1名利用 �こど引ト1億†3・嶋憬　≡ 

UPなし �400 �1，600 �7．600 �UPなし　　を 

UPなし �500 �1，700 �8．300 �UPなし 

300 �1．500 �2．700 �8．400 �100 

800 �2．100 �3．300 �10．600 �600　　妄 

1．400 �2．200 �3．400 �11，700 �1．200 

4，700 �5，900 �8，200 �16，200 �4，500 

5，800 �8．100 �10，500 �17，200 �4．900　呈 

＿rl乃・■一）

t宿泊日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5i為y用g古道ァCがe爪雨r

訂　2813年11月　2013年12月（2014年1月L　2014年2月　2014年3月　2014年4月；12引4年5月

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

豪旨讐≡ �5名1室 �4名1室 �3名1華 �2名1室 �2名1室l名利用 �こども13～服属㈲郵 

UPなし �UPなし �UPなし �1，000 �6．700 �UPなし　を 

200 �300 �900 �1，600 �7．300 �UPなし〔 

2．400 �2，500 �3．200 �3，800 �9，500 �1．200　≧ 

3．0001　3，600 ��4．800 �6，600 �12．200 �2．900　… 

‾「㍉十干†川ゾネックス名議

‾‾‾‾‾‾‾‾‾　‾‾■Jすり’リ・ハ■J川HJU／tハ

て■洋室／バス小イレ付
∃　（定員1～5名）（28～42汀戸）
＝■チェックイン・アウト／

葦瓢：五十・㌦二・；
スポーツクラフ・ビスタ（サウナ付浴

場・アスレチックジム・スカッシュ）、ビー

チ、エステ、コインランドト、レストラン

①早翔申込割引（3D目前）1泊お一人接料金から500円割引
④3連泊以上で夕食1回付（ホテル限定メニュー）

圃EM転頼スリ叫コスタ飴夕沖掛テル㍍パ
〃り‖＿、t nJ、り〟lJトrJ（ハ■

惜誓言新教釦）
■チェックイン・アウト／
lN15幻0　0UTll£0

；漂憲筋腫で約舶臨
館内施設　　　　　　全室議惟

メインダイニング、バンケット、バーラウン

ジ、レストラン、コーヒーラウンジ、エステ、

EMギヤチノー、EMショップ

①早期申込割引（60日前）1泊お一人様料金から1．000円割引
①3逗泊以上で夕食1匡H寸（「洋食バイキンク」又は「和食会席」）

JJり7■J二■上Jヽ’J■り〃1JlH里ヽ

1洋室／バス・トイレ付

箋謹三三・∵∴∴－、■三三二二三去声元■岬卿ノ■下的108分

ガーデンプール（7～10月）、屋内
lプール、大浴場、エステ、レストランコ

lンどこ（近隣海の駅内）

庄〕早期申込割引（30目前）1泊お一人接料金から500円割引
②3連泊以上で夕食1回付（和洋琉ハイキングは12／28～1／2，4／26～5／5の宿泊は除外期間

樹チサンリゾ→沖縄美ら渥VH28∞
〃りJLJ二／」．ヽJ■■り〟，17＿l〃（ハ■

■洋室／パス・トイレ付
（定鼻1～4名）（285nて）

■チェックイン・アウト／
lN14．00　0UTH．00

■那覇空港より車で約120分
■駐車場無料

鮨内施設

誓「レストラン、売店

・－J　ト　　　！．目し叫、
●カラオケBOX50％割引
●テニスコート50％割引

曝…ホテルサンセットヒル
JJ（〃■r⊥／ヽrい尺．け・け1－ハ‾

■洋室又は和洋室／バス・トイレ付

芝鼓．・∴‥‾∴
■那覇空港より車で約60分
l■葛主要場無料

館内施設
売店、コインランドリー
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E証だ巨はコ

■客室／バス・トイレ付く367rげ）

スーペリア洋室く定員1～4名）

■チェックイン・アウト／lN14：00　0UTll：00

■那群空港より車で約10分

ゆいレール旭橋駅より徒歩約15分

■駐車場有利／1泊につき1台1，000円

門橘㌫
（最大2，000円）

レストラン（洋食バイキング・和食や筆・琉球・

バーベキュー）、パー、ショッピンクプラザ、コンビニ

包血転田国選笈

①ロワジール三並城温泉アミューズメントガーデン（本館和温泉施設／滞在中フリー（入湯税も含む））
②ちゅらスパ（新館内・温泉施設／滞在中フリー）
③朝食券をいずれかに変更可（限定メニュー）

・ランチ利用（和中・洋2ヶ所レストランにて対応／1130～1400）

・デザートバイキング利用（1階フォンテーヌにて対応／1500～1800）

リベーにて飲み放題利用（12階プラネートにて対応／メニュー限定／1730～2100入店より2時間）

①アニパーサ♪一階典誕生臥結姉記念日）オリジナルクッキープレゼント※要証明書※要予約

■宿泊日カレンダー

2013年11月　2013年1

5tay川g daァcaJerldar

2014年1月　　201嘩2月　　2014年3月　　2014年4月　　2014年5月

種別 �■偏泊差額代金 � 

這竺≡ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

4，400 �5．700 �6．900 �15．600 �2．900 

5．000 �6．200 �7，500 �16．600 �3，300 

6，400 �7．600 �8，800 �17．800 �4，200 

箸 �6．900 �8．100 �9．300 �18．300 �4．600 

8，000 �9．200 �10，500 �19．400 �5，400 

10．300 �11．500 �12，700 �21，700 �6，900 

15．100 �16．400 �17，600 �26．900 �7，700 

20．800 �23，200 �24，500 �36．000 �14，500 

多　ヽ⇒　　　　　　　　　　　ぎ　冊　　　ハ

轢黒み凄適薄地凝滞
′＼∫　　　　　　　　　　1

流麗謹白
■客室／バス・トイレ付（27，5rポ）

スタンダード洋室（走貞1～4名）

■チェックイン・アウト／蔓N14：00　0UTllOO

■那覇空港より事で約10分

ゆいレール旭橋駅より徒歩約15分

■駐車場有料／1泊につき1台1，000円

レストラン（洋食バイキング・和食・中華・琉球・

バーベキュー）・パー・ショッピングプラザ・コンビニ

庖再議定日臨溌透監狛覧
Il一▲◆

6訃・2400

①アミューズメントガーデン無料券付（入湯税150円別途現地払い）
⑧朝食券をいずれかに変更可（限定メニュー）

・ランチ利用（和中洋2ヶ所レストランにて対応／1130～1400）

・デザートバイキング利用（1階フォンテーヌにて対応／1508～1800）
・バーにて飲み放題利用（12階プラネートにて対応／メニュー限定／1730～2100入店より2時間）

①アニバーサリー特典（誕生臥結備記念日）オリジナルクッキープレゼント※要証明書※要予約

t宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年1

Sfay川g day CaJer】dar

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

種別 �●宿泊差鋲代金 � 

品で �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1圭1名利用 � 

1．000 �2，200 �3，500 �12．100 �UPなし 

1．600 �・2，800 �4．000 �13．200 �900 

3，000 �4，200 �5．500 �14．400 �1，900 

3，600 �4，800 �6．000 �15．000 �2，300 

4．700 �5，900 �7，100 �16，100 �3，100 

6．900 �8．100 �9．300 �18，300 �4，600 

11，700 �12，900 �14．200 �23，400 �7．300 

16，300 �18，700 �19，900 �31．400 �10，800 
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手首呈‡ミ

T雷三一一RA仁美 攣隼努町費雪窯
ぎ／≧　　　　　小～　へ　；イ

ヽ　血　こニ　ー

住宅地の高台に建つ
シティーリゾートホテル。

L風致慮コ

①ウェルカムドリンクサービス（チェックイン時フロントデスクにて）

②朝食券にてランチ利用可能（現地メニュー）
⑨チェックイン12：00・チェックアウト12：00　24時間ステイ

④朝刊サービス（地元紙）※休刊日除く
⑤ティーアメニティセット（テラスセレクトウオーク一・月桃茶・コーヒー・紅茶）
⑥カーバレットサービス（玄関前にて中をお預かり致します）
⑦ザ・プセナテラスのプール・スパ・サウナ・スポーツジムが滞在中利用無料
⑧ジ・アッタテラスゴルフリゾートでのゴルフプレーを優待料金にてご案内
（軒プセナテラスーアックテラス・ナハテラス問運行のシャ1、ル便ご利用無料※要事前予約

庄）早期中込宇胴I（30口前）1泊おひとり様料金から1，000円渕引※前後泊料金は除外
②アニバーサリー特典ハネムーンでのご宿泊の場合、フルーツもしくはオリジナルちんすこうを

ホテルよりプレゼント※要予約

鴎咄療蠣爛断線紅
－　　　1　　　　　－－　－

L成金慮一一j

■客室／パス・トイレ付（25～30nヾ）
スタンダード洋室（定員1～4名）

■チェックイン・アウト／削14．00　0UTll：00

■弟箭空港より車で約10分
ゆいレール秦川駅・旭橋駅より徒歩約10分

t駐車場有料／1泊につき1台1，0（）0円

レストラン（洋食ブッフェ・和食・中華）リマ一・喫茶・
売店・男性用サウナく有料）インフォメーションセン

包転結魅臨 l寧至．5。岩≒車重

■宿泊日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SraγLng day Ca e∫ldar

2013年10円　20T3年118　281ユ年12月　2074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／空位：円） 

一・＝二一一 �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

800 �2，000 �3．200 �12．200 �UPなし 

1，400 �2，600 �3．800 �12，800 �700 

1，900 �3．100 �4．300 �13．300 �1，100 

2，500 �3．700 �4．900 �13，900 �1，500 

ぎ �3．600 �4．800 �6．000 �15，000 �2．300 

5．800 �7．000 �8．200 �‾17，200 �3，800 

8．000 �9．800 �11．600 �20．600 �6，200 

11．300 �13．600 �15．900 �27，100 �8，500 

巨 �15．700 �18．000 �20．300 �31，600 �11．600 

毒　■套垂／パス・トイレ付く35汀貢）スタンダードブイン洋郵定員1～3割

Jj Hチェックイン・アウト／tN12000UT12・00

妻　■那覇空港より事で約20分ゆいレールおもろまち駅より徒歩緋0分

■駐車場無料

b bこ、甲言‾J

警焉詣孟完話語諾む　＼きよ∴
パブリックスペースでは上寿、プール利用の際は　　レストラン（洋食・和食・鉄板焼トバー・エステルーム・

ラッシュガードなどの着用をお願いしております。　　ホテルセレクション（ショップ）・サウナ（男性のみ）

せ孟 � ��・ヽ一一■Lへ事 �� �・叫・」～モノ �� 

ザ・ �　タフ∵ブスを前後日に宿泊された ナハテラス宿泊代孟 �� �（1泊朝鮒）完 ��■陀‾1．已 �酢ぎ・・－ヲ � �一　汚　し、、　叫 ��γ‘こl＝ ′′ 
－▲　　－ �J究－ ��十1 � 

一種別 �■前後泊プラン料金表（おひとり様／単位：円） ���������� 

志で �3名1室 �2名1室 ���2名1室1名利用 ���こども（3～1 ���1歳）3名1室 

5，100 �6．900 ���16．10 �� �2． ���900 

6．800 � �8． �600 �17．90 �� �4． ���100 

l I �8，700 �1 �0， �500 �19．40 �� �5． ���400 

11，500 �1 �3， �200 �22，20 �� �7． ���300 

～ �15，200 �1 �7， �000 �26，00 �� �9． ���300 

19．200 � �1． �000 �30，30 �� �12， ���100 

■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

Srajりng day cageJ7dar

2014年4月　　2014年

種別 �■宿泊差額代金（おひとり様鳩あたり／サービス料儲税込／学位：円） 

孟旨警 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

5．700‾ �7．500 �16．700 �3．300 

7．400 �9，200 �18，400 �4，500 

9．200 �11．000 �20，000 �5．800 

12．000 �13．800 �22．800 �7，700 

； �15．200 �17．000 �26，000 �9．300 

19．200 �21．000 �30．300 �12，100 

一㌧写二・ノ∵ンルゲラノ再現

き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

仁皿盤面コ

■客室／バス・トイレ付く35汀i）

洋室（定員1～3名）
■チェックイン・アウト／lN14・00　0UTll・00

■那覇空港より華で約10分
ゆいレール旭梼駅より徒歩約2分（直結）

■駐車場宿泊者無料

レストラン（フレンチイダノアン）

タイニング＆パーrエージュj

抱起す（去＼罠諸誓言；謀さい。
禁煙
指定
′‘1

（手3迎泊以上で夕食1回サービス
②91暦以上の高層階客室をご用意
③早期申込制引（30口前）1泊おひとり様料金から500円割引
④アニバーサリー特典（誕生日、結婚記念日）ホテルオリジナル記念品プレゼント

※要証明書※要予約

⑤チェックイン時ウェルカムドリンクサービス

■宿泊日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sraγ川g day CaJendar

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 �●宿泊蓮苗代会場ひとり様1泊あたり／サービス料儲税込／望位：円） 

責・；一・一 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

i i �4．500 �6．900 �14．400 �2，900 

5．700 �8．000 �15．600 �3，700 

t �6，500 �8．800 �17．200 �4．200 

9，200 �11．600 �20．000 �6，200 

巨 �13，300 �15．600 �24．800 �8．500 

15．600 �20．600 �32．300 �12．000 

ダ
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誉
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テノ丹呈ノラ・用㍑i
ヒ5ノ　　　　　　　　　ぎ1　　　　　　■

朝食券にてブランチ対応可（1130～1400）

①早期申込割引（30日前）1泊おひとり械料金から
1，000円割引

②アニバーサリー特典（誕生日・結婚記念印
レストランにて夕食利用時、グラスワイン又は
スパークリングワイン1杯サービス
※要証明書※要予約

t宿泊日カレンダー

J㌦こくノ　～げ　、ノ㌧1日

血通謹白

■客室／パス・トイレ付く18′、ノ25nづ）

スタンダード滞空（1～3名）

■チェックイン・アウト／lN14：00　0UTl

暮那覇空港より車で約15分

ゆいレール牧志駅より徒歩約8分

■駐車場有料／1泊につき1台1，000円

ホ汗雪巌拭、

レストラン（洋食）

臨魁臨転、
発煙指定

5【ay用g（ブay CaJeJ】dar

2m3年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月　　2814年2月　　2014年3月　　2014年‘幅　　2014年5月

種別 �■宿泊差額代金 � 

這ぞ �3名1墓 �2名1室ダブル �2名1室ツイン �1名1室 � 

2，500 �2，600 �3，800 �7，800 �700 

3．000 �3．100 �4．300 �8，300 �1．100 

3．600 �3，700 �4，900 �8，900 �1．500 

室 i �4，100 �4．200 �5．500 �9，400 �1．900 

4，700 �4．800 �6，000 �10，000 �2．300 

5．300 �5．400 �6．600 �10．600 �2，700 

9，600 �9．700 �10，900 �14，900 �5．000 

OKINA∨＼／A
AN RE50RT N／

KARIYUSHl

」　．　　　■　－　　　　　　　　　‾　＝

渦緋蠍謬湖溝革木組
l　∴　　・、‾　　　▼

亘垂車重
t客室／バス・トイレ付（20～35nて）

スタンダード洋室（1～4名〉

tチェックイン・アウト／暮N14‘00　0UTllOO

■那覇空港より車で約20分
ゆいレール美栄橋駅より徒歩約15分

■駐車場有料／1泊につき1台1，000円

錐端㍍一三

レストラン（和・洋ヰトエステティックサロンハ

スパ＆フィットネス※16才以上利用可

由凍射臨

了‘芋．八，∵
用可、定休日毎月築一木欄旧

■宿泊日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5fay川g day CaJe∫－dar

2D13年10日　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

種別 �■宿泊差額代金 � � �／単位：円） � 

義軍 �4名1室 �三毛1笠 �2名1室 � � 
さ �UPなし �1．500 �2，700 �10，600 �UPなし 

800 �2，000 �3，200 �11，700 �UP】皆し 

1．400 �2．600 �3，800 �12，800 �600 

1，900 �3，100 �4．300 �13，300 �1．200 

3，500 �4．700 �5．900 �14，900 �1．700 

4．600 �5，800 �7，000 �16，000 �2．300 

6，800 �8．000 �10．300 �19，300 �4．500 

1

一　　　　・－　　　、　　‾

＝＼ノ　二鳥！

■r一・フ′∴■′一、一′′丁‾／

、g L≧　　　　　　　　　ノうち

■宿泊日カレンダー

［盃恵正二‡

■客室／バス・トイレ付く18．6～26，7汀ぞ〉

エコノミー洋室（定員1～3名）

■チェックイン・アウト／】N14・00　0UTll：00

■那覇空港より責で約15分

ゆいレール県庁前駅より徒歩約2分

■駐車場有料
1泊につき1台1，000円（車高155cmまで）

※2300～翌700は係員が不在のため、出庫不可

詰釣法認
レストラン（和洋バイキングトビジネスコーナー・

コンビニエンスストア

1よt由・、二

Sf叩川g day CaJeJ】dar

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

種別 �■宿泊差額代金（ � 

謡≡ �3名1室 �2名1室ダブル �2名1室ツイン �1名1室 � 

1，400 �1．500 �2．100 �5，000 �UPなし 

2，500 �2．600 �3．200 �6，100 �UPなし 

3．600 �3，700 �4，300 �7．200 �1，100 

監喜菜 �5，700 �6．900 �6，500 �10，400 �1．900 

∴・戸∴．卜rふノ上シリ王．、
恒巨ニ∵∴パパ

口証査証‡

■客室／バス・トイレ付（23～27nj）
スタンダード洋室（1′｝4名）

■チェックイン・アウト／】N14：00　0UTllOO

■那覇空港より華で約20分
ゆいレール牧畜駅より徒歩約3分

■駐車場有料／1泊につき1台1，000円く上限2，000円）

歳半端音読

レストラン（和食・洋食・中華）・バーラウンジ・
コーヒーラウンジ・売店

短日適臨場了瀧と識ください。
つ、tI：1三

■宿泊臼カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5Fay】叩daァcaJer】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日

種別 �■宿泊差額代金 � 

蒜旨警 �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 
重 き �UPなし �900 �2，100 �6．700 �UPなし 

800 �1，500 �2，700 �7．200 �UPなし 

800 �2，000 �3，200 �7．800 �UPなし 

き �1，400 �2．800 �3．800 �8．300 �700 

3，500 �4，700 �5，900 �11．600 �1，500 

4．600 �5，800 �7，000 �12，700 �2，300 

6．800 �8，000　　　　9，200 ��14，900 �3，800 
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諦紳髄
一㌦号悠＋‾【■‾‾‾■’‘‾日

工遥荘訂
■客室／バス・トイレ付（17～34滴

スタンダード洋室（定員1～4名）

■チェックイン・アウト／tN15：00　0UTH：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2分

■駐車場有料／1泊につき1台1，080円

．■琵　′　∃

⊥＿　　　＿　＿　　、

：＝ヒ　レストラン（和食・洋食卜売店・大浴場
・竺三　岩盤浴場（有料〉

‡；；；羞真裏醤

筆≡！＿い：亡

毎幽塩田苧㌔㌍諾00
有料　　　　　　　　　無料

、1

）．く1、ベビーベッド1泊につき1台2．100円

種別 �■宿泊差額代金 � 

蒜ポ≡ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �1名1室 � 

UPなし �UPなし �UPなし �3．300 �UPなし 

UPなし �UPなし �1，000 �3．900 �UPなし 

ぞ �UPなし �900 �1．600 �4，400 �UPなし 

5，100 �5，800 �6．500 �9，300 �1．900 

∇
O rl H‘∧　■hr A

NC‡H（〕NCl

∴、■＿・－．、八、　　■

吠甘戸．・r・十十沌丁了
とりゾ偏斗凍＊隼壱※汚行∴トハヤー

［〕証由怒

■客室／バス・トイレ付（23～28ポ）
スーペリア洋髪（定員1～4名）

■チェックイン・アウト／lN14：00　0UTll：00

■那覇空港より華で約10分

ゆいレール旭壌駅より徒歩約5分

■駐車場有料／1泊につき1台1，000円

上、≧一汗1廉い渓

レストラン（バイキング・軽食卜売店・スパ（有料）

ぬl盛臨（畠、．

■宿泊日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sray川g day CaJe乃dar

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月　　20川年2月　　2014年3月　　2014年4月　　2014年5月

種別 �t宿泊差顔代金（ � 

蒜だ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2部室1名利用　にども（3～11歳）3・嶋憎 

UPなし �1．500 �2，700 �11，700 �UPなし 

800 �2．000 �3．200 �12，200 �UPなし 

1．400 �2，600 �3．800 �12，800 �700 

2，900 �4．100 �5．300 �14，300 �1．100 

3．500 �4，700 �5，900 �14，900 �1．500 

5，700 �6，900 �8，100 �17，100 �3，100 

9，000 �10．200 �11．500 �20，400 �5．400 

…　　　　　　　　　　　J」い　い：こ1け′十八G誉一、氾CノSnE

虫二一・；棋王j空言立上
、　　、　　　　　＝　　　　　一一一一一　一　　　　　　　　・・一　・

①2辿泊以上で10階以上のデラックスルームへ
グレードアップ※3名1重まで

（参3連泊以上で夕食1回サービス
鎚内3レストラン「ゼノーナ」・「富士（和食）」・
「瞬天（申群）」でセットメニューになります。
チェックイン時にお選びください。

（釘早期申込割引（30口前）1泊おひとり様料金から
500円割引

t宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年12月　　2014年1月

団冨瓜
■客室／パス・トイレ付（30硝

スタンダード洋室（定員1～4名〉

｛チェックイン・アウト／lN1400　0UTll・00

■那覇空港より車で約30分

ゆいレール儀保駅より徒歩約15分

■駐車場有料／1泊につき1台900円

諸的淀設
レストラン（洋食バイキング又はコース・和食・中華）・

パー1喫茶・売店

』」射出㌧
最上階のバーから一望出来る
夕陽や那覇の夜景は県内唯一。

2014年2月　　2014年3日　　2014年4月　　2014年5月

種別 �■宿泊差額代金 � 

＝▲1エ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

UPなし �UPなし �1．600 �7，200 �UPなし 

UPなし �900 �2．100 �8．300 �UPなし 

UPなし �1，500 �2700 �9，400 �UPなし 

2 �800 �2，000 �3．200 �10，600 �UPなし 

1，900 �3，100 �4，300 �12．800 �1，200 

4．600 �5，800 �8．100 �19．300 �3．100 

7，900 �10，200 �12，600 �23，800 �6．200 

■　、　一　一、・◆・　　　　－

揃誓湘蘭磯撚援施
巨削庫圭一【し　、ノ　ノ　≧　糾…　巨　′ ㌣パンパ㌧雷㌫∴ケ∴∴∴〃∴七五㌧′心し

［遍玉江】

■客室／バストイレ付（24～34∩て）
スタンダード洋室（定員1～4名）

■チェックイノアウト／lN1400　0UTH OO

■那覇空港より車で約30分

ゆいレール安里駅儀保釈より徒歩約20分

■駐車場有料／1泊につき1台800円

～gi

繕内堀慧
レストラノ（和食洋食）ハーショップ

』l出由・・こ＿

■宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年日月　2013年12月　　2014年1月　　2014年2月

5fay川g day CaJeJldar

2014年3月　　2014年4月　　2014年5月
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ノ〔シフイツタ亘テノ坤戦法
・・　　　　　　∴　　－、■、・、　一　　　一　　、

ジ　lコⅢ更正］

■客室／バス・トイレ付く1335～22．44汀ぎ〉

スタンダード洋室（定員1～3名）

■チェックイン・アウト／lN14：00　0UTll．00

1那覇空港より車で約10分

ゆいレール旭橋駅より徒歩約15分

■駐車場無料

高車最音譜

レストラン（バイキング・和食ヰ章・妬土料理・

鉄板焼き）・コンビニ・スパ

Ll＿出・＋h・・，

t宿泊日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sray用g day CaJer】dar

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月　血　2014年3月　2814年舶　‾‾ち古丁蚕

確別 �■宿泊差額代金（おひとり症1泊あたり／サービス朴話私塾／単位：円） 

志で �3名1室 �2名1室 �1名1室 � 

∃ �UPなし �UPなし �2，800 �UPなし 

UPな・し �1，000 �3，300 �UPなし 

1，900 �2．600 �4，900 �UPなし 

F �4，100 �4，800 �7，100 �700 

に∵汗㌧㌻ヤ∵J∴誉こ

予テルノ上土言」イヤノ耳；賞抽t
J十㍍∵丁畑＝1㌧ド1両　一　一　く叫　、ノ

〆でr一㍍完■客室／バス小イレ付く14．2～21．9が〉
スタンダード洋室（定員1－3名）

い　■チェックイン・アウト／1N15：00　0UTlOこDO

⊥　■那覇空港より車で約20分
ゆいレール微志駅より徒歩約3分

が∵■駐車場有料／1泊につき1台1，000円

℃　レストラン（イタリアント売店・エステ

コインランドリー

幽庵糾温定

■宿泊日カレンダ⊥

2013年11日　2013年1

Sraγ川g day C一ヨJerIdar

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

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

宗旨竺≡ �3名1室 � �2名1室 �1名1室 

UPなし �UPなし �1，300 �1，500 

800 �UPなし �1，800 �1，900 

2，000 �1，000 �3．200 �2，300 

・、、　　　　　・一一　　　　　一一　一

7．7＿三一・豆テル都議
し㌦ィ　已　　j　▼　メ　　　　　　　　　　　　　　ノJ Lノ　L㌧）JJ、

、巳旺査義El

■客室／パス・トイレ付（19▲6～24．7ポ）

スタンダード洋室（定員1～4名）

■チェックイン・アウト／tN14：00　0UTH OO

■親衛空港より車で約7分

ゆいレール旭橋駅より徒歩的3分

■駐車場有料／1泊につき1台700円

塑撃墜
レストラン（和食・洋食・軽食卜売店・エステ

逼鼻

■宿泊日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sray川g day CajeJldar

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

確別 �■宿泊差額代金 � 

言謡≡ �4名1室 �3名1宴 �2名1重　　臣　2名1室1名利用 � 

UPなし �UPなし �UPなし　】　4，400 �UPなし 

UPなし �UPなし �1．0001　5，000 �UPなし 

1，200 �1，900 �2．600l　6，600 �UPなし 

2，400 �3，000 �3．700　1　7．700 �UPなし 

2，900 �3，600 �4．2001　8，200 �UPなし 

3．500 �4．700 �5．900　1　9．900 �1．500 

ほ汁に川」＝【一」に】　　　　　　　＼‡

難路野凍覇組棚組輯

■宿泊日カレンダー

山一㍉㌧∴二　号’

艮証鑑札」

●客室／バス・トイレ付く17へ・25nj）

スタンダードダブル又はハリウッドツイン洋室（1名）

スーペリアツイン洋室（2名）

スー′ヾリアトリプル洋室（3名）

■チェックイン・アウト／lN14：DO OUTll OO

■那帯空港より車で約10分

ゆいレール壷川駅より徒歩約廿分

■駐車場有料／1泊につき1台500円

策内諾詔
レストラン（洋食）

Sraァ川g day c．ajeJ】dar

2013年10月　2013年11月　2D13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 �■宿泊差鋲代金（おひとり様1泊あたり／サービス掛諸税込／単位：円） 

■－ �3名1室 �2名1塞 � 

1．100 �1．800 �3，900 

1，700 �2，300 �4．900 

澤を �4，800 �5．400 �9．100 

私
流
禁
漁
沖
鍔
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NA＝Aく丁㍗－ノト茎OT軋CHO CE P、AN

選べ漕ラン
ご宿泊は1泊ずつでも連泊でも組み合わせ自由です。下記A・B・C・Dホテルからお選びください。
二　　　‾、・＼∴　、．∴■1■　　　　＿1＿二・L Jl二・、＿モ■ト

tJ＼千・千亘

■宿泊日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sraァi8g day CaJe持dar　■宿泊日カレンダー

2013年10月　201】年11月　2013年12月　2014年1月‾　‾2di和白．‾　2014年3頁 2014年4月　　2014年5月　　2013年10月　2013年11月

種別 �■宿泊差額代金（おひとり様1泊あたり／サービス �� 

蒜㌔≡ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �1名1室 

UPなし �UPなし �UPなし �1，300 

UPなし �900 �1，200 �2．700 

二Ⅲ礪帯亭疎「．‾‾▼l、▲‾　、、、、‾■‾■▲▲‘‾丁千号警干

Sfaying如y CaJendar

2013年12月　2014年1日　　2014年2月　　2014年3月 201時4月　　201塘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） 

義軍 � �2名1垂ツイン �1名1室 

UPなし �700 �1．900 

UPなし �1．200 �2．400 

1．400 �3，300 �4．600 

■宿泊日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Srayβg daγCa eれdar　■宿泊日カレンタ⊥

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） 

忘白雪 �4名1室 �3名1室 �2名1室 �1名1室 

UPなし �UPなし �1，000J �6．700 

800 �1．500 �2，100 �7．800 

1，400 �2．000 �2，700 �8．300 

3，500 �4．100 �4，800 �10，400 

5，700 �6．900 �9，200 �14，900 

堰凍テル国際プラザ
〃り〃二J＿J．ヽ／イりごり】rJり＿＼

■洋室／パス・トイレ付
（定員1～4名）

■チェックインアウト／
桐14．00　0UTll：00

■那新空港より享で約15分
ゆいレール県庁前駅より
徒歩約7分

●駐車場有料／
1泊につき1台700円

（先着順40台まで）

館内施設
コインランドリー（洗濯機・乾燥

機）、自動販売機

野ホテル法華クラブ那覇・新都心

童．i

攣梅も蔽　　　J

JJrり▲∴’JJヽJ′■り打IJlr／りヽ‾

暮洋室／バス・トイレ付（定点1・2名）
2名はツイン／セミダブル

■チェックイン・アウト／
lN1400　0UTH00

■覇S覇空港より車で約20分

ゆいレールおもろまち駅より徒歩約2分

■駐車場有料／
1滴につき1台1，∝沿円（先着31台まで）

飽内施設
大浴場、レストラン、
コインランドノー（洗濯機・乾燥機）

‾…tザ岨鮎■‾「

5ay乃g如r Caje月dar

孝義別 �■宿泊差額代金播ひとり脚泊あたり／サービス料儲税込／単位：円） 

蒜旨雪害 �2名1室ダブル �3名1室 �2名1室ツイン �1名1室 

1，700 �2．200 �3．400 �5，000 

2．200 �2．700 �3．900 �5，600 

3．800 �3．800 �4，900 �6，600 

4．800 �4．800 �6，000 �7，700 

7，400 �7．400 �8．600 �11，900 

「一対乗積宥ノ那覇施橘駅前
／Jり7、JyJ．ハJ→（〃JIJげJり＼

■洋室／パス・トイレ付
（定員1・2名）、2名はツイン

■チェックイン・アウト／
lN16．OD OUTlOOO

■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　　■

■駐車場有料／
1泊につき1台500円

先着願（64台まで）
飽内施設
コインランドリー（洗濯機・乾燥機）

自動販売機、全室インターネット
対応（LANケーブル使用）、ロビー
内パソコンカウンター・全客室
Wげ】接続可能

東京第－・ホテル那覇シティリゾート
T「、、＿■■n’■J…rLIJrハT。…＿■＿rJ…■

■洋室／バス小イレ付（定員1～4名）
3・4名は禁煙ルーム

■チェックイン・アウト／
lN1400　0UTll OO

■那覇空港より車で約5分

（うみそらトンネル利用）

■駐車場有料／
1泊につき1台1．0∝l円（先着80台まで）

館内施設
レストラン、ラウンジ、

コインランドリー（洗濯機・乾燥機）

野西鉄リゾートイン那覇　47NRN2800日喝琉球サンロイヤルホテル47RSR2800
／Jt7日リ＿／ヽJlJ〝．り・JJIJけヽ

■洋室／バス・トイレ付
（定員1・2名）
2名はスタンダードソイン

■チェックイン・アウト／

lN1500　0UT11－00

■那覇空港より幸で約10分
ゆいレール県庁前駅より

徒歩約3分
■駐車場有料／

1泊につき1台1．M円

（先着順40台まで）

飴内施設
レストラン、コインランドリー

（洗濯機・乾燥機）自動販売機
インターネットコーナー

／／りr上、J＿J．ヽFrJ〟り177り．＼■

■洋室／バス・トイレ付（定員1～4名）

■チェックイン・アウト／
lN14．00　0UTH00

■那覇空港より車で約7分
ゆいレール旭橋駅より徒歩約2分

1駐車場有料／
1泊につき1台1．000円

（先着順53台まで）

館内施設
レストラン、宴会場、ショップ

客室にミネラルウオーター無料サービス
（1泊につき1本）

圏ホテレダランティア那覇
〃りn：1J．／＿＼■J′、り斤りけJり＼r

■洋室／バス・トイレ付
（定員1・2名）、
2名はツイン・セミダブル

■チェックインアウト／
lN1500　0UTlO．00

■那覇空港より章で約7分
（うみそらトンネル利用）
ゆいレール旭橋駅より徒歩約12分

■駐車場無料／
（先着順42台まで・大型車不可）

館内施設
コインランドノー（洗濯機・乾燥機）

自動販売機、インターネットコー
ナー、セルフカフェ（ホットコーヒーセ
ルフサービスコーナー1500～21

00）、全客室・ロピーWl一印妻続可能

JJりr上■rJ．ヽrり欄IJ．－】rJけヽ

1洋室／バス・トイレ付（定員1～4名）

■チェックイン・アウト／
】N1400　0UTll：00

■那覇空7巷より華で約10分
ゆいレール旭橋駅より徒歩約5分

t駐車場有料／
1泊につき1台1，α泊円

館内施設
レストラン、宴会塙、ショップ

「－禦「「
療凍イワロイネッ悼テル那覇国置罰0董

J几IrgJ nrFり〝．り＿lr化ハ■

■洋髪／バス・トイレ付（定員1～3名）

■チェックイン・アウト／
lN14▼00　0UTH00

■那覇空港より車で約15分
ゆいレール牧恵駅直結

■葺主事場有料／
1泊につき1台1，000円

（先議願60台まで）

鮨両施設
レストラン、コインランドノー（洗濯機・乾燥機）

自艶販売機、全室ロビーW・R接続可能

「妄漂訂1

私
流
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続
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鵜抽暗憾録漣掛か緩脾包纏綿タ

群＿　叫、
壬‾

ノ、J¢＼へ、、ご、メソ、

RESORTHOTELKUv淀はし1i沌

［灘に癒される至鮎の時、そんな心安らぐ場所

①ウエルカムドノンク（滞在中1回）

②朝食券をブランチに変更可（限定メニュー）※1130～13・30

っ凛■一一　　　　㌧て∵

▼ケ■■一一

・トイレ付特0～34打て）

スタンダードソイン洋室（定員1′｝4名）

r　　■チェックイン・アウト／削14．00　0UTll：00

・▲一一、．千
■久米島空港より車で約20分　■駐車場／無料

舘内施ぷ
レストラン（和食・洋食）・ティ∬ラウンジ・ショップ・スポー

一隅．－　ツデスク・インドア＆フィールドスポーツ・ゲームコーナー・
叫～　コインランドリー

ちょっと優雅な気分になれる南欧風のリゾート。

庖組虹餞潤営業
崇≡5歳のお子様で慕い秤プランをご利用の場合、別途朝食代

1食につき1．155円が必要です。

お部屋はトロピカルムード満点。ゴージャスなバカンスをお楽しみください。

■宿泊日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5Fay川gぬy CaJendar

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 � 

議で �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

UPなし �UPなし �1，000 �3．900 �UPなし 

UPなし �UPなし �1，200 �4．100 �UPなし 

‡ �UPなし �UPなし �1．600 �4．400 �UPなし 

UPなし �1．100 �2．900 �7．600 �UPなし 

2，500 �4，200 �7．100 �16，100 �1，100 

8，400 �10，800 �13，800 �25．300 �5．700 

鴨‾二‾P．　■．‾・‾EEFBEACH HOTEL

エメラルド色に輝く海を挑めながら釣沢な時を過ごす

J‘′　　　　～gJ

■客室／バス・トイレ付く28～30哺

テテククスツイン洋室宅定員1～4名）

■チェックイン＝アウト／lN14こ00　0UTllOO

暮久米島空港より車で約25分　■駐車場／無料

鮒宣句施．詑

ホテルの目の前に広がる白い砂浜。

「日本の渚召還」にも選ばれたイープビーチ。

1宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月

レストラン（和食・洋食・郷土料理り†－ベキュー）・ロ
ビーラウンジ・バー・ショップ・ゲームコーナー一・・インター

LiTiJbしこ＿い・こ　匡引出
有　　　　　　　　　　等薫洋　諜逢年

∫■11呂

Sray川g day CJ童JeJ】dar

2014年2月　　2014年3月　　201時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／単位二円） 

・＝ゴ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

UPなし �UPなし �1，000 �4．400 �UPなし 

UPなし �500 �1，600 �5．000 �UPなし 

500 �1，500 �3，800 �9，400 �UPなし 

i ぎ �2，500 �3，700 �7，100 �11，700 �2，300 

5．800 �7，000 �11，600 �18．300 �5，700 

私
流
探
検
沖
縄



CYPR［SS R〔SORTKUM［」lMA

湘腎樋碑弊凍細鴫
全室オーシャンビューの部屋からヤ王む、沖縄随一一一のサンセット　　　　　言攣

｛客室／バス阜イレ付細浦）
デラックスオーシャンビュー洋室（定員1～4名）

■チェックイン・アウト／lN14：00　0UTl100

■久米島空港より車で約3分　■駐車場／無料

締拇施設
レストラン（バイキング・コース料掛単品メニュー・アラ加ルト）・

ラウンジ・ショッナフィットネス・トリートメント・コインランドリー

信』日立由七一　臨
有　　　　　　　　　　　　憲章諮善業

；芙4～5歳のお子様で悪い確プランをご利用の場合、別途朝食

代1食につき1．050円が必要です。

時間を忘れ、悠久の時に浸る四次元の世界。
全室オーシャンビュー。ベランダから眺める「水平線に沈む夕陽」は絶景です。

■宿泊日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sfay川g day CaJendar

2013年10月　2013年11月　2013年1 2014年1月　　2014年2月　　2014年3月　　2014年4月　　2014年SR

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 �4名1室 �3名1室 �2名1稟 �2名1室1名利用 � 

UPなし �600 �2，300 �8，200 �UPなし 

UPなし �600 �2，700 �9．000 �UPなし 

2．500 �4．600 �9，200 �20，900 �1．400 
邑 ぎ �4，900 �7．900 �13．700 �29，900 �3．600 

㌣■「二・‾．‾‾‾．丁目．‾　－∴P剛Cl〟咽ORT・YOR（：檜J

リゾートヨロン
エメラルドグリーンの海とJr！浜のサンセットビーチに癒したトロピカルリゾート臆

■客室／バス・トイレ佃（29．39nj）

．ふ　ステ・タイ式マッサージ・フィールドスポーツ

首魁，離、5。円幽弧沌臨珊集
※3～5歳のお子様で添い漂プランご利用の鳩舎、

別途朝食代630円が必要です。

紺碧の海に囲まれた敷地内の白亜のコテージは、エーゲ海リゾートを思わせます。

■宿泊臼カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　SfayJng山y CaJendar

2013年10月　m牢11月　m年12月　2014年1月　　2014年2月　　細14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泊万たり／サービス料・諸税込／単位：円） 

・三一一一 �4名1室 �3名1室 �2名1筆 �2名1窒1名利用 � 

を �UPなし �UPなし �500 �3．300 �UPなし 

2，500 �2，600 �3．800 �6，700 �UPなし 

律恕 �3．600 �4，200 �5，500 �8．900 �1．700 

増や㌢杵環　　　　　　　　　　‾言輝・闊一二二二二NATlV［S［AAMAMl

轡終料簡統率建
倉崎ピーチを望む釣台にあり、ホテル館撫はすへてがオーンヤンヒュー穿き濾

■宿泊日カレンダー

t客室／パス・トイレ付く29．39rポ）

ツインルーム洋室（定員1～3名）
ロフトルーム洋室（定員4名）

■チェックイン・アウト／削1500　0UTlOOO

■奄美空港より車で約20分　■駐車場／無料

レストラン（和食・洋食トシャワ十重・ラン軋卜

転臨

5ray川g day Caje乃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

確別 �■宿泊差額代金 � 

志で �4名1室 �3名1室 �2名1室 �1名1室 � 

≡ �4．000 �4，800 �5，500 �7，700 �3，800 

7．000 �8，000 �9．100 �12．000 �6，800 

私
流
探
検
沖
縄
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匪読者啓に常備義島》

南ぬ島
石垣空港
PAINUSHtMA

＿萱草ここ‥

八重山乗り放題乗船【ドリームパス】（石垣島ドリーム観光）

0石垣島⇔竹富島　　　　　　　　（高速船約10分）

0小浜島⇔竹富島・　　　　　（高速船約30－40分）

0石垣島⇔小浜島　　　　　　（高速船約25～45分）

の小浜島⇔西表島【大原港】……………（高速船約35分）

0石垣島⇔西表島【大原港】（高速船約35分～1時間5分）

か西表島l大原港】⇔竹富島　　　・（高速船約35分）

i′石垣島ドリーム観光が運行する航路であればご利用可能です。
フリー期間内であれば航路数の制限はございません。

、′退行時間は変更になる場合がございます∴運行日　通行時間は、こ確認下さい。

′；天操等の理由により運休となる場合がございます。予めご了承下さい。

，1トー　ANAiNTERCONT2NENTAL蓼S卜＝GAK曇RESつE

肘掛「ノター‥コノチネノ勃ン苗再リゾー
高水準なサーヒスで八重一日な汀ではのかけがえのないリゾ⊥・ト棒敬をご㍑倶

ルームグレードUP＊伽〝ZG眈養膵　癌記　　　二滴耶鎚一・‾ト頑 ����������� �� 

彗」牒 　　　く＝（ ����� �二．＿鷹だ乳∵‾ � �＿甑∵r㌻‾‾ 慶訪長一虹 忘魔■L＿＿． ����鎧 
デワックスダ ��ワ一汗塞 ��l亡臣罰 レ付細別鵡 用につ �沖ミ細卜棚－シ曲一隅朋1瀦） ��▲職 �アムかシャンh－洋室促　卜猪 
タワーウルダ ��阻】二闇馴■ ���コーラかケイン列2－脾〉バス・トル付湖山‡ ��コーラ �ル　ルググ2－′1附′、く糾 ���筍椅■紆Im 

ルード∪ ��代金（ひと凋 ���グレードUP代金（おひとり射泊につき〉 ��■ �レードUP代金（おひとり様 ���泊につき） 

経タイ �圭l】 ��‡‡仁 ��客室タイプ1　全期間 ��葛違タ �イブ≧1t　t　！ ���】箋 

2～4名唱 �3－400円UI ��4，500RW ��2－5名1室12．300円UP ��ト4名 �憎 �7．80餉up � �．射OW 

1名1皇 �6．70伽W ��7，的0即 ��1名1室14，500円UP ��1名 �1宝 �12．300円UI � �00円W 

寒雲タイプ � �� �� � �！連タ �イ � � � 

ト4名1空 1名唱 �1 �，700円脚 ．000郡P �l l �％〇円脚 00円岬 � �代金の嶋蘭酌婦代金より追加 奇勝きます。 �ト4名 1名 �ほ ほ �11，200円W は側〇円岬 � �，60蝕W ，80触り† 

ルームグレードアップ　とってもお柑楯泊情報
①レイトチェックアウト／0UT1200（通常1100）　（酌さらに、プレミアムオーシャンビューをこ珊」用のお客様には

③ウェルカムドリンクチケット（滞在中1回）　　　　　　　　●ミネラルウォーターをご用真夏

③クレードアップアメニティーバスローブをご用意　　　　　●3連泊以上のお客様は①ランチ1回付（限定メニュー）

④3連泊以上のお客様へレストラン10％割引チケットを　　　　　　　　　　　　　①夕食（有償）時、ワイン1本サービス（1室1本）

1室1枚ご用葱（12／30－1／2は利用除外）　　　　　　　　　　　　　　　　　①タラソスハでの10％割引券（お1人憬1回）

地」二12階建ての帆胎をイメージした

壮大な外観。うつくしい自然の中で

南の楽園をエンジョイできます。

■客室／スーペリアタワー洋室偲鼻1～4名）
タワーウイング（3～5隙）

■チェックイン・アウト／】N14・00　0UTllOO

■石垣空港より車で約20分　■駐車場／無料

＆バー・ショップ・リゾートセンター・フィットネスルーム・タラソスパ・
ゲームコーナー・インターネノトコーナー・コインランドリー

転』狛払底．留畠
‡茎′通年　叢署避琶薫

とってもお得宿泊情報

①ドライ＆ミストサウナ付浴場利用が滞在中無料

（勤温海水屋内プール滞在中無料

③屋外プール滞在中無料（季節営業）

④プール・スパ施設でのタオル貸出無料

⑤ホテル前マエサトビーチでのパラソル＆

チェア及びタオル貸出無料暦に限りがこぎいます季節営業）

⑥チェックイン前サェックアウト後のロッカー＆

シャワーのご利用可（当日に限ります）

荘・糊食券を当日のランチに変更可（限定メニュー）

⑧バレーパーキングサービス＝ホテルスタッフが

猷車場へお車の移動及び配車を行います。

■宿泊臼カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1

5　ayLng daァcaJendar

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） 

議で �4名1室 �3名1量 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

4．100、 �6．500 �9，300 �22，800 �3，900 

5．300 �7．600 �10，500 �23，900 �5，100 

7．500 �9，800 �13，200 �26，700 �7．300 

8．600 �10，900 �14，300 �27．800 �8．100 

9，700 �12，000 �15，500 �28，900 �8，900 

10．800 �13．100 �16，600 �r　30．000 �9．700・ 

13．000 �1説400 �18，800 �32，200 �11，200 

14，100 �16，500 �19，900 �33，300 �12．000 

18．000 �20，900 �24，400 �37，800 �15．100 

31，400 �35．400 �38．800 �52，200 �25，200 

私
流
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KA削YUSHj CLUB HOTELIS抽GA闘JiMA

紳醜鈍感鯖独断繍席適賜
・、・・－■　∴∴・1、し・l∴＝＿．1－二・丁、・・∴1・∴！’：■．∴■、．＿＿、　∴・・

雄大な薄を望む小高い丘に建ち、赤瓦屋椙と　館内施設

周回の縁のコントラストが美しい、全室南向き　　レストラン（和食・洋食・琉球料理・創作科臥しゃ

オ岬シャンビュ岬のホテル。　　　　　　　　　ぷしゃぶ）り†－＆ラウンジ・ショップ・エステマッサー

HOTELINFORM∬ION E証旺迂「　ジサロン・ネイルサロン

■客室／バス・トイレ付（58ポ）
デラックスルーム洋室（定員1～4名）

■チェックイン・アウト／lN1500　0UTll OO

■石垣空港より幸で約10分　■駐車場／無料

LJ由山由L田臨
有　　　　　　　　　　　　　　　サウナ　摩節営業

ルーム何

HC号EL卜HKKG fA［YAMA

止テル「、！証ノ1．箪巨
エコ子やレンシホテルに豊緑し、軌土jにすごしいホテル

FUSAKI RESORT VぎLLAGE

7号ヰリゾートヴィレッジ

①レンタサイクル利用50％割引（滞在中1回）

①早期申込割引（30目前）1泊お一人様1，00（椚闇引（53VFR28＃4）

②アニバーサリー特典※要事前申込（誕生日、結婚記念日）スパークリングワインのハーフボトルをご用迂

①フリードノンクラウンジ（14：00～17‥00叫で

コーヒー・紅茶・ソフトドルク＆プチデザート掛酔ll何度でも利川可

③客室アメニティに「ブルガリ」をご用意

③客室冷蔵庫に「石垣島産100％パイナップルジュース」のボトルをご用意（甑1、lガラス製ボトル絹充なし）

④チェックイン時にお好きなフレーバーのアロマ製油ボトルをご用意

⑤ホテルオリジナルミネラルウオーターを毎口ご用意

①早期申込割引（30日前）1泊お1人様500円割引（53K川28＃4）

②アニバーサリー特典※要事前申込

ハネムーン・滞在中にお誕生日（要証明）をお迎えのお客様へお部屋にスパークリングワインをご用追．

■宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月

5fay川g daァcaJendar

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／サービス料儲税込／単位：円） 

・＝・ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 
i �8．600 �10，900 �13，200 �26．700 �7．400 

9．100 �11，500 �13．800 �27．200 �7，700 

12，500 �14，800 �17．100 �30，600 �10，100 

14，700 �17，000 �19300 �32，800 �11，600 

き �24．700 �27．000 �29，400 �42．800 �17，900 

35，800 �38．100 �40，500 �53，900 �29，000 

謹直
1客室／バストイレ付く226～307∩†）

タプル（定員1名）スタノダードッイノ（定員2～

3名）テラソクスツイン（定員4名）

議　事チェックイン・アウト／1N14・∞OUT1200（通常11‥00）
t石垣空港より車で約25分

■駐車場／有料：500円（1滞在1台あたり）

盤内施設
レストランく和・洋やバイキング・焼肉トバーラウンジ・喫
茶・ショップ・コインランドノー

L bb　臥・一転
■宿泊日カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Sray川g day c∂Je刀dar

201沖10月　201諦11月　2013年12月　201時1月　　201時2月　　201喋3月　　2014年4月　　201碑5月

種別 �■宿泊差額代金 � 

義軍 �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名刺用 � 

1，900 �3．100 �4，300 �12，000 �1．200 

2．500 �3，700 �4，900 �13，000 �1．600 

i �3，000 �4．200 �5．500 �14．000 �2，100 

3．600 �4．800 �6．000 �15，000 �2．500 

皇 �4．700 �5，900 �7．100 �17．000 �3．400 

5，800 �7．000 �8．200 �19．000 �4．300 

6，900 �8，100 �9．300 �21．000 �5，200 

8，600 �9，800 �11．000 �22．700 �6，800 

Ll▼　→
iW1■河

■宿泊巳カレンダー

［璽璽≡⊇
■客室／バストイレ付（30rポ）

スタンダードコテージ洋室（定員1～4名）

■チェソクインアウト／lN1400　0UT1200樋鴬11∝l〉

■石垣空港より車で約35分　■駐車場／無料

ん意をノ需品詑

レストラ／（軽食郷士料理ハーペキュー）喫茶ンヨッブマ
リノカウンターアロママッサージテニスコートコイノラノドリー

出払転留人鼎
5faァ川g day CaJe乃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 �（おひとり様1泊あたり／サービス料・諸税込／単位：円） 

議で �4名1室 �3名1室 �2名1璽 �2名1室1名利用 � 
盲 �2，500 �3．700 �4．900 �13．900 �1．500 

3．600 �4，800 �6，000 �15．000 �2．300 

4．700 �5．900 �7．100 �16，100 �3．100 

5．300 �6．500 �7．700 �16，700 �3，400 

5．800 �7．000 �8．200 �17，200 �3，800 

6，400 �7，600 �8，800 �17，800 �4，200 

6，900 �8，100 �9，300 �18，300 �4，600 

10，300 �12，600 �14，900 �23，900 �8．500 

】 �15，800 �17．000 �20，500 �29．500 �12．400 

19，100 �21．500 �23，800 �32，800 �14，700 

私
流
探
検
沖
縄



「T増IS川GAKI RESORT GRANDV剛O HOTEL

剥離蝉崩孝狙噂粛漉摘塊
渠…・‖⊥恒，‡W∫‥、ブ　　パリ　′－Wいれ血血｛h“h一一一　一

とってもお村村的惜報

①祝5周年！2連泊以上のお客様に5つの中から選べるポイント

A．レストラン琉華にて夕食利州時、ローストビーフプレゼント

nJ‖平淵こてグラスボート乗船11司

C琉球エステ利用時、琉球コスメプレゼント

D．ホテルルiイDeigo」でオリジナルカクテル1杯

E．ペアシーサープレゼント
㌫お申込の際上記よりお好きなコースを1つお申し付け下さい。

／娼は瀦鼻や天候不良の為ご利用丁剰ナない場合もございます。

②「八重山エンターテーメント」毎晩糊触
（ホテル敷地内2000－2030）

ハイゼヰ専絹宿泊ホイント

①早期申込朋刷（6珊前）l泊お一人梯500円割引（幻【GV28均）

②アニバーサリー特典（誕生口、結婚記念日）、‡要事前申込
打倒】にわた／用紙招記念睦ぶ迎えのお客杖へオリジナルグッズをご用モ

堰匠田
■客室／バス・トイレ付（35．62～464n萄

寵指定なし洋室く定員1～3名）
洋室ロフト付く定員4～5名）
i；4～5名1璽利用の場合ロフト付の寒空にてお客

様ご自身で謀具のご用意を頂きます。きたnフトへは
様子階段をご利用となりますで、ご年配の方・小さな
お子様にはお勧めできませんe予めと了承下さい。

■チェックイン・アウト／lN14．00　0UTllOO

■石垣空港より車で約40分　■駐車場／無料

レストラン（バイキンク・郷土料理・石垣牛焼肉＆ダイニング）

カフェバー・ショップ・スパ・マッサージ・カラオケ・ゲームコー

ナーインターネットコーナー・ツアーデスク・コインラン軋ト

Sfay川g day CaJe∫】dar

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／サービス料儲税込／単位：円） 

這讐 �5名1室 �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

1，300 �2．500 �3，700 �4，900 �13，900 �1，200 

1，800 �3．000 �5．400 �6．600 �17．200 �1，700 

3．500 �4．700 �7，000 �8．200 �20，600 �3．400 

4，600 �5，800 �8，100 �9．300 �22．800 �4，500 

6，800 �8，000 �10，400 �11，600 �27．200 �6．700 

9，000 �10．300 �12，600 �13，800 �31，700 �8．900 

21．300 �22，500 �24．800 �26，000 �56．100 �21．200 

・・BEACH HOTEL SUNSHINE

ビーチオチ／トサンシャイン
【■・・い　‾　■　■　■　　　　　．　　　　　　－、

①露天付展望大浴場利用無料

′、イせ一車種蕪やホイン＋

①早期申込割引（30口前）
1泊お1人様500円割引（53BHS28＃4）

②アニバーサリー特典
（誕生日ノ、ネムーン、鮨婚記念日）※要事前申込

海側のお部屋をご用意
敷但し、12／30～1／2宿泊及び5／3－5宿泊は除く。

■宿泊日カレンダー

2013年10月　2813年11月　2013年12月　2014年1

、国
■客室／ハス・トイレ付（24rポ）

スタンダードツイン洋室・山側（定員1～3名）

■チェックイン・アウト／IN1400　0UTll二00

■石垣空港より車で約30分

■駐車場／無料

鋸’需品詔

レストランレマイキングまたはセットメニュー・和琉食・

和洋食・バーベキュー）・ショップ・マリンコーナー

※季節営業・エステ・マッサージ・コインランドリー

臨‖由日田目盛
肴　　；芸者習　　絹天村　　緯度官業

柑／1．050円　産室大嵩鴇

Stay川g day CaJeJldar

2朗4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／サービス料儲税込／単位：円） 

議で �3名1室 �2名1室 �2名1室1名刺用 � 
i �2．000 �3．200 �10，000 �500 

3，100 �4，300 �11．100 �1，100■ 

【 【 �3，700 �4，900 �11，700 �1，500 

5，900 �7．100 �13．900 �3，100 

1 �10．400 �11．600 �設定なし �6．200 

11．500 �12．700 �設定なし �6．900 

よ圭Jむ　さ、㍉　　　　　　　　＼

ホテルロイ・抽付り
やさしい空閏て1逓こす、くつろき〃）リソーート

一■、■－■

■■、■■■

とってもお待宿泊情報

①5泊以上のお客櫛こはキッチンセット無料貸川
路要事前予約

②アニバーサリー特典
※要事前申込・要証明
ハネムーンのお客様には、夫婦箸をプレゼント

また、滞在中に、お誕生日をお迎えのお客様には
バースデーケーキをご用意

■宿泊日カレンダー

小1測　ROYAL MA剛NE PALACE

十　　　〔

●客室／バス・トイレ付く51▲02～79．70が）

スタンダードツイン洋室（定員1～2名）

デラックスフォース洋室（定員3～5名）

■チェックイン・アウト／tN14，00　0UTll・00

■石垣空港より車で約35分

■駐車場／無料

1i・j・こ∴

レストラン（和・洋バイキング）

ショップ・コインランドリー

l当　由1・二二＿
芸有料　　　繋有れ

帽招，000円　帽／執刀円

Sraγ川g daγCaj印dar

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月　　掴弓　　2014年3月　　2引4年4月　　201明≡5月

種別 �■宿泊羞顔代金 � 

宗詳≡ �4名1塞 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

500 �1．500 �2，700 �9，400 �UPなし 

1，400 �2，600 �3．800 �10，600 �600 

2．500 �3．700 �4，900 �11．700 �1．700 

4．100 �5．400 �6．600 �13．300 �3．400 

要 �7．500 �8，700 �9，900 �16．700 �6．700 

一㌧が1貞■■－　HOTEL EAST C州NASEA

淑翻由昼軸援麻凋埠や
川「症潤‡J犠牲抜く、

i■l■l｛l■
■■l■ll■l■
l■l■l■ll■‾
■l■l■l轟一■l■■1
■l■■11山■l■t■■し

11－1■■■こ■】■】■

①3連泊以上で夕食1回付（限定メニュー）

■宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年1

煎㌔1－遜査証］

■客室ノバス・トイレ付（191～43が）

洋室または和室／無指定（定員1～4名）

■チェックイン・アウトパN14：00　0UTll．00

■石垣空港より車で約30分

■駐車場／有料1泊500円

錆内施一致

レストラン（バイキング）・マッサージ・コインランドリー

同園軍鮭
有

；●i4・Stのお子様で弄い寝プランをご利用の場合、

別途鈍食代1食につき660円が必要です。

5f8γ川g d8y CaJer】dar

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（ � 

・ミ・二 �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1宴1名刺用 � 

∃ �UPなし �UPなし �1，000 �6，700 �UPなし 

UPなし �500 �1．600 �7．200 �UPなし 
ミ 1 �500 �1，500 �2．700 �8．300 �UPなし 

1．400 �3，700 �6．000 �11，700 �UPなし 

私
流
探
検
沖
縄
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CLUB入植D KA鋸RA RESORT BEACH

クラブノ・バご石珂
一重j

貞コ
おナ精には有子柾の、大人には左ししっリソートステイ

≒し　∈≡≡塾

■客室ノパス阜イレ付（26nj）
ス岬′ヾリア洋室（定員1～4名）

tチェックイン・アウト／lN14：00　0UTll：00

1石垣空港より車で約40分■駐車場／無料

露斡旋設
メインダイニングムール・パー・シアター・コンファレンスルー
ム1フットネスセンタ一・オプショナルツアーデスク・プテック・
ランドリー・ビリヤードインターネットコーナー

抱起撃｝一還憲漂諾賢
者

宿泊代金には、宿泊費・滞在中の食jJi3食及び軽食・バーでの各種アルコール、ソフトドリンク（一部

除く）・スポーツやリラクゼーションなどのアクティビティ・お子様を掛ナられるキッズサービス（一部除

く）・かノジナマルエンターテイメントショーやイベント、パーティーなど（一部除く）も含まれております。

ハイ七一専紺掴泊ボイント

①判明申込割引（60目前）1泊お一人様2，000円割引（53CMK28菩9）

②早期申込割引（21日前）1泊にお1人様1，000円割引（53CMK28早出

③「ロングステイ割引」4泊分で棉ほで楯泊可能（4泊＋2泊無料）
崇ロングステイ割引対象除外日12／28～31初泊4／刀～5／4初泊㌫「早期申込緋；l」と「ロングステイ郡引」の併用はできません。

④アニバーサリー特典（誕生日）幾要事前申込
滞在中にお誕骨相をお迎えのお客様へにバースデーケーキをご用意

■宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年12月

Sfay川g day C一封endar

201岬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 � 

蒜綬 �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名刺用 � 

12，700 �12．800 �12，900 �23，600 �5，600 

13，700 �13．800 �13．900 �24，600 �6，100 
l l �14．800 �14．900 �15，000 �25，700 �6，700 

－18．000 �18．100 �18．200 �28，900 �8，800 

19．000 �19，100 �19．200 �29，900 �9，300 

26，500 �26．600 �26．700 �58，500 �13，500 

27，500 �27．600 �27．700 �38，400 �14，600 

34，900 �35．000 �35，100 �45，800 �18，800 

HOTEL PEACE‡SLAND TAにETOMU帆伊

波祭綽唇東新倦ジう阜衝竜泉
緑l■－かな自然と丈佗びJ　ヾろへい　一夕‾言ミ

①ウエルカムドノンク（滞在中1回）

■宿泊日カレンダー

・、堅堅塁型

■客室／バス・トイレ付（26～33nj）

スタンダードツイン洋室（定員1～3名）

ファミリータイプ洋室（定員4名）

■チェックイン・アウト／lN15：00　0UTll・00

■竹富港より送迎車で約3分

石垣還（石垣震）⇔竹冨遠の絹代は含みません。

詳しくは6ページをご覧ください。

レスト㌫▲（議扁遠議㌫目盛
はバイキング）・ランドリー・物干し　　　有

5fay川g day CaJendar

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月　　2014年2月　　2014年3日　　20日年4月　　2014年5月

■宿泊差隠代金（おひとり様1泊あたり／サービス料儲税込／単位：押

こども（二卜11酎3嶋哩

】S州GAKISEA引DE HCIT［L

右通シーサイドホテル
1離山ヒーナがtiぴハ川U）リソートノ」、テルー　叩叶…WWW仰柵

（手早期申込割引（30口前）1泊にお1人様

おとな：1，000円割引

こども：700円割引（53lSS28卓4）

②2連泊以上でランチ（限定メニュー）1回付

⑨アニバーサリー特典（誕生日、結婚記念日）
フ姉サービス（スタッフの手作りフォトフレーム付）
燕チェックイン時に申し出が必要（要証明書）

［盃盃辺

■客室／パス寸イレ付（24～36n萄
スタンダード洋室（定員1～4名〉

■チェックイン・アウト／tN14：00　0UTllOO
■石垣空港より手で約30分■駐車場／無料

レストラン（和食・洋食・バイキング・部土料理・バー
ベキュー）ティーラウンジ・ショップ・グランドコルフ・
マリンデスク・コインランドリー・エステ（季節営業〉

』日出・㌧　田由
蔑事l琶簾

2014年1月　　2014年2月

Sfaγ川g day CaJer】dar

；「　2014年4月　2014年5月

掘削 �■宿泊差額代金 �（おひとり様1泊あたり／サービス料儲税込／単位：鞘 

宗旨讐 �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

1．400 �2，600 �3．800 �9，400 �700 

3．000 �4，200 �5．500 �11．100 �1．900 

4．700 �5，900 �7．100 �12，800 �3．100 

8，600 �9，800 �12．100 �17，800 �6．600 
‡ 蓑 �12，400 �13，100 �15，500 �21．100 �8．900 

」UNGLE HOT〔L PA－NUMAYA

メ適畠ジ・け竹雄テルノⅥけマヤ
大日ノノさに囲まれた†－‡摘、なリソ…ト　血W伸一仙刷血　¶¶¶¶

自然との共存をテーマに、自然環境保護の観点からコミ
の減iを考え、お部屋には歯ブラシ・カミソリのアメニティ
は設置してあません。ご持参頂けます様お願い致します。

■宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年1

L舐監旺コ

t客室／バス・トイレ付（28～45nj）

スタンダードデラックス洋室

（定員1～4名）

■チェックイン・アウト／霊N14：00　0UTllOO

t大原港より車で約30分

■駐車場／無料
・‘；石垣蓋⇔竃奈大原遠の鷺代は含まれておりまセん。

詳しくは6ページをご覧ください。

館内施設
レストラン（郷土料理）・ショップ・図書コーナー・

コインランドリー

臨転封函慮

5faymg day C一aJeJ】d．ar

「　2014年4月　2014年5月

種別 �■宿泊差顔代金（ � 

蒜旨で �4名1室 �3名1室　l　2名1室　【2名1妻1名利用 ��� 

≡ �1，400 �1，500 �3，800 �9．400 �UPなし 

2，500 �2，600 �4，900 �10．600 �UPなし 

葦驚喜 �3．600 �3，700 �6，000 �11．700 �800 

－5．800 �5，900 �8，200 �13．900 �2．300 

10．300 �10，400 �12．700 �18．300 �5．400 

yタ　　　　7〆　　　　　／7
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