
ご利用ホテル※矧こ記載のない剛鳳ト．レ付き※基本グループホテル以夕搾ご利用の場合は、追加代金が必要となります。

ナルブラン（P．55参酢もご用意しております。 ●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00
★那覇空港から章で約80分

雷団闇固　く高速利用で約50分）

因習還　　　　　　　　」d■鐘声

ホテルからのおもてなし（共通）　　●洋室3～5階（1－4名1室）

【1泊または3連泊以上】お子様は滞在中昼食付き
※12／29～1／3、3／2ト4／6は3連泊以上ぷ弧外は1泊から対象

※小人代金でご参加のお子様で、大人同伴の場合のみ

ハイフロアオーシャンサイド／
ハイフロアビーチサイド

盗ムグレードアッププラン　裔霞

（畳コーナーテラスかシャンサイド

血由岳i　図国

コーナーテラスビーチサイド

れ＿＿‾ェ書‾‾皇
●洋室5～8階（1～3名1室）　　　　　　●洋室5～8階（1～3名1室）

重奏≠iii岳ii団暦配

プレミアムフロアオーシャンサイド

●洋室9階（1～2名1室）

胡払Z′仇り攫ド豆嘲勒（主役昆虫ノ

☆プレミアム専用ラウンジ利用可能
☆グレードアップアメニティーアグラリア付き

rANAスカイホリデーゆくるラウンジ」にてスイーツや　r†じr　　げ　●スタンダード洋室

ただし、ビールは1日1杯となります。

ホテルからのおもてなし（共通）中　　●洋室（1～4名1室）

ほくほく10＋クーポンマップ付き

【2連泊以上】レンタルカート50％割引
朝食を昼食に変更可能

●ダブルルーム洋室（1～3名1室）
●洋室1～6階（1～4名1室）

－．＿＿j三三士士　真木玉更正■■■＿
☆ファミリーパスポート付き
☆ウェルカムドリンク＆フルーツ付き
☆カート1部屋につき1台利用可（要普通免許）

（高遠利用で約70分）

固園囲闇8日圏

ナマリオットクーポン付き

（2連泊：3枚、3連泊：4枚、4連泊以上：6枚）

☆朝食ルームサービス1回付き
☆ウェルカムドリンク＆フルーツ付き
☆カート1部屋につき1台利用可（要普通免許）

●洋室10－13階（1～4名1室）

☆アーリーチェックイン12：00、レイトチェックアウト12：00

※12／28～1／3、4／26～5／5（利用日）を除く

☆専用チェックインカウンターをご用意

☆マリンメニュー1回利用可（メニュー限定）

ad8m上の地域名中北部

－‾■、一　　札軽罪〃脚狙灘こ1沙　　　′

☆マリンメニュー1回利用可（メニュー限定）
☆サウナ付き大浴場利用可

●デラックスルーム
洋室（1～3名1室）

※禁煙ルームのみの設定となります。

（ホテル内に喫煙スペース有り）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUT12：00

★那覇空港から車で約90分
：二二三ご竺＝習訝

園匿園田　商連利用で約75分）

日田匝空司

みまも輔学の訃紛お梢の観納棉とな服も

●洋室（2名1室）

●和洋室5～9階（1～5名1室）

d蟹　⊥
例（イメージ）　●ツイン洋室14～15階（1～3名1室）／

☆専用ラウンジ、スパ滞在中利用可能
☆アーリーチェックイン12：00、レイトチェックアウト12：00

※12／28～1／3、4／26－5／5（利用日）を除く
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ご利用ホテル※特に記載のない剛鳳卜．レ付き※基本グル＿プホテル以夕掩ご利用の場合は、追加代金が頗となります。

adam上の地域名：中北部

●クラブデラックスサンセット

洋室（1－2名1室）
※全室・全館禁煙となります。

●1泊朝食付き
●一N14：00／OUTll：00

★那覇空港から車で約90分

画面※漂講習毘冨諾態様団匿】
自　　　認謁讃鷹記客

勺

Ⅳ…「　●？きつ讐芦ツクスオーシャン洋室（2名1室）／

クラブデラックスオーシャン2ベッドルーム
洋室（3～4名1室）

ご㌻タラソプール・ドライサウナ・トレーニングジム利用可能

（タラソプール1／20－1／29利用できません）

☆ラウンジサービス（ティータイム、カクテルタイム）

（高速利用で約75分）

ddam上の地域名：中北部

固恩田

●クラブデラックス洋室
2階（1－2名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★那覇空港から車で約75分

（高速利用で約60分）
※ご利用は16歳以上のお客

様のみとなります。乳幼児
のお客様もご利用いただ
けません。

☆ラウンジサービス庁イータイム、カクテルタイム）
☆お部屋にウェルカムフルーツ
☆ターンダウンサービス（お休み前のベッドメイク）

●洋室3～10隋（1～2名1室）

塾垂室築讐讐腰I貿讐讐票、華l巴讐学二軍

園園田日田
．　　1．ニ‾i．－L・こ∴■、、

■　　　‾　　　　　　　　　　　r　　　　　‘て　　　　　　1　　　　　　　　　：　　　．　　．ヽ　　　　【　　　　　．　　．　－‘■」．

インドアプール、スルサウナ・スポーツジム利用可

6歳添い寝不可

●洋室（2～3名1室）

☆ウェルカムアメニティをお部屋にご用意

・▼＆■　　　ふ　一一11－　乳一〆／＼　　　　　　　　　　　　∴守君’／丁’1笈」　　山　　　＝＿ゝ－　　r JLJ

●洋室（ト3名1室）　　　　　　　●洋室（1～3名1室）　　　　　　　●洋室（ト2名1室）
※欝‰韻語宅だなり、バスル‾ム　　　　　　　妄磯転読

14：00－16：00、カクテルタイム18：00－20：00）

堅空室萱貿竺讐的l習癖頭
．て⊆副■「竺≒寧

惣亭提琴匙JJ ：00

画面扇面★驚諾諾諾欝
l‾㌣●1亡ヨ　宣ごまミき＝芋

えr【2連泊】スカイホリデー72メニュー付き
、；【3連泊以上】スカイホリデー73メニュー付き

●洋室9～10階（1～4名1室）

☆ロクシタンのアメニティ付き

●洋室（4～8名1室）※フリッパーズルーム
（お子様2段ベッド＋エキストラベッド）＋スーペ
リアツインの2部屋利用となります。※必ず小
人代金適用のお子様を含んでご予約ください。

●洋室‖階（1～3名1妻）　　　　　　　●和室（2～4名1室）

√　　、で・いと′く忙乍Jrミニ即即‾1Wユ■　　　　　ユ　1　　　　几l）ZⅦ仁ト■el型皇

☆クラブラウンジ利用可能　　　　　　　☆クラブラウンジ利用可能

☆山田温泉利用可能　　　　　　　　　☆空港⇔ホテル間の送迎付き孤

団団囲箇
園田自転　　　　一一

☆朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）

33

●デラックス洋室（1～4名1宴）

adam上の地域名：中北部

●デラックススタイル洋室
（1～2名1室）、ラグジュアリー

スタイル洋室（3－4名1室）、

コンド棟デラックスルーム

洋室または和洋室（2－4名1室）

※全室祭煙となります。

（ホテル内に喫煙スペース有り）

画喜扇面亭遺墨琵琶壷t叫
自由】‾★那覇空勤’ら串で約90分（高速利用で約50分）

巨∵塞浮環戎痩
☆【3連泊以上】館内利用券2．000円分付き…

●ラグジュアリー洋室（1～4名1室）
※禁煙ルームのみの設定となります

☆専用アメニティをご用意

●工クゼクティブスタイル
洋室（2－4名1室）

adam上の地域名：中北部

き妄；
壷園
田
［＝｛▼

●エグゼクティブスイート洋室（2名憾

全室禁煙となります。（ホテル内、

客室テラスに粗スペース有り）

1泊朝食付き
ぎrm，●IN14：00／OUTll：00

（馴窟；琵琵
お客様のみとなります。乳幼児のお

客様もご利用いただけません。

、那覇空港⇔ホテル間送迎付き
（ホテルへ要事前予約）蔭琵琶警慧



ご利用ホテル※矧こ記載の机、限。鳳ト．レ付き絹本グループホテル以夕搾ご利用の場合は、追加代金が躇となります。

adam上の地域名：中北部

田園囲固
巳日田

（ホテル内に喫煙スペース有り）

●1泊朝食付き
●lN12：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常11：00）

※12／28－1／4、4／26～5／6

（利用日）を除く
★那覇空港から車で約90分

（高速利用で約70分う

中 ●洋室6－7階（1～4名1室） ●洋室3～5暗く1－4名1室）

●スイートヴィラ
洋室（1～4名1室）

※全室禁煙となります。
傭外に喫煙スペース有り）

●1泊朝食付き
●lN14：00／0UTll：00

★那覇空港から車で約100分

偏達利用で約60分）

団園田日田

☆【3連泊以上】夕食1

JT…〟＝一一ユニ」－山一山脇一山＝＝山　肌・▲弓

回（メニュー限定）など
につかえるEXESFanCard付き

莞ロクシタンのバスアメニティセット付き

adam上の地域名．中北部

●オーシャンタワー洋室（ト3名1室）

ウイングタワー洋室（3－4名1室）

※全室禁煙となります。
（ホテル内に喫煙スペース有り）

上土豪速感●滝朝食付き

★那覇空港から車で約90分
（高速利用で約70分）

ルームグレードアッププラン　陸割

符）オ叩シャンビュ血ルーム

至言三三●主＿‡≒主

nrスパ施設滞在中利用可能（森の湯・海の湯盾種プール

‡エンジョイプラス付き
（2連泊：2枚、3連泊以上：3枚）

adam上の地域名ヰ北部

●オーシャンタワー洋室（1－3名1室）
ウイングタワー洋室（3～4名1室）

●グリーンビュー洋室（1～2名1室）

グリーンビュー和洋室（3－5名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★那覇空港から車で約80分

（高速利用で約60分）

ち㌻滞在中、記念日を迎えるお客様に夕食

時ボトルワインまたはデザートプレート
をご用意（3田前までに予約必要）

adam上の地域名中北部

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

0UT12：00（通常日：00）

※5／3－5／5（利用日）を除く

★那覇空港から車で約60分

（高速利用で約50分）

囲園田白歯

【2連泊以上】ティ～ダパス付き
（※12／31、1／1、5／3－5／5は3番白以上にて適用

′ふ－小学生以下のお子様「ありんくりんキッズ」付

adam上の地域名中北部

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTll：00

★那覇空港から車で約90分
（高速利用で約80分）

匿匿旧！∃圏

÷居酒屋r善瀬のちんぽ－ら」
10％割引券付き（1室に1枚）

∴缶内ショップ利用10％割引券付き（お一人様1枚）

●洋室（1～2名1室）、和洋室（3～5名1室）

adam上の地域名：中北部

1●洋室または和洋室
（1名1室）
和洋室（2－5名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★那覇空港から章で約80分
（高速利用で約60分）

7－展望レストラン10％割引券付き
（滞在中1室につき1枚）

adam上の地域名中北部

●本館洋室（1－4名1室）
洋室または和洋室（5名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUT12．00（通常11：00）

圏園田日
長

☆アメニティをグレードアップ
☆スパ滞在中利用可能

adam上の地域名中北部

1，【3連泊以上】夕食1回付き（メニュー限定）
irミネラルウオーター付き

（滞在中お一人様1本）

●グリーンビュー洋室（ト4名1室）

●1泊朝食付き
●lN13．00（通常14：00）／

OUT12：00（通常日：00）

※12／28～1／4、4／26－5／6

（利用日）を除く
★那覇空港から車で約70分

二腰感熱「還鼠蒜詣
圏団囲固8日団
▲r朝食2回を夕食1回に変更可能（メニュー限定

㌻0～6歳（未就学）のお子様は朝夕食付き
（大人同伴でご利用の場合のかメニュー限定

adam上の地域名中北部

●洋室（1～4名1室）

●洋室4－7階（1－4名1室）
和室3～4階（2～4名1室）

●1泊朝会付き
●lN14：00／OUTll：00

★那覇空港から車で約70分

、瓶‾「皿

屯田固固El日因

☆朝腹を昼食に変更可能（ランチビュッフェ限定）
っ占Jフィールドスポーツ20％割引券付き

（一部メニューを除く）

adam上の地域名●中北部

㌻？学童亭市議●洋室（1～3名1室）

※禁煙ルームのみの設定となります。

（館外こ喫煙スペース有り）

●1泊朝食付き
●lM400（通常15瑚／○〕丁目：00

※12／28～1／3、4／26～5／5（利用日揮除く

★那覇空港から車で約70分

転麺
h㌦J
団因BB…蕊詣要所だ一
因　　　射連泊のおもて礼は鯛得ません。

＿，T－　も　　ー1‾　▼　　　■■　　．、‾－1．■　‾、▼－√‥■．■，　●‾．．■　　　　　、　▼

㌢【2連泊】館内利用券付き
（夕食時のみ利用可）（1室1，000円）※1AJl3連泊以上】夕食1匡憎さ（メニュー限定）※1

adam上の地域名：中北部

叩「てヨ●洋室（1～2名1室）

洋室または和洋室（3名1室）
和洋室（4－5名1室）
1泊朝食付き

●lN14：00（通常15：00）／

舶配勤、ら垂聯0分国囲園田※豊；呈盟票も盟
（高速利用）　　　　　　＿1－．，＿

日日　　（利用田）を除く

匝空転施★詔誓芳品）

：潤内利用券付き（2連泊ならお一人様1，000円、　ナ塩屋岩風呂（大浴場）・室内プール利用可能

3連泊以上ならお一人様1，500円）

ミネラルウオーター滞在中1本付き（売店にて引き換え）
【3連泊以上】夕食1匝付き（メニュー限定）
※12／29～1／2、4／30～5／3（利用日）除く

③リラックスルーム

●洋室9～11階（1～3名1垂）
※禁煙ルームのみの設定となります。

adam上の地域名．中北部

因固四日…盃恋棄幣J
田　　　※1潮〕のおもて乱は網田軌

●洋室（1～3名1室）
※禁煙ルームのみの設定となります。

（ホテル内に喫煙スペース有り）

●1泊朝食付き
●】N14：00（通常15：00）／勺折11：00

※1訂28～1／3、4／26～5ノ5（利朋姥除く

★那覇空潜から幸で約90分

豆【2連泊】詑内利用券付き
（夕食時のみ利用可）（1室1，000円）※1

つつ13連泊以上】夕食1回付き（メニュー限定）※1

町　　　　　　　adam上の地域名：中北部

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★那覇空港から車で
約120分（高速利用）

麺鯉璧

TTT＿√　＿．＿＿超．禁
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ご利用ホテル※猷記載のない剛バス．ト．レ付き※基本グル＿プホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります。

本静町　　　　　　　adam上の地域名：申北那

回回固習

●洋室（1名1室）、洋室または和洋室

（2名1重し和洋室（3～6名1室）

※全室禁煙となります。
（ホテル内に喫煙スペース有り〉

●1泊朝食付き
●lN14：00／0UTll：00

★那覇空港から華で約120分

（高速利用で約90分）

因習園※晶詔諾塩琵欝震畿

；コーラルビュークルージング50％割引
へカラオケ1時間利用可能

宜野清市　　　　adam上の地域名北谷・宜野湾

adam上の地域名：北谷・宜野湾

●本館洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

0UT12：00（通常日：00）

※12／28－1／4、5／2－5／5

（利用日）を除く
★那覇空港から車で約30分

十二二・二三日〔日
＿　－ii千二竃∴∴二十∴∵■㍗∴∴十工＿　＿

㌻朝食を昼食に変更可能

㌻【3連泊以上】夕食1匡l付き（メニュー限定

璽●デラックスツイン

洋室（1～4名1室）
※全室祭煙となります。

（ホテル内に喫煙スペース有り）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTH：00

画蚕岳酉‡琵琶買芸欝雪－－－」一　章で約15分

団匝亘司

ン朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）

にて滞在中何回でも利用可能）

a由m上の地域名北谷・宜野湾

●エグゼクティブスイート洋室（2名1室）
●プレミアムスイート洋室（3－4名1妻）

●スタンダードツイン
洋室（1－2名1室）
オーシャンビューツイン

（3名1室）
※禁煙ルームのみの設定となります。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTH：00

★那覇空港から車で約40分

ヨさ、jd；■三し、封

13連泊以上】デポアイランド内提携店で使
えるご利用券付き（1泊1室につき1．000円

沖■市　　　　　　　a由m上の地域名：中北部

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●tN15：00／OUT12：00

★那覇空港から串で約50分
（高速利用で約40分）

屈…、・帖二

予朝食を昼食に変更可能（1Fレストランにて）
∴サポートアイテム利用可能停前予約不可、数量限定）

で涌己念写真撮影と写真付き（1室につき1枚）
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描眉スーペリアオーシャンビューツイン

11
1

－■駈二一－⊥璽遷冨誌，－∴…層雲

●スーペリアオーシャンビューツイン
洋室（1－2名1室）

●洋室（2名1室）

adam上の地域名．那覇市内

●スタンダードフロア
デラックスツイン
洋室（1－3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

圏園田冒団
＿∴　亨．．「．1‾＿：プ′∴

汀【2連泊以上】ケーキセット付き
j4ご朝食を昼創こ変更可能（レストラン・メニュー限定）

●洋室（1～4名1室）

adam上の地域名：北谷・宜野湾

●洋室（2～3名1室）

●スタンダード洋室（ト4名1室）
ファミリースイート和洋劃5名1室）

※祭阻レームのみの設定となります。

●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

0UT12：00（通常11：00）

★那覇空港から車で約40分
※宿泊除外日（共通）：12／18

Ar朝食を昼食に変更可能

㌣ホテル隣接の「ちゅら～ゆ」にて大浴
場・露天風呂・サウナ滞在中利用可能

adam上の地域名中北部

●ガーデンデラックスツイン
洋室（1－4名1室）

※矧トムのみの設定となります。

（ホテル内に喫煙スペース有り）

囲薗
周

酋百事遺影をttpや
★那覇空港から車で約70分

（高速利用で約60分）

「　　　＝rT’▼　　　叫▼‾叩　　　州叫一山‾「

ト山止血▲叫悪三迅速塵盛蓬畠蓬義鮎血＿▲＿仙J

；藷ルネッサンスリゾートオキナウで使える「マリン

ルームグレードアッププラヨ■■簡

・　ファミリースイート
ぎ

●和洋室（2～4名1室）
※禁煙ルームのみの設定となります。

adam上の地域名：中北部

因圏日日【7還宗蒜
※漂い頚のお子様（3～6歳の未就学児童）は・別途扇扇

宿泊追加代金が必要となります。（P．5参照）
‾W L、‾‾‥　　■■‘　　　‾‾‾‾l l　‾　　‾、　‾J‘∵二、、‾■‾　　■■　　　　、、　　　　■　■－　　　‾　‾、‾〉‘こ

ミニパスポート」またはココガーデンレストラン
で夕食時ワイン付き（銘柄限定）

叩市　　　　　　a由m上の地域名．那覇市内

●洋室（1～4名1室）
※全室禁煙となります。

（館州こ喫煙スペース有り）

●1泊朝食付き
●IN14：00（通常15：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★那覇空港から串で約40分

吉朝食を昼食に変更可能（和洋中バイキング
7人r【2連泊以上】スパ1回利用可能（大浴喘・サウナ
滋【3連泊以上】夕食1匝l付き（メニュー限定

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝食付き
●IN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★那覇空湾から串で約10分
★ゆいレール壷川駅または

旭橋駅から徒歩約10分

闘園囲臼田国

：√【2連泊または3連泊以上】夕食や島唄ライブrナ

クニ～」で使えるクラウンバリューチケット付き

※12ノ3ト川、5ノト5／4は3潮〕1址、王冠以外は退治以上棚

ルナムグレードアッププラン

館うクラブフロアクラブツイン
、－、一・l　一　　　　　一　＿　一一

●洋室9～10階（1－2名1室）

☆滞在中クラブフロア専用ラウンジ利用可能
（朝食・ティータイム・カクテルタイム）

●洋室（1～2名1室）

エグゼクティブスイート

☆滞在中クラブフロア専用ラウンジ利用可能
（朝食・ティータイム・カクテルタイム）



ご利用ホテル矧特に記載のない限。パス．ト．レ付き※郡グル＿プホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

8dam上の地域名：那覇市内

●スーペリア洋室（1～4名1童）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★那覇空港から車で約7分
（うみそらトンネル利用）

義盛感懐畠玉炉もこち
固匿旧［〕固匝国

誉朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）
奈三重城温泉滞在中利用可能

adam上の地域名■那覇市内

●洋室（1－4名1室）
※禁煙ルームのみの設定

となります。
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★那覇空港から車で約20分
★ゆいレール牧志駅から

扇‾▼　徒歩約3分

′r清涼飲料水1本付き

士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

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

0UT12：00（通常11：00）

★那覇空港から車で約20分
★ゆいレール安里駅から
徒歩約20分

団日日橿匝頭l

たホテルから片道タクシーチケット1室につき1枚

付き個際通り、首里城、DFSのいずれか）
在中駐車場料金不要

adam上の地域名清浦市内

●洋室（1－3名1室）
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTH：00

★那覇空港から車で約10分
★ゆいレール旭橋駅から

徒歩約1分

。　　　■‘■　‾　■■　‥　■　　　　‾二　‥‾‘‾　■　　‾■‾　‥■　‾

十二∵．∵二十・‾：■ニ1こ　∴　．，，‾
’√特製ウェルカムチョコチップクッキー付き

リビデオオンデマンド利用可能

adam上の地域名．那れ市内

諸税謹皇）l●tN14：00／OUTll：00

盲★那覇空港から車で約7分
（うみそらトンネル利用）

1★提芸品玉㌍橋駅から
※ロワジールホテル那覇イー

ストは1～6階（写真内赤囲
み部分）になります。

薩還蚕豆二二コ
た朝食をスイーツブッフ工に変更可能

（ロワジールホテル那覇内「フォンテ一列にて）

●洋室（1～4名1室）

adam上の地域名．斎Ⅷ市内

●洋室（1～3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15分
★ゆいレール県庁前駅

団日日囲

から徒歩約2分
23：00～翌7：00の間

は華の出入庫不可

☆女性のお客様にレディースセットご用意

●洋室（1～4名1室）

☆【3連泊以上】夕食1回付き（メニュー限定）

adam上の地域名二那覇市内

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／0UT＝：00

★那覇空港から車で約10分
★ゆいレール菱川駅から
徒歩約1分

㊧晶画函
ぎh＿＿ノ山肌▲戯敷望遠遽藍蓬軋仙
一人▲「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

●洋室（1～4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7分
★ゆいレール旭橋駅か

ら徒歩約3分

団B［ヨ園匝巫∃

1〟夕食時ワンドリンク付き（ソフトドリンク限定）
立も朝食を昼食に変更可能
AJ【3連泊以上】昼食1回付き（メニュー限定）

adam上の地域名：那覇市内

回国田園

●シティービュースーペリア
洋室（1－4名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUT‖：00

★那覇空港から車で約7分

（うみそらトンネル利用）
★ゆいレール旭橋駅から
徒歩約15分

固匿田日田

1Ar朝食を昼食（メニュー限定）またはスイーツブッフ工

のいずれ刑こ変更可能（ロワジールホテル那覇内）

た温泉「ちゅらスパ」滞在中利用可能

adam上の地域名●踊市内

●洋室（1～4名1室）

●洋室（1～4名1室）
※禁軌レ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11：00）

※12／28－1／4、4／26～5／6

画面自画★諾㌫覧で約2。分5
★ゆいレール美架橋駅から　ぎ

徒歩約10分　　　　　　L沖

1√ホテル⇔国際通り間送迎バス利用可台

adam上の地域名：齢鞠市内

●スーペリア
洋室（1－4名1室）

湊寒；ぷ照篭冨1 4：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★那覇空港から車で約10分
★ゆいレール旭橋駅から

団8日薗盃敦浩三ここ；
匝頭　　　併用できません。

r朝食を昼食に変更可能
㌻【3連泊】昼食1回付き※
、【4連泊以上】夕食1回付き※

adam上の地域名●那覇市内

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

0UT12：00（通常日：00）

★那覇空港から車で約20分
★ゆいレール牧志駅から
徒歩的1分

固国匡∃圏回
＿　　　．＿　＿一＿　．＿，＿壬，＿　　，．　こ　・，二　　一　　　　＿．　　．

た女性のお客様にレディースセットご用意
っごr未就学のお子様にキッズアメニティご用意

adam上の地域名：糊市内

●洋室（1－2名1室）
※／仇卜山まシの－ブースのみとな

ります。な玖夕刊まご乱ほせん。）

●1泊朝食付き
●lN15：00／

OUT12：00（通常10：00）

芸‡蒜がサ慈ナ鱒覇空勤、ら車で約10分
★ゆいレール旭橋駅から
徒歩約5分

1　　　　　　　・■・　　　～　　・　　←■　　　　、、　　　　　、＿　＿

√女性のお客様にレディースセットご用意】
ごラウンジにてドリンクサービス

（15：00～24：00）

プレミアムフロアプレミアムツイン

●洋室（1－3名1重）

「‾‥〝‾‘、WYr義挙衰毎海面藷翫蛮癖薩監
☆滞在中駐車場料金不要
☆滞在中スパ・フィットネスジム利用可能

adam上の地域名●那覇市内

●洋室（1－3名1室）
※全室禁煙ルームのみの

設定となります。
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★那覇空港から車で約10分

団8日因★悪疫藷旭癌如ち

三r朝食を昼食に変更可能
㌣9階以上の客室をご用意

adam上の地域名．那覇市内

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常11：00）

★那覇空港から車で約15分
★ゆいレール県庁前節・旭橋

駅からともに徒歩約3分
※宿泊除外日：11／29～12／1

囲堅固匝亘司

ご”女性のお客様にレディースセットご用意
5㌢未就学のお子様にキッズアメニティご用意
たドリップコーヒーをご用意

adam上の地域名．那覇市内

密議；協宗吾1室）
∴∵・・　　　　　　■llN1A－nn nllTll●lN14：00／OUTll：00

★那覇空港から車で約15分
★ゆいレールおもろまち

駅から徒歩約2分

・＝－■【　■

国圏園田
「∵∵寺澤
L仙∴山⊥罠エ

☆女性のお客様にレディースセットご用意
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ご利用ホテル※特に記載。ない限。バス．ト．レ付き※基本グル＿プホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名那覇市内

●洋室（1－3名1室）、洋室
または和洋室（4名1室）、
和洋室（5名1室）

●1泊朝食付き
●IN13：00（通常14：00）／

OUT／12：00（通常11：00）

※12／28－1／4、4／26～5／6

（利用日）を除く
★那覇空港から車で約10分
★ゆいレール旭橋即lら徒歩約5分

adam上の地域名那覇市内

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常11：00）

※12／28－1／3、4／26～5／6

（利用日）を除く
★那覇空港から車で約10分
★ゆいレール旭清新から勝約15分

晶：貢し13

た朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）J；日日3室限定】デラックスツイン（2名1

adam上の地域名：南部

adam上の地域名：那覇市内　那

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00（通常15：00）／

ざ　OUT／12：00（通常日：00）
薫★那覇空港から華で約15分

★ゆいレール県庁前駅から
徒歩約2分

画回国圏

r朝食を昼食に変更可能（日曜・祝日を除く）
＼㌻ラジウム岩盤浴場割引券付き

adam上の地域名：那覇市内

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●IN14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★那覇空港から車で約20分
★ゆいレール牧志駅から
徒歩約3分
（国際通り沿い）

【：丁1
・　　二・、∴　　　　　　二

ヤ朝食を昼食に変更可能

●スタンダード
洋室（1～3名1室）

※全室禁煙となります。

●1泊朝食付き
●tN14：00（通常15：00）／

OUTll：00

★那覇空港から車で約15分

園田日田因
′〝那覇空港⇔ホテル間の送迎付き

（ホテルへ要予約）
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品‾ムグードアッププラン　匝露
か鮎感礪離轍嬉

●客室露天風呂付和洋室（2～4名1室）

adam上の地域名商部　座

●エグゼクティブスイート
洋室（2名1室）

※全室禁煙となります。
（テラス・朗に喫煙スペース有り）

●1泊朝夕食付き
●lN14：00／0UTll：00

★那覇空港から車で約35分
※ご利用は13歳以上のお

客様のみとなります。乳
幼児のお客様もご利用
いただけません。

田園囲匿i因
ad∂m上の地域名座間味・伊江島

●洋室（1～3名1室）
コテージ洋室（2－5名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★那覇空港から華で約120分
※宿泊除外日：4／1～5／12

ト仙川仙…　劇山仙エ仙人＿ニ‥仙　＿　エ＿爪山hこ九m£∴こよこ．蒜Ⅳ

たビーチマットパラソル貸出可能
たローラーブレード貸出可能
∴テニスラケット（ボール付き）貸出可能

adam上の地域名座間味・伊江烏

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝夕食付き
●lNlO：00（通常15：00）／

0UT15：00（通常10：00）

※4／26～5／6（利用日）を除く

★那覇空港から泊清まで
車で約20分

★座間味潜から車で約10分

；入rハネムーン、または滞在中にお誕生日をむかえる

お客様に夕食時ワンドリンクとポストカード付き

市　　　　　　adam上の地域名．那覇市内

●洋室（1－2名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00（通常10：00）

★那覇空港から車で約20分
★ゆいレール牧志駅から
徒歩約3分

予朝食を昼食に変更可能
でゝレレストラン・エステ10％割引

adam上の地域名．那覇市内

●洋室（1～3名1室）
●lN13：00（通常14：00）／

OUTll：00

★那覇空港から幸で約5分

1∴√」★やいレール赤嶺駅か
ら徒歩約1分

※朝食（バイキング）はホテ
ルからのサービスです。

1Ar女性のお客様にレディースセットご用意
Å㌻t2連泊以上】夕食1匝l付き（メニュー限定）
トっホテルグランビューガーデン沖縄の大浴場を利用可能

adam上の地域名南部

adam上の地域名諸声覇市内

●洋室（1～2名1妻）
ハリウッドファミリー

（3－4名1室）
●1泊朝食付き
●lN12：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★那覇空港から車で約5分

鱒琴★ゆいレール斯前掛ら徒歩的柑分

割、id和二

「ホテルから空港への片道送りタクシーサービス

（チェックイン時、フロントにて受付／詳細確認要）
瀾食券をスイーツセットに変更可能（14：00－18：00）

adam上の地域名：南部

●洋室（ト3名1室）・※コネク
ティングルーム（4－6名2室）

※予約数即製でご予約くだ乱1。

※基本代金は、4－6名1室

代金を適用します。
●1泊朝食付き

8萱等‾二：去三二
＼ご朝食を昼食に変更可能

√駐車場・大浴場滞在中利用可能
1ご【2連泊以上】夕食1回付き（メニュー限定）

●洋室（1～4名1室）
※禁阻レームのみの設定となります。

（ホテル内に喫煙スペース有り）

●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

忘云詣・・誌鞋二3＿ヲSJ・
頭誕扇★那配港から車で約20分i

▲〃マリンメニュー10％割引券付き（メニュー限定

1rレンタサイクル50％割引

adam上の地域名：座間味・伊江烏

園薗巨垂司

●洋室（1～5名1室）
和室（2－3名1室）

※全室禁煙となります。

僧外に喫煙スペース紗」）
●1泊朝会付き
●lN14：00／OUTlO：00

★那覇空港から泊港まで
車で約20分

★座間味蓋から送迎バス
で約3分

※宿泊除外日：10／21－10／24

adam上の地域名．石垣島（八重山含む）

クラブフロア

●洋室9階（1～2名1室）

adam上の地域名：座間味・伊江鳥

●新館洋室または和室
（1～4名1室）

和室（5名1室）
●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTll：00

★那覇空港から泊潜まで
車で約20分、渡轟敷
港から送迎バス（要事
前予約）で約10分

」岬触感　遠歩き垂訪ゼ荊妻毒

ヤ滞在中にお誕生日・結婚言己念日をむか
えるお客様に夕食時ワンドリンク付き
（チェックイン時にお申し出ください）

●グリーンビュー
洋室（1～3名1室）

●1泊朝食付き
ヨ●lN14：00／OUTll：00
★石垣空港から車で約30分

′Ⅴ朝食を昼食に変更可能
1r露天風呂付き展望大浴場が

滞在中利用可能

オーシャンフロント

●洋室（1～4名1室）



ご利用ホテル純音雅のない削パス．ト．レ付き絹本グル＿プホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

●lN14：00／0UTll：00

★石垣空港から車で約
20分

誉朝食を当日の昼食に変更可能
qrドライ＆ミストサウナ付浴場、インドアプール利用可能

えごチェックイン前・チェックアウト後のロッカー＆シャワー利用可能

1．．▲一号、‾・・、

●コーラルウイング3－4階洋室（1－5名1室）
※箋腔ルームのみの設定となります。（鰍に喫煙スペース有り）

－W…庵泰衡癖殉篭藤も1■　‾‾‾二

プレミアムオーシャンビュー

．っ　　r・

」■　＿　一一

☆レイトチェックアウト12：00
☆【3連泊以上】●ランチ1回（メニュー限定）●夕食
（有料・お客様負担）時、1室につきワイン1本付き

adam上の地域名：石垣島（八重山含む）

●デラックス
洋室（1～4名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00（通常15：00）／

OUTll：00

★石垣空港から串で約10分

二■∵言斗※∴‾∴十∴∴　‾‾…、‾て

☆ブルガリアメニティをご用意
幻2嵐白以上】フレンチディナー帽附き（メニュー限定）≧
；真r空港⇔ホテル間タクシー送迎付き（ホテルへ要予約）・

adam上の地域名：石垣島（八重山含む）

●タワーウイング6－9障洋室（1－4名1室）

☆レイトチェックアウト12：00　　　　　　　☆レイトチェックアウト12：00

☆グレードアップアメニティーを用意　　　　☆グレードアップアメニティーを用意

上記lソファーベッドとなります。

※ロフト内は禁煙となります。
璧禦料篭聖岨炉誓宝ノ　※ロフトへははしごの利用となり、寝具

宰寧堅璽●号濫琵㌘とな。ます0

毒空〔き主去三三主
さ【2連泊以上】川平湾にてグラスボート乗
船1囲など5メニューから1メニュー利用
可能

adam上の地域名．石垣島（八重山含む）

li攣

●洋室（1～2名1室）

碧い海を望む1日3組限定のヴィラ。プライ
ベートプール付きのお部屋で非日常のひと

ときをお過ごしください。

●てい－だ籠洋室または
とうも－る館洋室
（1－4名1室）

※館の指定不可

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★石垣空港から華で約30分

回固圏日日園田

き朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）一丁大浴場、ガーデンプール滞在中利用可能

九ごビーチチェアリサラソル利用可能（数に限りあり）

adam上の地域名：石垣島（八重山含む）

●洋室（ト4名1室）※かびらビレッジからフロントレス

☆専用アメニティをご用意
☆冷蔵庫内ドリンクフリー（補充は有料）

誓讐讐烹蓋蒸藍賢妻詳しぎ

這二‾1；

ぎ

1泊3食付き（チェックイン日の夕食

からチェックアウ帽の昼食まで）

軒庵！重き
※チェックアウ帽の昼食はホテル出発席間によりご利用いた

だけ吼喝合がございます。

※メニューは満員等でご手順いただけなし場合がござしほす。

※食事・メニュー棚時の払粛乱1たしません。

●デラックスガーデンビュー洋室（1－4名1董）／
デラックスシービュー洋室（1－3名1室）

′・・■一▲．■」

●芭蕉洋室（1～3名1室）
※全室禁煙となります。

（ラウンジテラス、客室東屋
に喫煙スペース有り）

●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTH：00

★石垣空港から車で約30分
※宿泊施設からの達鰯先として、

ご予約矧こメールアドレスと電

一二二＿篭三芋三千二
1．500円（3歳～未就学児童）、

adam上の地域名．石垣島（八重山含む）

●タワーウィング洋室（ト3名1室）※10願：禁煙

☆レイトチェックアウト12：00
☆【3連泊以上】●ランチ1匡l（メニュー限定）●夕食

（有料・お客様負担）時、1室につきワイン1本付き

岩‾て一訝
●和洋室（2～4名1室）

●洋室（1～3名1室）
※阿檀まダブルルームのご利用となります。

2，500坪の手つかずの自然にとけ込むように

仔むたった3室だけの隠れ家◎

野r醐Y‾〝′－〝〝’′＜’－‾叫岬岬≠岬川“’1

●洋室ダブルルーム（ト2名1垂）

※全室禁煙となります。
搭室テラスに喫煙スペース有明

●1泊朝食付き
●tN15：00／0UTll：00

蚕蚕「∵　鮎珊軌、ただけません0

ホテルからのおもてなし
一二二ハネムーンのお客様にフルーツ盛り合

わせまたはスパ⊥クリンクウインをご
用意（前日までに予約必要）屈＿二＿＿豆

adam上の地域名石垣島（八重山含む）

アロマの香りに包まれ、ゆったりとしたときを

過ごす6室のみのヴィラ＆スパリゾート。
華∴乳提議怨票ラス．

1．　㌦．＿　ガゼポに峡憧スペース有り）

●1泊朝食付き
※ご夕食は前日までのご予約制

●tN14：00（通常15：00）／

雷二「面白．等壷遥半量u刷▼－　※送迎ご希望のお割如瞞日まで

に直接ホテルにご予約ください。

ホテルからのおもてなし

∴石垣の塩ハーブバスソルト、ナノロー
ション、フェイスパックセット、石垣島海
の天然水（500mL）1本付き

38

リ
ゾ
ー
ト
ス
テ
イ
プ
レ
ミ
ア
ム

リ
ゾ
曇
ト
ス
テ
イ

蘇
芳
鮎
萎
竜
一
柑
晃

オ
プ
シ
ョ
ナ
ル
プ
ラ
ン

最
後
の
ペ
ー
ジ
0



ご利用ホテル※特に記載のない隈。バス．ト．レ付き絹本グル＿プホテル以夕搾ご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

石垣島　　　adam上の地域名石垣島（八重山含む）石軽島　　　∂d∂m上の地域名・石垣島（八重山含む）

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★石垣空港から車で約25分
★石垣潜から徒歩約1分

国園田母国

た朝会を昼食に変更可能
喜濁在中、誕生日・結婚記念日を迎えるお客様にケー

＆スパークリングワインをご用意（事前予約必要）

石垣島　　　adam上の地域名石垣島（八重山含む）

垂㊧i息

●洋室（1－3名1室）
エクセレントシングル洋室（鳩1室）

レディースフコア洋室（ト2名1室）

※禁煙ルームのみの設定となります。

健外に瞑煙スペース有り）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★石垣空港から車で約30分
★石垣湾から徒歩約10分

☆活性石人工温泉大浴場が利用可能
☆石垣空港⇔ホテル間の送迎付き（先着順）

石垣島　　　adam上の地域名石垣島（八重山含む）

●洋室（1－3名1室）
●lN14：00／0UTll：00

★石垣空港から肇で約30分
★石垣港から徒歩約6分
※朝食（和洋バイキング）はホ

テルからのサービスです。

㊨i晶塾画

1人㌻レンタサイクル2時間利用可能（台数限定
☆ダイビングロッカー利用可能（台数限定）

小浜島　　　adam上の地域名．石垣島（八重山含む）

国園回

●スタンダード洋室（ト4名1室）

●1泊朝食付き
●lN12：00（通常15：00）／

OUT12：00（通常11：00）

※12／28～1／4、4／26～5／5

（利用日）を除く
★石垣空港から石垣潜まで

垂で約25分

白扇¶　★小浜勤、ら車で約5分※宿泊除外副共通）：り13～1／16

☆展望大浴場が滞在中利用可能
でγ6歳以下の添い寝のお子様朝食ブッフ

付き（大人同伴）

西表島　　　a由m上の地域名石垣島（八重山含む）

●洋室（1～4名1室）
転ぶ♪、線、一山●1泊朝食付き

●lN15：00／0〕T12：00億紺：00）

※12／28～1／2、1／13、3／22、

4／26～5／5（利用日）を除く

★石垣空割lら石垣港まで車で約25分

★上原潜から華で約5分
※自然環堤保護を考慮し、お守屋に歯ブラシ、

日　詰「キ三二・園日日
Arヤマネコの学校（西表島の講話）参加可旨
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●洋室（1－4名1室）
和室（3～4名1室）

●1泊朝食付き

やし九一二十M型．1生野／／♀里1199
★石垣空港から車で約25分
★石垣港から徒歩約3分
※駐車場：10／1～10／31

（利用日）まで無料拉表遠
国日日因

☆【3連泊以上】夕食1回付き（メニュー限定）
圭大浴場利用可能
▲濾季場料金1泊500円（通常1．000円）※11月以降

石垣島　　　adam上の地域名．石垣島（八重山含む）

●洋室（1～3名1室）
和洋室（4－6名1室）

※全室禁煙となります。
（喫煙スペース有り）

●lNll：00樋常15：00）ソOUT71：00

※1当日空室のある場合のみ

★石垣空港から車で約15分
★石垣港から車で約10分
※朝食（軽食）はホテル

からのサービスです。

でr【3連泊以上】2名様以上でガーデン
バーベキュー1匡l付き（要事前予約）

守獅紗フレッシュハーブティー飲み放題（7時～21時）

小浜鼻　　　adam上の地域名石垣島（八重山含む）

石垣島　　　adam上の地域名．石垣島（八重山含む）

●洋室（1～5名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★石垣空港から車で約35分

藍‰－．，i・」∴．．

圏臼因匝司
んご女性のお客様にレディースセットご用意
ヱルンタサイクル滞在中利用可能（台数限定）

石垣島　　　adam上の地域名．石垣島Ut室山含む）

義輝

●洋室（1～3名1室）
※部屋にパスなし（シャワーのみ）・

トイレ付き

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★石垣空港から車で約25分
★石垣湾から徒歩的5分

モミネラルウオーター1本付きへ「星の砂付き
′。ナ黒糖ミニ袋付き

石垣島　　　adam上の地域名石垣島（八重山含む）

●洋室（1～4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTH：00

★石垣空港から車で約25分
★石垣潜から徒歩約3分

☆【3連泊以上】夕食1回付き（メニュー限定）

adam上の地域名石垣島（ハ壷山含む）

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き

☆朝食を昼食（メニュー限定）またはおつまみ
セットまたはやいま村人村券に変更可能

さも；女性のお客様にレディースセットご用意

FrW‾〆ず●窟己㌫基）

緩速二二だ．〆141準翠鱒寸き
●lN15：00／

OUT12：00（通常日：00）

※12／28－1／2、m3、3／22、

4／26－5／5（利用日）を除く

★石垣豊艶lら石垣潜まで車欄25分

蘭画酉百恵君達莞需品認諾

÷√モーニングコーヒー付き（朝焼けcafeにて）※．

☆スパークリングワイン1杯付き（GALAW［L〔0刷Eにて）※…

※荒天時、中止となる場合あり

スーペリア

●洋室（1～4名1室）
※2014年4月より全室禁煙となります

ぎ‾　　諒挙動か豊戯姫海壱毎払‾‾‾‾－

☆【2連泊以上l滞在中1回ブッフエディナー付き
※12／28～1／4、4／26－5／5（利用日）を除く

西表島　　　adam上の地域名石垣島（八重山含む）

園田匝亘召

●コテージ洋室（1～4名1室）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTlO：30

★石垣空港から石垣港まで
車で約25分

★大原港から車で約5分
※自然環境保護を考慮し、お部

屋に歯ブラシ、くし、カミソリは

ご用意しておりません。お客様
ご自身にてご持参ください。

′J早朝トレッキング割引あり

スーペリアスイート

●洋室（1－3名1室）
※3名1室の場合、タブルベッド＋デイベッド

のご利用となります。

ルームレードアツ　ラン　頭囲

r嶺オーシャンプレミア

☆【2連泊以上】滞在中1匡】ブッフエディナー付き
※12／28～1／4、4／26～5／5（利用日）を除く

☆レンタルカート付き（1室につき1台）

西表島　　　∂由m上の地域名石垣島（八重山含む）

●洋室（ト3名1室）、
洋室または和洋室（4名1室）

※全室禁煙となります。
（ホテル内に喫煙スペース有り）

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★石垣空港から石垣湾まで
車で約25分

★大原湾から車で約30分
※自然環境保護を考慮し、

外療　お部屋に歯ブラシ、くし、

団園8自完認諾諾詰
頭重蚕忘　にてご持参ください

ルームグレードアッ　プラン

、、二、、デラックススイート

●洋室（1～3名1室）
※3名1室は、タブルベッド＋デイベッドの

ご利用となります。

オーシャンビュースイート

＿．・吉ri巴二，．、』

●洋圭（1～4名1室）※全室禁煙となります嘩「
☆【2連泊以上】滞在中1回ブッフエディナー付き

※12／28～1／4、4／26－5／5（利用日）を除く

☆レンタルカート付き11室につき1台）

西表島　　　adam上の地域名石垣島（八重山含む）

●洋室（1－2名1室）
※禁煙ルームのみの設

定となります。
●1泊朝食付き
●lN15：00／OUTlO：00

★石垣空港から石垣港まで
章で約25分

★上原潜から車で約10分
※上原港からホテルまでの送迎

をご希望のお客様は前日まで

にホテルへご予約ください。
※自然環境保護を考慮し、歯ブラシ、くし、カミソリはご用意

しておりません。お客様ご自身でご持参ください。また、
ベッドシーツの交換は2日に1度とさせていただきます。

※ジャグジーは水着着用となります。



ご利用ホテル※特に記載のない開。バス．ト．レ付き※新グループホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名石垣島（八重山含む）

島の伝統建築規定を尊重した客室は、石垣に囲

まれた庭付き1棟独立型。南国の心地よい風を

感じながら、特別な島時間をお楽しみください。

adam上の地域名：宮古島

ガジョー二洋室（2～3名1室）

※全室禁煙となります。
（ホテル内に喫煙スペース有り）

●1泊朝食付き
●tN15：00／OUT12：00

★石垣空釦lら石鱒まで華で約諮分

★石垣計ら竹富藩まで船で約18分

画面疲※認諾詔莞諸宗
ホテルからのおもてなし

や朝ヨガ（ストレッチ体操）に参加可能
∴ラウンジで、三線演奏や民謡を鑑賞
兢3連泊以上で夕食を50％割引（1回のみ）

宮古島　　　　　　　adam上の地域名琶古烏

adam上の地域名石垣島（八重山含む）

叩●完売豊諸富）
※全室禁煙となります。

（ホテル内に喫煙スペース有り）

●1泊朝夕食付き
●lN15：00／OUTll：00

★石垣空港から石垣港
外観　まで車で約25分

団㊥朋
★竹富選から章で約3分

琉竹富港⇔ホテル間の送迎付き
（ホテルへ要予約）

☆沖縄黒糖（小袋）1名様1個付き

早竿等勇払髪

E

欒経■腐薩細ilN†4：雨ノ0UTl用0
箋★宮古空港から車で約12分

勲堅真空一致

団園日日因回

●オーシャンウイング洋室
（1～3名1室）

洋室または和洋室（4名1室）
●1泊朝食付き

欄始をブランチに変更可能（メニュー限定）※
三㌢マリン＆フィールドレンタルメニュー10％割引※

野「「

琵雷雲団儲恵盛衰云藍いただけません。

∴∴主、l一一‾二‾i・‾十王二三二二立言二∵‥二≧

●スーペリアスイート洋室（1－3名1室）

※3名1室はハリウッドツイン＋デ

イベッドのこ利用となります。

●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★宮古空港から串で約15分
※ご利用は10歳以上のお

・☆朝食をブランチに変更可能

凍客室アメニティはrACCAKAPPA」をご用意

匪空港⇔ホテル間の送迎付き、郡

adam上の地域名■宮古島

●洋室（1－4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★宮古空港から車で
約10分

団圏日日団画
㌫」∴∴j長塩．二・ぷ正三ヨ∴・∴．■■∴‥≡
て貞㌻朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）

▲‾‾‾‾－　　－　　　墜

轟プールヴィララグーンスイート

ぬぬL∴∵八、．…．「■　慈二三二＝二二＿二九　人ん血

●洋室1～3階（2～3名1室）
※3名1室はハリウッドツイン‡デイベッドのこ利用となります。

（ホテル内に喫煙スペース有り）

☆朝食をルームサービスに変更可能※前日までに要予約

adam上の地域名．宮古島

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／

OUT12：00（通常11：00）

★宮古空港から車で約10分

」＿‥…．．≧．∵∵・－：，二・一■二∴こ．，‾こ1・．∴∵完 コ
☆チェックイン時ミネラルウオーター1本付き
☆チェックアウト時黒糖小袋1個付き

★宮古空港から車で約25分
★平良港から車で約15分
※送迎ご希望のお客様は直接

扇琵蘭※声量轟鎧毒筆遠望＼■JJJJ、」‾二‘′しこ＝」、“‘∬　みとなります。乳幼児のお客

㊥　　　様も罰胤漉だけ紺ん。
ホテルからのおもてなし（共通）

訂朝食を昼食に変更可能
鳥女性のお客様に沖縄コスメセットをご用意

●洋室（1～3名1室）
※宿泊除外日：10／29～12／27

adam上の地域名．宮古島

adam上の地域名一石垣島（八重山含む）

●洋室（1～2名1室）
和室（1－3名1室）

※全室禁煙となります。

（ホテル内に喫煙スペースあり）

●1泊朝夕食付き
●lN14：00／OUTlO：00

★石垣空港から石垣港まで
車で約25分

★波照間潜から幸で約3分

鵜錮蔽り　外観

園田＠（和室）
adam上の地域名：宮古島

●洋室または和洋室（ト3名1室）

和洋室（4名1室）
※3～4名1室は、ツイン＋カウチベッ

ドまたは布団のポリ用となります。

●1泊朝食付き

ロnB⊂コ！≒芸髪；宗主モ
※滞在中の室内清掃はございません。室内のリネ

ン・アメニティは初泊日のみのセットとなります。
※食事会場はホテルプリーズベイマリーナでのご利用となります。
■一一一一一l一一　　‾　　＿　　　　＿　l　　－　　　　■－　■■■‾▼‾、HW■■‥▲‾、‾▲‾、‾▲‾‾　‥‥、

☆朝食を昼食に変更可能（11：30－14：00）
☆シギラベイカントリークラブのプレーフィー割引

●本館洋室（1－4名1室）
●1泊朝会付き
●lN14：00／OUTll：00

★宮古空港から車で約10分
※送迎シャトルバス運行。

詳しくはホテルにご確認
ください。

－　　　　■▲il　　　●　　＿　　・

lT．■Eln亡ヨ［＝l
L二重空搬感受盛遽蓬逼塞
臣

☆朝食を昼食に変更可能（前日まで要予約）
☆小学生以下のお子様は滞在中夕食付き

（大人同伴・レストラン限定）

廟

∴i
■．．・・■鳥

蚕室か更殿

●洋室（1～4名1室）

8由m上の地域名題古島　言古

団Kid～加護

●洋室（2～3名1室）
※3名1室はハリウッドツイン＋デイベッド

のご利用となります。

adam上の地域名宮古島

●洋室（1～2名1室）
和室（3名1室）

※3名1室の場合、6畳の
ご利用となり、かなり
手狭となります。

・・十！吉ぎ哲子烹
二二竃●lN14：00／OUTll：00

㌦示よ★宮古空港から車で

雲領域約15分

t■・お山；

団㊥（矧宣，
4歳以上添い寝不可

adam上の地域名宮古昂

●洋室（2～3名1室）
※全室禁煙となります。（客室

テラスに喫煙スペース有り）

●1泊朝会付き
●lN14：00／OUTll：00

蒜醤：琵琶慧
自　‾‾、‾　二：≡：二予一三三圭千

・　　　　　　　、、、一一　　　　　　　　　　　■　　　■　　■、　、■　　‾、、、■　　　　　　　　　　　　　ト

‘㌻朝食をブランチに変更可能
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□…ホテルチョイス本島（航空券＋宿泊）ト6泊
く福岡発／基本グループホテル・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。

※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。

※7～8名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、4～6名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。

※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要となります。

※基本フライト以外をご利用の場合、追加代金が必要となります。

◆基本代金に含まれるもの
※④を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個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃　②規定の宿泊費、食事代　④DFSギャラリア沖縄ご利用券代（対象者のみ）

■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。）

『基本代金（お一人棲 ���）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－． 

，孟蒜＼・＼讐 ��Å �8 �⊂ ��D ��E　∃　F ���◆　G �H �l　　J ��K �L　喜　M ���N ��0　≡　p　盲　Q　薯　R 

1 泊 �4－‘名1主 �28．800 �29．800 �30，800 ��31． �800 �32，船0 ��33，800 34800 �乳80035，的0まコ吼船0　37．齢0 ����43．800 � �� ��� �0　53，8 ��57…巨63 
3名1圭 �2980 �0　30800 �31800 ��32折0 ��33粧0 ���35．肘0 036．紛0 �3る80 �0‡37800　油8叫 ���45，800 048800 �� � ��053．8 054，8 05ろ】 04880 ��� � 

2名1皇 �30．… �31．800 �l 32． � �33， �800 �34，如0 ��35β0 ��37．80 �【 038， �」型墜些 42，… �慧蓋 ���46，… 47800 �≠51．抑 52，80 05580 ���054，80058．… 55舶0】59舶 ���64，800 065… 

1名1圭 �33，的0 �34．800 �35．000 ��38．800 ��37，800 ��38．800 �ぎ39，800 �40．船 �0　41，8 ���49，800　5080 ������圭 　】 ���68800 

小人 �28．800 �29．抑○ �30．800 ��31．的0 ��32，鋸0巨33．朋 ���34，800 �35．800 �36．80 �37．800 �43．800 �上嶋．800 ��≧4580 �0　48 �80 ��49 �800i5080■ ��02　51 �8 

2 泊 �4－8名1主 �34300 �35300 �35800 ��38800 ��37800 ��3930 � �一 ��43300 �聾嬰 45，知0 �045，300 46300 �� � ��十十鱒．80 0598 �阜1， 62 �要語 �� 
3名1量 �35．300 �30．300 �30， � �37． �000 �38．000 ��40．30 �0　41．300 �42，300 �さ 43．300 �44．300 ����48．800 49… �52．800 5380 ������076．80 77800 

2名1圭 �37．300 �38．300 �30．… ��39，800 ��40．800 ��41．輌　42．800 ��44．30 �045．3叫46．300147，300 ���48300 ��51的○ �I 55朗 ��【 06180 �64 �300！68300 ��79800 

1名1壬 �42300 �43300 �43 �� �� �� �� � � � � �� � �� � � �】 �l 

小人 �34．300 �35．300 �．800 35．8加 ��44，… 36．朋0 ��45， 37． �800 �【46．… 39．300 �i47，800 40，300 �49．30 41．300 �050．300 42．300 �51．300 43．300 �52，300 4l．300 �∃53．300i56．800 ‘45．3両1札800 ���60．的0 52．80 ��66．帥0…69 OW盲盲高石†封 ��叫71，30084． 両55…262 ���8 

3 泊 �4－6名1圭 �37，800 �38．800 �39．800 ��40．000 ��42，800 44．800 ��43，800 45．800 � �� �49．… 51，800 �53．800 55．帥0 �59800 ��61800 �6亨▼80 67800 ��0！遍9 7撃，至○ 「818 �7寧 80 �叫旦些虹車重＿ 00838088も朗○ 
3名1圭 �39．… �40．800 �41，舶0 ��42．800 �����46．800 �47．800i48．800 ����61800 ��63800 

2名1主 �42．00○ �43．800 �4l．抑○ ��45，800…47．800 ����48．800 �49，帥0． �5仇800 �51800 �乳朋叫聞知○ ��64800 ��66… �70800 ���W．旦3 � �鵬800 �89… 

1名1蜃 �50800 �51800 �2 �� �� �� ��� �� �l ��� �� �� �≠ � 

小人 �37，800 �l 38．… �5．100 39．800 ��53．800 40．800 ��55， 42， �800貞58．800 朗○【43，800 ��阜57．800 44，800 �58．800 45．800 �59．80 j46．80 �62，800 49．00○ �t始．800 53．800 � �800ぎ74，800 8，800バ9抽0 ��70．800 60000 ��89，1和 6880 �莞慧標語莞慧 

4 泊 �4－6名1圭 �41．300 �42，300 045，M �43．300 ��44300 ��47300 ��48，300 51諏 �49300 � ��55．300 58，380 �如，800 63．800 � �6808　6880 �� ���庚＿≡ 00 �00 00 �譜芸 � 
3名1蔓 �4l．30 ��46．300 ��47，300 ��50． �300 ��152．300 �53．300 �55．300 ���89卿Ol71．… ‡＿73朋175．800 l ���75800 ��86800 ����91， 94 �80 的i 

2名1重 �48，300 �49．300 �50300 ��51．300 ��54，300 ��55，300象乳300 ��57．300 �59．3叫62，300 ��67．800 ����乃 �000 �90800≡　92 ��咄95，800l恥的 許莞謡莞；。。 

1名1圭 �58．300 �59．300 �60．300 ��61．300 ��64．300 ��65，300 �66，300 �67，3両69．300 ��72，300 �77，80 ����的的0 ��100808 �！10i ‡75 

小人 �41．300 �42．300 �43．M ��4l．300 ��47．300 ��48．300 �49．300 �50．300ぎ52．300 ��55．300 �仰．800 �65，800 ��66800 �67800 ��73800 

5 泊 �4■－6名1王 �4l，… �45，800 �46．800 ��47．800 ��51．800 ��52，800 �53．船0【 �54，800 �t57．抑 �60800　67恥0 ��73，800 77．舶○ ��乃抽0 �79．800 l83800 ��芦90800 �92800 ��密雲 104．800107．80 116．800！119，8 84800烏600 
3名1圭 �48．000 �4乳00 �50．800 ��51，8∞≦55．800 ����Sも．800 �57．800． �58，000 63．800 �61800　64800 ��71．抑0 【7与，射示 し00抑0 107．舶0 ���79800 ���扇，！＿ 99，80 11180 �‾彿 �00 00 

2名1圭 �53．800 �54．800 �55．船0 ��5も．880 ��60，800 ��61，800妄62．… ���66．800【69．80tl ��� �2由0 �弓84800 �紬的0 ���01 

1名1重 �65．800 �‾‘6．800 �67，800 ��相．800 ��72．0叫 ��乃．…　74，800 ��75．的0 �78，8叫01．800 ���重 �　l ．800月的0 ��100800 ���匝二■ rji 

小人 �44．… �45．800 �46．800 ��47．800 ��51．800【52．さ00 ���53．800】 �54．800 �157．800 �60．800 ���　亡 花8助巨乃，800 ��74800 ��80800 

6 泊 �4－6名1主 �48300 �49300 �50300 ��51300 ��56 �� �58．300 63．300 � � � �∴74．的0 79．抑0 � �� � ������l 105，800 110800 

3名1重 �53．300 �54．M �55．300 ��56．300 ��．300 引，300 ��57．300 62．300 ��59，300 64，300 �63，3嬰L些 68．300！71，300 ���80，800 85．800 ��82，000 87β00 �86，糾0 91800 ��－ �－ 

2名1主 �59．300 �引）．M �61，300 ��62，300 ��67．300【 ��68－300 �69．380 �70．300 �．74．300 �77．M �85．000 �91800； ���97800 �� ���113，的0】116． 127如0…1308叫 

1名1圭 �73．380 �74．300 �75．300 ��76，300 ��81．300 ��82．300 �83．300 �84，300 �i鵬－300 �91，300 �99．000105．800 74．釦0‡ね，800 ���【107800 �111800 

小人 �48．300 �49．300 �50．300 ��51．300 ��56．300 ��57，300 �58．如軒南面釘盃，300 ���86300 ����80，∞0 �81，抑0 �����91．抑叫乳 
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囚ホテルチョイス石垣島（航空券＋宿泊）1～6泊
く福岡発／基本グループホテル・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。

※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。

※2泊以上で7～8名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、4～6名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。

※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要となります。

※基本フライト以外をご利用の場合、追加代金が必要となります。

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃　②規定の宿泊費、食事代　①DFSギャラリア沖縄ご利用券代（対象者のみ）
※③を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。

コース �1泊 �2泊 �3泊 �4泊 �5泊 �6泊 

品 �往復同日乗り継ぎ �R7291A �R7292A �R7293A �R7294A �R7295A �R7296A 

コード �往路のみ同日乗り継ぎ �R72918 �R72928 �R72938 �R72948 �R72958 �R72968 

復路のみ同日乗り継ぎ �R7291〔 �R7292〔 �R7293〔 �R7294⊂ �R7295〔 �R7296⊂ 

t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。）

日■

■≡

■基本代金（お一人様）

忘㌫＼＼讐 ��A �8」 �⊂ ��D �E �F　圭　G ����H �l‡J ��K　喜 ��ト毒　州 ���N �0 �QIR 

【 1【 泊 �4－6名1玉 �乳3叫 �39．300 �40．300 ��42，300 �47，M �48．300 ��49，300 ��50．300 �51．300‡53，300 ��王乱射0＝射血 ����66．800 �75．100 �町．8叫81畑地 �8礼8叫99．8 

3名1圭 �39，諷 �40．300 �41．300 ��43．300 �48，錮 �49．300 ��50．300 ��51．300 �諷3叫封，300ト ��59．8叫63．8叫 ����67．800 �76．800 �78，800「82，800 �略朋恒00．00 

2名1皇 �40．300 �41．300 �42，m ��44．300l 473叫 �49，300 �50．300【 ��51．300 ��52，300 �53．3咄55．300童軋800 ����64．800 ��68．800 �77．800 �乃，約0　隠隠叩 �86．抑0 ���101．8 

1毛1皇 �43300 �44300 �45300 ���52300 � ��54．300 49．3 ��55．300 50，劫0 � �】 ��� ��71捕 �80800 � �1 ��� 

小人 �38．300 �39，：約〇 �L40 �．300 �42，300 �　毒 47．300∃4札300 ������【51．300153300 ��50．… ��i2， �由d �86．800【74．800 ��75．800】76，800 �77㌧… ���85．8 

2 泊 �4－6名1皇 �45．800 �46，800i �r47，8∞ ��50．抑0 �51．抑0 �52．… ��乳榊0‡55．抑○ ���50．抑0 �58．800 �64，800 165．抑0 ��樋，800 ��72，8叫吼800j札8的】‾糾岬叩 ���93．800 ���108．80 
3名1皇 �46．800 �47．800 �48．刷 ��51．800 �52．800 �153．… ��55．叫乳…－ ���ト57．000 �59．100 ���69，掴 ��73．8叫83．8叫鱒，叫＿89．！鱒 ���94．800 ���109．80 

2名1圭 �48．8001 �L49．抑0 �50．800 ��53．800 �54．800 �55．800 ��57，800 ��わ8．抑0 �ぎ59．800 �81．800 �67．800 ��71．800 ��75，800 �■‾南面釘由．i両盲i二i由 ��96．800 ���111．8 

1名1土 �弘8抽l �【54，800 �55．800 ��58，800 �59，800 �抑脚軒由，800 ����63．800 �84．… �い札000 �72，800 ��76．800 ��80，800 �90．800 �92．8叫恥．引∞■ �1 �01．800・ ��【116．800 

小人 �45．800 �鵬．800 �47．800 ��50．… �51，800 �52，800圭封，∞0 ����55．800 �弧800 �58．… �64．… ��68－800 ��72－800 �81，800 �82．8的言■】誠緬 �鋸．800 ���94．800 

l4～鴎1圭 ��49，300 �50．300 �51．300 ��封，300 �55朋 �56．300 ��58．300 ��別IJ00 �61．300 �（楓3叫 �69．8叫73．800 ����77．800 �88．800 �！吼800！乳800 �101．800皇116． 

l3名1重 ��51，300 �152300 �53．300 ��58．300 �57．300 �58．300 ��別）．300 ��82，300 �隠3叫65．3叫71，的0 ����l花800 ��79，800 �90．800 �呪800L％，8伸 �103．抑町用．8 
3 泊 �2名1靂 �54．300 �55．300 �56．M ��59．300 �目礼3叫61．卿叫的．300 �����65．300 �銘，M �い構．3明≡74．抑0 ���78．800 ��82．800 �93．800 �95．8叫99．800 10え帥〇三106．800 �．108，的0】121． 

1名1王 �61，300 �吼00 �63，300 ��66．300 �67．300 �錦．300 ��70．300 ��72，308 �73，300 �75．300 �81．800 ��85．800 ��8■9．的○ �1100．000 ��恒3，恥0】128． 

小人 �49．300 �50，300 �51，300 ��54，300 �55．300 �56．300 ��目論．300 ��60．300 �61，300 �63，3∞喜吼抑0 ���73．800 ��77．… �再7．800 �鱒潮岬＿寧9，800 �喜呪8的 ���102．8 

4 泊 �4－8名1蔓 �52，800 �53，… �54，000 ��57，000 �58β00 �59．… ��61．800 ��64，800 �65．800 �67．… �！74．800 ��70，800 ��8乙8叫94．00○ ��96，800：100，800 99，8001103．800 �109．800 ���124．800 
鴻1呈 �55，… �58．800 �57，800 ��60．800 �61．… �62，800 ��64，800 ��67．800 �甜抑○ �70．800 �77．帥0 ��81，800 ��85，800 �97．800 ��112，800 ���127，800 

2名1圭 �59．800 �r蘭．800 �61，800 ��64．… �銭．800 �66，800 ��樋，納 ��71，800 �72．800 �74．800 �11，800 ��85．800 ��89．800 �101．800 �103．8伽1107．輌 �116．… ���131．8 

1名1圭 �68．800 �≒69．800 �70．… ��73．800 �74．800 �75，800 ��≡77，8∝l ��80．800 �81．800 �83，… �90，800 ��94，800 ��9札000 �110．抑0 �112朋0恒扇如 � �25，800 ��L140．帥○ 

小人 �52．800 �53．800 �54．800 ��57．800 �■58，800 �59．幼○≡61，800 ����64．800 �65．8叫67，… ��r74．800 ��78．800再2，め0 ���93．800 �糾．800長池800 � �吼舶0≡110， 

5 泊 �4－‘名1皇 �58．300 �57，300 �58，300 ��61．300 �62．300rもも300 ���いほ却叩 ��60．300 �乃．300弓72．3叫79．… ����83．8的 ��87．掴 �100．800 �102，的0100，800 � �17．800 ��132． 
3名1皇 �‘仇300 �61．300 �62，300 ��65，300 �66．300 �；67．m ��69．300 ��73，300 �∨′九両 �76300 �83．脚 ��87．的0 ��01．800 �104，800 �1鵬．郎qllO，脚○ ��21．帥0 ��136． 

2名1皇 �与5．300 �66．300 �宣67，卸0 ��70．300 �71．300■72，300 ���74，300 ��78．300 �179，300 �181．300 �88．800 ��92，8的 ��恥．8叫109．800 ��111，8的‡115．100 � �26．800 ��141．8 

1名1鼻 �76，m �77．300 �78．300 ��81．300 �82，m　83，M ���85，300 ��宴89．300 �390，300 �92，300 �99．800 ��10も800 ��107朋匪札抑0旭…1了i緬 ��� �37．800 ��152，8 

小人 �56，300 �57．300 �50脚 ��81．300 �与も300．63，300　65，300 �����69．300 �蔓れ3仰 �：72，300 �乃．800 ��83．800 ��。，即座朋廟醐H。，脚 ��� �08．800 ��118，800 

6 泊 �4－‘名1圭 �59800 �‘0800 �61800 ��64800 �65800 �‡ ����73… �74紳0176抑0 ��t �����106800 �108800上112さ∝l � �r 
3名1岳▼‾‾ �64，800 �】l 85，… �槌．800 ��69．800 �札…叫71． �� �i73． �800 �78，800 �l 乃．相打軋抑畑汎 ��� �93． �祓 �！ 197．め0 �111，800 �　r 113，800≡117，800 �130， �� �jli5． 

三毛1主 �70．800 �71．… �72，800 ��75．800 �76．800 �77．000 ��79．800 ��84．800 �略8叫∃87，8叫95．000 ����99．脚 ��103．800 �117．800 �1相，800≡123．00○ �136，8叫151． 

1名1主 �83．000 �84．800 �85，800 ��88．800 �脚．800 �鮒，800 ��92，800 ��97，… �9札抑○ �100．抑0 �】108．… ��112，800 ��116，800 �130．800 �13も8的i13も．800 �149．800164． 

小人 �59，800 �60，800 �§軋抑0 ��64．800 �65．8∝l �別i，800 ��引l，800 ��i・73．800 �竜74．8桝 �76．800 �84．800 ��88，800 ��92，… �105．800至10も．8咄107．8叩 ��116．800126．8 
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巨ヨホテルチョイス宮古島（航空券＋宿泊）1～6泊
〈福岡発／基本グループホテル・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。

※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。

※1泊で4名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、3名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。

※2泊以上で7～8名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、4～6名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。

※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要となります。

※基本フライト以外をご利用の場合、追加代金が必要となります。

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃　②規定の宿泊費、食事代　③DFSギャラリア沖縄ご利用券代（対象者のみ）
※③を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。

■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。）

コース ��1泊 �2泊 �3泊 �4泊 �5泊 �6泊 

iヨ■モ �往復同日乗り継ぎ ��R7311A �R7312A �R7313A �R7314A �R7315A �R7316A 

コード �往路のみ �日乗り継ぎ �R73118 �R73128 �R73138 �R73148 �R73158 �R73168 

復路のみ �日乗り継ぎ �R7311⊂ �R7312⊂ �R7313⊂ �R7314⊂ �R7315⊂ �R7316⊂ 

■基本代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円 

，忘定一＼＼＼竺コ ��A ��8 �C �D �E ��F �GiHil �����J �K �′■　L■ �川　∃　N ���一〇　巨P ���Q �R 

1 泊 �3名1圭 �37300 ��38300 �39300 �41300 �46300 ��47300 �⊆　■hqA〟 �����52300 �57800 �61800 �佑800 �� � ��80800 �83800 �98800 2名1王 �38． � �39．300 �40．300 �42．300 �47． � �48，300 �49．300 ��50 �，3叫51，300 ��53脚 �58．000 �根，約0 �別i， � �‡75，餌0 �元 �800 �81，… �礼礼… �99面 

1名1圭 �41．300 ��42，300 �43．300 �45．300 �50．300 ��51300 �52，300 ��53．300 ��54．300 �56．300 �61，800 �65．8仰 �89．8伽 ��78．800 �80．800 ��糾繭∃87，的0 ��102，8 

小人 �37．300 ��38．300 �39．300 �41，300 �246．3榊 ��47．300 �48．300 ��49，300 ��50．300 �52．300 �∈57，的0 �61，… �65．800 ��乃．800 �74，80 ��」、〝． き75，800 �78．… �84．8 

2 泊 �4～6名1量 �43．800 ��44．… �45．… �側．800 �49，800 ��50．… �52．帥0 ��53．100 ��54，800 �56．800 �61800 �t絡．800 �70．800 ��00．800 �82，80 ��86．800 �91．如0】106． 
名埠＿，＿ �4l．800 ��45．800 �46．800 �49．800 �50．800 ��51，8両53，800 ���54，800 ��55．800 �57，808 �03．800 �67．血恒1．… ���81．800 �83．800 ��87，800 �92．800 �室107． 

2名1玉 �46 �800 �47100 �48800 �51800 �52800！53800 ���55800 ��弘800 ��57800 �59800 �65… � � ��83800 �85800 ��89800 �94800 �′109800 

1名1主 �51，800 ��52．… �53．800 �5丘．… �I 57． � �1 58，射0 �60． �糊 �引 �，抑叫根．醐 ��04．800 �70．800 �74，800 �1 78． � �88．800 �i恥 �約0 �94，800 �99．… �ト 114，800 

小人 �43．800 ��44，800 �45，800 �48．000 �49．800 ��50，… �52，繭 ��ぎ53．…言別．800 ���58．800 �62，… �66．800 �70．800 ��7乳800 �80，射0 ��81．800 �紘800 �92，8 

3 泊 �4～‘名1主 �47．300 ��48．300 �49．罰粕 �52．300 �53，300 ��54．300 �56，300 ��58．300F59，川 ���61．300 �67．800 �71．800 �75．800！貼．糾○ ���88，… ��92．800 94．800 �99．… �114． 
3名1圭 �49，300l弧300 ���51．300 �54．300 �55．300 ��弘．300 �58．300 ��60．300 ��61β00 �63．300 �69．800 72，l00 �73．800 76．00○ �77．800 ��88．800 �90．800 ���‡101．000 �116．8 

2名1主 �52．300 ��53，300 �54．300 �57，300 �58．300 ��59．300 �引．300 ��‘3，300 ��鋸．300 �司‾的3∞ ���80．如 ��91．800 �93，帥○ ��・ニ…・一章…・； ��119． 

1名1圭 �59．：氾0 ��60，300 �61，300 �64．300 �85．罰的 ��66．300 �槌．300 ��70．300 ��71朋 �73，300 �79朋 �83．800 �再7．綿0 ��98，800 �100．800 ��104，槻 �111－800 �128． 

小人 �47．308 ��48．300 �49．300 �52，300 �53．300 ��54．300 �58，300 ��58．300 ��59．300 �61．M �67，800 �71．800 �≡75，め0 ��85．000 �鵬，削0 ��87，800 �90，800 �≡1両 

】4－6名1圭 ��50．800 ��51．800 �52．000 �55．… �56．抑0 ��⊆57，800 �59，800 ��慧芸濃；冨 ���65．800 �72，800 �76，800 �恥8叫乳800 ���194．800 ��98，800 �107．…【1現 

4 泊 �3名1重 �53．的0 ��54，800 �55．800 �50．抑0 �59．釣針引用00 ���62，800 �����幼．800 �75月00 �乃，800 �83－800 ��95800 �．97．的0 ��101．糊 105．如 �110，800 �125． ‡盲i盲面 
2名1皇 �57．800 ��50．… �59．800 �02，… �63．掴 ��64，800 �66．800 ��69，800り0．的0 ���72．800 �79β00 �83，… �87．8叫乳抑0 ���101，800 ���114．… 

1名1土 �銘，… ��‘7．800 �相．800 �71．800 �72．800 ��73．000 �75．… ��【78，帥○！79，800 ���81，800 �88．800 �92．800 �，6．800 ��10札800 �110劇… ��114．帥0 93．800 �123．000 �130．0 

小人 �50．… ��51，800 �52，800 �55．800 �弘．800 ��57，800 �5乳… ��62，800t ��【63，… �65．8叫72，800 ��76．… �80．800 ��91，… �92．800 ���≦軸．抑0 �108．80 

5 泊 �4－6名1重 �54．300 ��55，300 �56．諷 �59，3叫吼3榊 ���61．300 �63．300 ��87．300 ��錦，300 �70，別府 �77，800 �81．800 �85．800 ��98，800 �100800 ��至104如0 �115．研 �130． 
＿＿室1室 �5さ．300 ��59，300 �与0．300 �63．300 �2叫．刃0 ��65．300 �67，300 ��71．300 ��72．300t74．3伽 ��81．800 �85．800 �89，800 ��102，000 �104800 ��事10さ，800 �119800 �1些＿＿ 139． 

2名1主 �63．300 ��64．300 �65．300 �相，300 �69．300 ��】70．300 �竜72，300 ��76．3∝l ��77，300 �79．300 �86800∈90800－94800 ����107，800 �垂＿ 120， �垂 800 �113，800 �124．800 

1毛li �74，300 ��75．300 �76．300 �79，M �80．m ��再1．3仰 �03．300 ��87．300 ��88．3仰 �90，300 �97．800 �101，800 �105，800 ��118．000 ���124，800 �135．800 �150． 

小人 �54．308 ��55．300 �58．M �59．300 �60．300 ��引．封沖 �63，300 ��67．300 ��引け00 �70．300 �77．800 �81，800 �85，800 ��97，800 �98，醐 ��99，800 �108．抑0 �116， 

6 泊 �4－6名1土 �57，800 ��5l．800 �59．808 �硯000 �63，800 ��64，鋤0 �岬 ��71，8叫72，朋の ���74．抑0 �82，800 �86，800 �90．… ��104，80011帆000 ���110．800 �123，… �138，800 
3名1王 �62．800 ��63．800 �64，800 �る7，80tI �周．… ��69，… �71，800 ��78的0妻刀800 ���79．800 �87．800 �91，800 �95，800 ��109800事111800 ���．115，800 �128，808 �143．800 149，800 

2名1皇 �68．800 ��69．… �70．800 �73．… �74．船0 ��75．800 �77，脚 ��82．…∃83．800 ���85．800 �93．800 �97．800 �101，800 ��115．8001117．名神 ���121，800 �134，800 

1名1塞 �81，800 ��82．800 �83．800 �貼．抽0 �87．… ��88，800 �乳紳0≦妬．細い瑚削 �����98．800 �106．… �110，… �114．如0芦1礼8叩130．800 �����134．… �147．… �1＄2， 

小人 �57，800 ��58．800 �59．800 �62，800 �63」的0 ��64．槻 �札如0い1，800盲72．800 �����74．800 �02，800 �貼，腑 �抑朋恒03，800 ���l軋8由一i面緬 ����124．80 



囚ホテルチョイス石垣島＆宮古島（航空券＋宿泊）2－6泊
〈福岡発／基本グループホテル・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。

※1重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。

※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要となります。

※基本フライト以外をご利用の場合、追加代金が必要となります。

◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃および離島間航空運賃（片道）②規定の宿泊費、食事代
※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。

■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。）

・苔．■． �コース �2泊 �3泊 �4泊 �5泊 �6泊 

往路石垣・復路宮古空港利用 �R7302A �R7303A �R7304A �R7305A �R7306A 

往路宮古・復路石垣空港利用 �R73028 �R73038 �R73048 �R73058 �R73068 

■基本代金（お一人様）

．忘完＼＼」讐 ��A �8 �C �D �E �毒　F �G　妻　H ��暮 �J弓　K ��L �納 �N �〇　二十l ���，Q �R 

2 泊 �4－6名1主 �48．300 �49，300 �50．300 �53．300 �54，300 �t55．3伽 �57．300‡軌測0 ��59，罰氾 �引．300 �‘7．300 �71．3伽 �75．卸0 �85，300 �87，3叫9 ��1．300 �96，300 �111． 
3名1皇 �49．300 �50．300 �51．300 �54．300 �55．300 �再弘肌 �58．300 �；59，300 �60，300 �与え300 �68．300 �72，3肋 �76．300 �86，300 �捕，3叫9 ��2加 �97．300 �112，3 

2名1呈 �51．300 �52，300 �53，300 �56．300 �57，300 �58．300 �引）．300 �；引．300 �62脚 �64，300 �70．川 �74．3tIO �78．300 �88．300 �乳3叫9 ��わ00 �99，加の �114． 

1名1王 �56．300 �57，300 �58．300 �引，300 �62，罰氾 �63．300 �65．30q‘6．300 ��67．卸 �69．300 �75，300 �乃．300 �83．300 �93．300 �95．300 ��．300 �104．300 �119， 

小人 �48，300 �49．300 �50．罰の �53，300 �54．300 �55．300 �豪57，脚董58．3仙 ��59．300 �！引，罰氾 �67．m �71，300 �乃．300 �84．300 �85，300 ��300 �87，300 �97． 

3 泊 �4－‘名1圭 �51．800 �52，800 �53．800 �56，800 �57．800 �58．800 �（吼8叫も乙800 ��63．… �再も800 �72，300 �76．300 �80．300 �91．300 �93．300 ��300 �104．300 �119， 

3名1皇 �53．800 �54，800 �55．800 �58．800 �59．800 �80．800 �62．… �；帆800 �65，800 �67．800 �74．300 �78．300 �82．罰粕 �93．M �95，ユ00 ��300 �106．300 �121． 

2名1量 �56．800 �57，800 �58．800 �61．800 �62，800 �63．… �85．的0！67．000 ��68．腑 �70，800 �77．300 �81．300 �85．300 �98，300 �由知叫 � �i．300 �109，300 �124． 

1名1王 �83．800 �84．800 �65，… �68．… �69．800 �70．800 �72，800ミ74．8伽 ��75，醐 �77，800 �84，300 �的．300 �92．m �103．300 �10見知○ ��，300 �116，300 �131． 

小人 �51．800 �52，800 �53．800 �58，800 �57．800 �58．800 �60．掴 �⊆62．… �63．800 �隠帥Ol72，300 ��76．300 �80．300 �90．m �91，300 ��由00 �95．300 �105． 

4 泊 �4－6名1皇 �55．300 �5与，300 �57，M �引），300 �61，300 �ル2，300 �64．300 �67，300 �60，300 �70，3叫刀，3伽 ��81．300 �85．300 �97．300 �99β00 ��3，300 �112，300 �127， 
3毛1重 �58．300 �59．300 �餌．300 �63．300 �64，罰の �65．300 �67．300 �70．300 �71．300 �∃乃．3両肌300 ��糾．300 �88．M �100．300 �102，300 ��00 �115．300 �130． 

2名1量 �62．300 �63．300 �64，300 �67．300 �細．300 �∃69．300 �71．300 �：74，300 �75．罰船 �77，300 �糾．300 �榊，3仰 �92，300 �104，300 �1％．300 ��0，血 �119．300 �134． 

1毛1皇 �71．300 �72，300 �73．M �76．川 �77．M �78．300 �80．300 �83．300 �84．300 �鵬．300 �93．300 �97，3仰 �101．300 �113，300 �115，300 ��9，300 �128－300 �143． 

小人 �55．300 �5与，M �57，300 �60，300 �61，300 �各も300 �64朋 �67，300 �相．300 �∃札300 �77朋 �01，3仰 �85朋 �96，300 �97，300き　98．300 ���10乳知0 �1133 

5 泊 �4－‘名1皇 �58．800 �59．800 �60．800 �63．800 �64，… �砧，… �‘7．朗咄71．8榊 ��72．的0 �邦，…i82－300 ��86．M �90．300 �103．M �105，M ��，300 �120，300 �135． 
3毛1皇 �62，… �163．的0 �糾．800 �67．800 �引1．800 �69．800 �71．000≡75．000 ��76．… �78．800 �86．M �軸．3的 �94．300 �107罰柑 �両11 ��3．300 �124，300 �139．3 

2名1圭 �67．800 �槌．800 �69．000 �72．… �73．800 �74，… �76．800…80，脚 ��81．800 �83．000 �91暮300 �95．3仰 �99．300 �11も300 �J〔！里嬰如 125・聖 ��由血 �129．300 �144．3 

1名1圭 �78．800 �79，800 �80，800 �83．800 �84，800 �再5．8明 �87．… �…　91．800 �9乙… �94．… �102－300 �1％．300 �11仇300 �123．知0 ���29，300 �140，300 �155． 

小人 �58．100 �59，800 �60．800 �63．800 �84．800 �櫨．800 �87．800 �71，800 �花抽0 �74．800 �さえ300 �鵬．300 �90．300 �102，300 �103．3001 ��04．300 �111．300 �121．3 

6 泊 �4－6名1重 �62，300 �63，300 �64．300 �67．300 �引1．300 �紗，300 �71，M �78．300 �77，300 �79，300 �87．300 �91，300 �95，3∞ �109．300 �1日．30011 ��5．300 �128．別府 �143．3 

3名1主 �67，300 �68．300 �69，300 �72．300 �73．300 �74．300 �7°．300 �81．300 �晩00 �糾．300 �92脚 �96．3（氾 �100．300 �114，300 �116．30012 ��0．300 �133朋 �1」は．3 

2名1量 �73．300 �74．300 �け5．300 �78．300 �79．300 �80，300 �82，M �187．300 �88．3伽 �90．300 �98．300 �102．300 �106．300 �120．300 �12王．3081 ��26．300 �139．300 �154．3 

1名1皇 �86，300 �87．300 �88．300 �91，300 �92，300 �93，300 �95．謝 �100．300 �101．罰和 �103．300 �111．M �115－300 �119，300 �133．300 �135．30013 ��9，300 �152，300 �167， 

小人 �62，300 �83．川 �64．300 �67．300 �68．300 �69．300 �！71．300‡76，300 ��刀■．300 �79．300 �87．300 �91．300 �95．300 �108．300 �109，300‡11 ��0300 �119．300 �129， 
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巨コホテルチョイス（宿泊のみ）ト6泊
〈基本グループホテル利用〉

※飛行機を含む現地までの交通機関は含まれておりません

※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。

※7～8名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、4～6名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテルグループごとに追加代金が必要となります。

※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要となります。

◆基本代金に含まれるもの　①規定の宿泊乳食事代　なお、当コースの旅行代金には、往復航空運賃は含まれておりません。※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。

※出発日とは、当社が手配する宿または、オプショナルプランの利用初日となります。

●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。）

■基本代金（お一人様）

，孟㌫㌻＼＼、竺竺 ��A　∃　8 ��t　C �D �E �F　重　G‡H　l 

∃　4－6名1室 ��5，500 �6．000 �6．500 �7．000 �8．000 �9．000 �10，000 �12．00。臣15．000 

！　3名1量 ��6．500 �6．800 �7．000 �7．500 �8．500 �9．500 �10，500 �12，500【15．m 

2名1圭 �7，300 �7．500 �8．000 �0．500 �9．500 �10．500 �11，500 �13．500【16，500 

ト一等貨≠一、－－ ��9，800 �10，500 �11．0・00 �11．500 �12．500 �13．500 �14．500 �17，000 �20，000 5．500 �6，000 �与．5・00 �7．000 �8，000 �9．0〇・〇 �10，000 �112，∝旧 �15，000 

2 泊 �4、6名1圭 �9．500 �10．000 �11，000 �11．500 �12，500 �13，500 �16．500喜21．000 ��24．000 
3名1圭 �11．000 �11．500 �12500 �13，000 14，500 � � ��け2，500 卓24．000 �25500 

2名1主 �12．500 �13，000 �14．000 ��15．500 �う盲joo妻19．500 ���27，0・00 

1名1圭 �18．∞0 �18．500 �19．500 �20．000 �21，000 �22，000壬25．000 ��29．500 �32，500 

小人 �9．500 �10，000 �11．000 �11，500 �12，5・00 �耐‾■i，500 ��21．000 �24，000 

3 泊 �4・－6名1蔓 �14．000 �14．500 �15．000 �16，500 �17，500 �18．500 �23，500 �30，000 �33．000 
3名1皇 �16．000 �16．500 �17．500 �18．500 �19．500 �20，500 �26，080 �32．500 �35．500 

2名1圭 �18．500 �19，000 �20．500 �21，000 �22．000 �23．000 �28．500 �35，000 �38．000 

至　1名1量 �26．500 �27．000 �27．500 �29．000 �30．000 �31．000 �36，500 �43，000 �46，000 

巨　　小人 �14，000 �14．500 �15，000 �16．500 �17．500 �18，500 �23，500 �j玩000†33，Oid“ 

4 泊 �4・－6名1圭 �17，000 �18．000 �19，000 �21，500 �22．500 �23，50・0 �30．500 �39，000 �些些些 45月00 
3名1童 �19．500 �20，500 �22，500 �24，000 �25．000 �26，0：0：0 �34．000 �∃42，500 

2名1主 �23．000 �24，000 �28．000 �27，500 �28，500 �29，500 �ほ7方00 �．46．000 �49．000 

1名1皇 �33．500 �34，500 �35．500 �37，000 �38．000 �39，000∈47000盲55500 ���5850・0 

小人 �17．000 �10．000 �19．000 �21．500 �22，500 �23．500臣30．500…39，000 ���42，000 

5 泊 �4－6名1圭 �21，500 �22，500 �23，000 �26．500 �28，500 �29．500 �37，500 �；…莞gF卜…三笠 
3名1圭 �25．500 �26．500 �27．500 �29，500 �31，000 �32，000 �42，000 

2名1主 �29．500 �31，000 �32．000 �34．000 �35．000 �3も，000 �46．500 �56，00・○座9．000 

1名1主 小人 �42．500 �43．000 �43．500 �45．500 �46．500 �47．500 �58，000 �67，000∋70．000 

21，500 �22，500 �23．000 �26．500 �28．m �29．500 �37，500 �48．000 �喜51，000 

⊇4－6名1主 【3名1圭 ��25500 �2 �27000 �31500 �33500 �35500 �44500 �57000 �60000 

29，500 �31．000 �32．500 �35．000 �36．500 �38．500 �50，000 �　【 62，500t65，500 

泊 �2名1圭 �34，000 �35，500 �39，000 �40．500 �41．500 �43，500 �55，500 �66．000 �69，000 
1名1量 �49，500 �51．000 �51，500 �54．000 �55．000 �58．000 �69．000 �79．500 �82，500 

小人 �25，500 �26．500 �27．000 �31．500 �33，500 �35．500 �44．500 �57，000 �60，000 

45



ホテル追加代金（か人様／，泊につ剖

※★は金・土曜日代金適用となります。

攣 ���宿泊日 �10／1、10／10 ��11／4・－11／29 ��12／2－12／19 1／6～1／9 ��2／1一一3／13 4／7～4／25 ��3／14～3／19 ��10日ト1椚3 1m一m3 �11／30－12／1 �12／27 �4／26～5ノ1 �5／2、 
ホ丁ル 列トプ ���1重 利用人数 �10／14・－10／31 ����1／13－1／31 ��5／7－5／12 （★2／10） ��3／23■～4／6 ��12／20－ほ偲 封罰～3／22 �1乃 1〃0－1／12 �～1／4 �5／6 �5／5 

白一木 �金・土 �日一木 �金・土 �日～木 �金・土 �日～木 �金・土★ �日一木 �金・土 

墓碑砂＝鶉貯飽 ����追加代金なし0円 

ぶて ；虎と ���4～6名1圭・小人 �500 �500 �500 �500 �1，000 �1．000 �1．500 �1．500 �1．500 �1′500 �1．000 �1．000 �5．500 �4．000 �6．000 
2～3名1室 �1．000 �1．000 �1．000 �1，000 �1，500 �1．500 �1．500 �1′500 �2．000 �2．000 �2．000 �1．500 �8．000 �5．500 �8．000 

1名1童 �3．000 �3．000 �3．000 �3．000 �3．500 �3．500 �4．000 �4′000 �4，500 �4，500 �4．500 �3．500 �11′000 �8．500 �12．000 

深間 勿脚 ���4名1室・小人 �1′000 �1．000 �1．000 �2．500 �1．000 �1．000 �2．000 �2，500 �1′500 �2．000 �3．000 �3．500 �3，000 �1．000 �3．000 

2～3名1重 �1′500 �1．500 �1．500 �2．500 �1．500 �1．500 �2′000 �2．500 �2，000 �2．500 �3′000 �4．500 �3．500 �2．000 �3．000 

1名1室 �3′500 �3．500 �3．500 �4．000 �3．000 �3．000 �4′000 �4，500 �3．500 �4．000 �5．000 �6．000 �5．000 �4．000 �5，000 

■㌻ 蓼厄蕪を ���4－5名1圭・小人 �1，500 �2．000 �1，500 �1．500 �1′500 �1，500 �3．000 �3，000 �2．000 �2．500 �3′500 �2．000 �8．000 �3．000 �7．500 
3名1室 �2．000 �2．500 �1．500 �1′500 �2．000 �2．000 �3′500 �3．500 �3，000 �3．500 �4．500 �2．500 �10．500 �4′000 �10．500 

2名1室 �2，500 �3．000 �2．000 �2．000 �2．000 �2，000 �4′000 �4′000 �3．500 �4．000 �5．000 �2．500 �12．500 �5．000 �12′000 

1名1室 �7′000 �8．000 �6．500 �6．500 �7．000 �7．000 �9，000 �9，000 �9．000 �9．500 �10．500 �7．500 �22．500 �11．000 �22．000 

撥 翔芯〒 ���4～5名唱・小人 �2．500 �3．000 �2，000 �2，000 �2，000 �2′500 �4，000 �4．000 �2．500 �3，000 �4．000 �2．500 �11′500 �6．500 �11．000 
2－3名1室 �3．000 �3．500 �2，500 �2．500 �2．500 �3，000 �5．000 �5．000 �4，000 �4．500 �5．500 �3．000 �15，000 �8′500 �15．000 

1名1董 �8．000 �9．000 �7．000 �7．000 �7．500 �8，000 �10′000 �10．000 �9．500 �10．000 �11．000 �8．000 �24．500 �15．000 �24．000 

名1室・小人 �1．500 �2．500 �1′500 �2．500 �2′000 �4，000 �1′500 �2．500 �3，000 �4，500 �6．000 �7．500 �13．000 �6．000 �11．500 

3名1圭 �2．500 �3．500 �2．500 �3，000 �2，500 �4．000 �2，500 �4．500 �4．000 �5，500 �6．500 �7．500 �14．500 �6．500 �13．500 

2名1董 �3．000 �4．000 �3．000 �3．500 �3′000 �4．500 �3．000 �4，500 �5，000 �6，000 �7．000 �8．000 �16．500 �7，500 �15．500 

1名1室 �8．500 �9．500 �8，000 �9，500 �9．000 �10．500 �8．000 �10．000 �11．000 �12．000 �14．500 �16．000 �24．000 �14′000 �23．000 

ノて 1．r 言′烏障ラ ���4－鴇1室・小人 �3，000 �3，500 �2．500 �3．000 �3，500 �4′500 �4′000 �4，500 �4′500 �5．000 �6．500 �8．000 �15′000 �6．500 �15．000 3名1室 �4，000 �4．500 �3．500 �4．000 �4′500 �5′000 �5．500 �6．000 �6．000 �6．500 �7．000 �8．000 �17′500 �7．500 �17．500 

2名1妻 �5′000 �5．500 �4′000 �4．500 �5，000 �6．000 �6．000 �6．500 �7．000 �7．500 �7．500 �8．500 �19，000 �9．000 �19．000 

1名1室 �10．500 �11．500 �9．500 �10．500 �11．500 �12．500 �13，000 �14．000 �13．500 �14．000 �15．500 �16．500 �33．500 �16′500 �33．000 

4－5名1圭・小人 �4．000 �4，500 �4，500 �5．000 �4．500 �5．000 �5．000 �6．500 �7．000 �7．500 �7．000 �8．500 �16，000 �15．500 �16．000 

3名1葦 �4，500 �5．000 �5．000 �6．500 �5．000 �5．500 �6′000 �6．500 �7′000 �8．000 �8，000 �8，500 �18，000 �15．500 �18．000 

ブ �2名1圭 �5．500 �6，000 �6．000 �7．000 �5，500 �6．500 �6．500 �7．500 �7′500 �8．500 �9．000 �9．000 �19．500 �16，000 �19．500 

1名1董 �12．500 �13，500 �12．500 �15．000 �12，000 �13．000 �13．500 �15．000 �14，000 �15．500 �16．000 �17．000 �34，000 �21．500 �33．500 

け 頂－ ���4～鴫1室・小人 �4，500 �5，500 �3．000 �4．000 �3．000 �4．500 �4′000 �8．500 �6，000 �6，500 �8，500 �6．500 �24′000 �18．500 �24．000 3名1室 �5．000 �6．000 �4．000 �5．000 �4．000 �5．500 �5．000 �9．500 �7，000 �8．000 �10′000 �7．500 �26．500 �21．000 �26．500 

2名1室 �6，000 �7．500 �4．500 �6．000 �4．500 �6．500 �6．000 �10．500 �8，000 �9．000 �11．500 �9．000 �29．500 �22．500 �29．500 

1名1室 �14．000 �15．000 �12．000 �13．000 �11，500 �13．500 �13．500 �18．000 �16，000 �16．500 �20．500 �17．500 �45，500 �36′500 �45．500 

4名1室・小人 �5．000 �6．000 �3．500 �4．500 �3′500 �5，000 �5．000 �9．000 �8′000 �8．500 �10，000 �7．000 �28′500 �24′500 �31．500 

グ � � �3名1圭 �5′500 �6．500 �4．500 �6．500 �4．500 �6．000 �7．000 �10．000 �9′000 �10．000 �11．500 �8．000 �29′500 �25．500 �32．000 2名1室 �6．500 �8．000 �6．000 �8．000 �5．500 �7．500 �8．500 �11，000 �10′500 �12．000 �13．000 �9．500 �31．500 �27．000 �33．500 

1名1室 �14．500 �16，000 �13，500 �15．500 �13，000 �15．000 �15．500 �18，500 �17．500 �19．000 �21．000 �18．000 �46．000 �37．000 �46．000 

』 劾挺身 ���4名1圭・小人 �5．500 �7．000 �4．500 �6．000 �4．000 �6．500 �7′000 �10．500 �10．000 �10．500 �12．500 �8．000 �31．500 �25．000 �34．000 
3名1圭 �6．500 �8．000 �6．000 �7．500 �5．500 �7，500 �8．500 �12．000 �11．500 �12．500 �14，000 �9．500 �34．000 �26．500 �36．000 

2名1室 �8′000 �9．500 �7．000 �9．000 �7．000 �9．000 �10，000 �13．000 �13，000 �14．000 �15．500 �11．000 �36．500 �27．500 �38．000 

1名1室 �15．500 �17．000 �15，000 �16．500 �15．500 �17．500 �18．000 �20，500 �20，500 �21．500 �23，000 �20．000 �46．500 �37，500 �46′500 

【短 割匝唇 ���4名1室・小人 �7．000 �8．000 �5．000 �6，500 �6．500 �8．000 �7．500 �15．500 �12．000 �13．000 �13．000 �8．500 �32，000 �25．500 �34．500 
3名1室 �8．500 �9．500 �6．500 �8．000 �8．500 �9，500 �9′500 �16．500 �13．000 �14．500 �14．500 �11．000 �34．500 �27．000 �36．500 

2名1室 �11，000 �11，500 �8．000 �9．500 �10．000 �11．500 �11′500 �18′500 �15，500 �16′500 �16′500 �12．500 �37．000 �28．000 �38．500 

1名1室 �20．500 �21′000 �17．000 �18．000 �19．000 �20．500 �21′000 �28．000 �24．000 �25．000 �26．000 �22．500 �47．000 �38．000 �47′000 

毒■し ���3～8名1室・小人 �10．000 �11′500 �8．500 �10′000 �9，000 �10．000 �10．500 �17．000 �14′000 �15．000 �16．000 �11′500 �35，000 �34．000 �37．000 
2名1圭 �12．000 �13．500 �10，000 �11．500 �10，500 �12．000 �12，000 �19．000 �16．000 �17，000 �18．000 �13．000 �37，500 �34．000 �39．000 

‘′妃■■‾ ���1名1蓋 �22．000 �23．500 �20．000 �21．500 �19．500 �21．000 �21．500 �28．500 �24．500 �25′500 �29．000 �23′000 �47．500 �39．500 �47．500 

弓洒 勲桓薄 ���ト4名1重・小人 �13．500 �14．500 �11．000 �12．000 �11．000 �12．500 �12，500 �18．500 �17．000 �17．500 �18′000 �13′500 �35．500 �34′500 �37．500 
2名1室 �15．500 �16．500 �12′500 �14．000 �13′000 �14．000 �14．500 �19．500 �17．500 �18．500 �19．500 �15．000 �38．000 �34，500 �39，500 

1名1圭 �27．000 �28．000 �24，500 �25．500 �24．500 �25．500 �26，000 �29．500 �29．000 �30．000 �32．000 �26．500 �56．000 �50，500 �55．000 

4名1圭・小人 �12．500 �13．500 �9．500 �11．000 �11．000 �12．500 �12，500 �19′000 �17，500 �18．000 �17，500 �13，000 �36，000 �35．000 �36．500 

3名1塞 �16′500 �18，000 �14，000 �15．500 �14．000 �15．500 �15．000 �19，000 �18，000 �19．500 �21．000 �16，000 �39，000 �35．000 �39．000 

2名1室 �18，000 �19′500 �15．500 �17′500 �15．500 �17．000 �16．500 �20．000 �19．500 �22．000 �24．000 �18．000 �45．000 �36．500 �45′000 

1名1室 �29．000 �31．000 �26．000 �29．000 �25．500 �28．000 �27′500 �31．000 �30．500 �35．000 �37′500 �30．000 �70．500 �55．500 �68．500 

㊥ ・奉陸稲 ���ト5名1重・小人 �18，000 �19．000 �16．000 �17，500 �18．000 �20．000 �18．500 �25．500 �23．500 �24．000 �24′000 �20，500 �44．000 �35．500 �44．000 2名1室 �20．000 �21．500 �18．000 �20．000 �19．500 �22．000 �20．500 �31，000 �24．000 �25．000 �25．500 �22．500 �46′000 �37．000 �46′000 

1名1室 �34．000 �35′500 �32．000 �33，500 �33．500 �36，000 �35．500 �52，500 �38．000 �39，000 �40．500 �36．000 �71．000 �57．500 �69，000 

4名1圭・小人 �17，500 �19．500 �17．000 �19．500 �17．000 �19．500 �19．000 �30，000 �22，000 �23′000 �23，000 �19．500 �42．500 �45．000 �44．000 

● � �3名1墓 �20．000 �22．000 �19．500 �21．500 �19．000 �21．000 �21．000 �30′000 �24．000 �24，500 �24．500 �21．000 �45．000 �45．500 �45．500 

2名1室 �24．500 �26．000 �22，000 �24．000 �22，000 �24．000 �23．500 �31，500 �25．000 �26．500 �29．500 �24．500 �47．500 �49．000 �48．000 

1名1室 �38．000 �40．000 �36′000 �38．000 �35，500 �37．500 �37．500 �53．000 �38．500 �40．500 �45．000 �38．500 �73，000 �73′500 �73．500 

● � �3名1董・小人 �25．500 �27．000 �27．500 �30．000 �26，500 �27．000 �28．000 �31．000 �31．000 �36．000 �36．500 �30．500 �45．500 �46．000 �46．000 

2名1童 �35．500 �37．500 �39．000 �42．000 �38．000 �38．500 �39′000 �43，500 �43，000 �49．000 �49′500 �42，000 �56．000 �49．500 �55．500 

】′ニ ���2名1室 �55，500 �55．500 �55．500 �55．000 �55．500 �55．500 �55′500 �55．500 �55．500 �55．000 �55．500 �55．500 �55．000 �55．500 �53．500 
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賢憲遥晋＝濫エヤマヤシ群落＝蓋蓋誓警占㌶認諾漂．平マリンサ＿…芸＝竃群ぎ
藁12：25　　　　　　　　　　　　　劉4：10　　¢14：20や14：40　　¢14：50　　　　　　　窃15：30　　　　　　［惑這

＝★石垣やいま村（各自昼食・約1時間45分）臨撞＿みね屋工房蓼＝★石垣島鍾乳洞（約40分）田野＝ホテル・石垣空港
胃★有料大人840円→650円、3歳～小学生420円→300円－（約20分）　　　白★有料大人1，050円、4歳～中学生525円　（下記参照）

賢＝憲遥晋＝芸霊憲マヤシ＝蕊警丁子霊畏濫濫漂莞引は川平マリンサ：：：＝竃群青＝漂崇

軍学仁華苧　慧温いま村（約45分）醐　劉4‥10＿慧芸芸諾ぎ＝誓謡島鍾乳洞（約4。分，詣昔＿ホテル．石題ど三、石埴生卦下記参照）＝馴有料大人840円→650円、3歳～小学生420円→300円－（約20分）　　馴有料大川50円→抑4歳～中学生525円→420円－（下記参照）

川平誇／Ull平マリンサービスにてグラスボート乗船時のみ）星砂ボトル

石垣鰯窯元／1′050円以上のお買い上げで500円割引（焼物のみ）

石垣やいま村／サーターアンダギー＆健康茶1杯、昼食時トロピカルドリンク1杯付き（昼食代有料）

みね屋工房／手織り布ストラップ、商品15％割引（一部商品を除く）

石垣島鍾乳洞／ゴーヤ茶ティーパック＆オリジナルポストカード

石垣島号／甥 �績場所 �　日観光 出発時聞到着時間 ���　一i喜廿t 出発時間 ��観光 鼻到着時間 �出発時 �午′ 時間 �観光 到着時間 

ビーチホテルサン �ヤイン � �：30 �15：40 � �：30 �－ � � �15 �40 

石垣港※ �� �：45 �15：50 �8 �：45 �－ � � �15 �50 

ANAインターコンチネンタル石垣リゾート ��9 �00 �16：00 �9 �00 �ー � � �16： �00 

石垣空港 ��－ ��16：25 �－ ��12：55 �12：5 �5 �16 �25 

※石垣島トラベルセンター離島ターミナル営業所

感頭芦　宮古島胃　島悪良　年　羨　水

岬準準準　這　08：35　　　　窃8：50

ホテル（下記参照）＝釆間大橋（展望台）（約15分） ＝ホテル（下吉宗＝蒜慧過去蒜＝需品浜（芸認諾ア＝詔離蒜ツト＝芸完認諾デ＝
（約30分）

倉11：35　等11：45　藁11：55　夢12：15　窃12：35（フェリー）813：05　¢13：10　　　窃14：00　寝14：55撃15：15　苺16：05　等16：55

あばら樹（各自昼食・約50分）＝池間大橋（約20分）＝毒素議場品蒜＝誓盤許空港＝漉口の浜（約10分）＝牧山展望台（約20分）

ホテル（下記参照）＝来問大橋（展望台）（約15分）＝ホテル（下言慧＝詣蓋；品妄＝墓誌品浜（芸13芸＝詔離蒜ツト＝竃蒜㌫岩

鼻11：35　昏11：45　¢11：55　　e12：15　窃12：35（フェリー）苺13：05　¢13：10　　　　¢14：00　　　　　　　　問

＝渡口の浜（約10分）＝牧山展望台（約20分）＝佐長浜港蒜）平良港＝あばら樹（各自昼食・約50分）＝や宮古空港（下記参照）

画面頭瞳慧・＋◎14‥55　昏15：15　釧6‥05　劉6‥55　　　　　　　閻

∵ご富盲空港（下記参照）＝池間大橋（約20分）＝東平安名崎（約50分）＝ホテル・宮古空港（下記参照）

画垂重奏忘ヨ苺8：35　　　昏8＝50　　　揖　　　　　　◎9：30　劉∝00　釧0：15　　　　御0‥55　琵紺‥10窃‖＝40

ホテル（下記参照）＝来問大橋（展望台）（約15分）＝ホテル（下記参照）＝人頭税石（車窓）＝砂山ピ」チ（約30分）＝★宮古島海中公園（約40分）匝Ⅲ＝池間大橋（約30分）

馴1：55　　　㊨12：05　位12：25　　　　昏13：25　藁13：35　　　　　　劉4：55　馴5：35　　馴6：25　　　　　　　　短

＝島尻マングローブ（約10分）＝あばら樹（各自昼食・約1時間）＝熱帯植物園・宮古島市体験工芸村＝東平安名崎（約50分）＝ホテル・宮古空港（下記参照）

（★体験は別途有料・約1時間20分）

瞥甜窟閥琵這ヨ¢8：35　　　尊8‥50　　　　転霊ヨ　　　　　　◎9：30　劉0：00　010：15　　　　昏柑：55　馴1：10劉1棚

ホテル（下記参照）＝来闇大橋（展望台）（約15分）＝ホテル（下記参照）＝人頭税石（車窓）＝砂山ビーチ（約30分）＝★宮古島海中公園（約40分）巨細＝池問大橋（約30分）＝

¢11：55　　　　窃12：05　　◎12：25　　　　　琶毒13：25　　　　　　　　　謂

＝島尻マングローブ（約10分）＝あばら樹（各自昼食・約1時間）＝や富盲空港（下記参照）

妃頭重垂忘ヨ　　　む14‥15　　　　　　　劉4‥55　捌5：35　　闇6‥25　　　　　　　泥

や青書皇帝（下記参照）＝熱帯植物園・宮古島市体験工芸村（約40分）＝東平安名崎（約50分）＝ホテル・宮古空港（下記参照）

※体験はできません。
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汲、・・ こ■‡£11‾1“王‾こ‾三°誘・竃‾漸■JJ‾再読′ささ嘉一‡圭・㍑‾ニー如， ���1＝l＋ ��観光 � �� �亨等手長 � � �苧 �観光 
prノブj罰．㌔■漬鞄 �男 �時間 �到着時間 �蒜翳 � �缶 �割 �時間 �出発騰 �時間 �到着 � 

シギラベイサイドスイートアラマンダ ��� �：00 �16：50 �8 �：00 ��－ �� � �16 �50 

ホテルプリーズベイマリーナ ��� �05 �16：55 �8 �：05 ��－ �� � �16 �55 

宮古島東急リゾート ��� �：25 �17：15 �8 �：25 ��－ �� � �17 �15 

ホテルサザンコースト宮古島 ���9 �10 �17：50 �9 �：10 ��ー �� � �17 �50 

ホテルアトールエメラルド宮古島 ���9 �15 �17：45 �9 �：15 ��－ �� � �17 �45 

宮古空港 ���－ ��17：30 �－ ���14：00 ��14：0 �5 �17 �30 


