
野県トトリガ一輝嚇
心からくつ巧けるプライベートリゾート

とってもお得宿泊情報

①GALA Welcomeにてワンド）＞ク付　②朝焼けCafeにてモーニングコーヒーl杯付

汁真情吊ル㌦ほ烏引用

巨i■！｝－（はいむるぷいとし

園丁ゾーi一二勤か偶避
浦両河川日にあるアシアノテfスト州いノーー巨ホテル仙

目前には月が浜が三日月状に広がる鳴き砂のビーチです。

（p屋外プール利用無料

甜割甜E

‾坤二二盲

1宿泊日カレンダー

■客室／バス・トイレ付（42rポ）

リソナ欄レツイン洋室（定員1～4名）

■チェックイン・アウト／lN15．00　0UTlO：00

■小浜港より華で約5分
・′石垣72く÷小兵′芸の′　代は富三、れて富）り託せ／し

詳しくは6ページをご覧下さい。

■駐車場／無料

レストラン（バイキング・和琉創作・アラカルト）・ショップ・スパ・

レジャーデスク・ゴルフ場

魁溌　遍、・畠
絹局識

5亡∂γ川g day C一封eJldar

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

三厩㈹土　∈柚鵬±　E酬土　E鳳火㈹土　∈矧火掴土　掴土　E柚舶封±　紬酬舎

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

議讐 �4名1稟 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

3．000 �4．200 �6，600 �17．800 �2，300 

3．600 �4．800 �7，100 �18．300 �3，100 

ト　旨・ �6．400 �7，600 �9，900 �21，100 �5，000 

8．000 �9．200 �11．600 �22，800 �6，200 

14．700 �18，100 �20，500 �31，700 �12，400 

20，300 �21，500 �23，800 �35，000 �14，700 

■客室／ハス・トイレ付（43rポ）スーペリア洋室（定員1～4名）

■チェックイン・アウト／IN15．00　0UTl1．00

■小浜薄より車で約10分
石工▲‾′ここと〉小沃√このヌ］代に二よれて‡jりよせ′1〉

詳しくは6′中一ジをご覧下さい。

■名主車場／無料

レストラン（プッフェ・スープしゃぶしゃぶ・セットメニュートショッ

プ・スパ・サンセット広場・ふれあい牧場・テニスコート水牛

池・ビーチハウス・ハンモック・フランコ

毎払痘、，国餞
慧有娼　　　　　　　　善月影卜玖雪目季官営＃

東京ドーム8．5個分を有する、
南国の自然が息づく広大な楽園を散策

SrayJng daγCaJendar

種別 �■宿泊差頴代金 � 

蒜音更≡ �4名1室 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

盲 �3，000 �4，200 �7，700 �16．700 �1，100 

5，300 �6．500 �9，900 �18．900 �2，700 

追 �21，400 �25．900 �31，600 �40．600 �16，300 

自然との共存をテーマに、自然環境保護の観点から⊃ミの減

量を考え、お部屋には歯ブラシ・掛カミソリのアメニティは設置

しておません。必要な方は、フロントにてお配りしております。

■屑泊日カレンダー

■客室／パスヰイレ付（42汀盲〉
スーペリアツイン洋室（定員1～4名）

■チェックイン・アウト／IN15：（氾　OUTll．00

■上原港より車で約5分
・石持′，‾草〉トにご′の11日‾．丁二二；∴れてさつりた、しノ1′

詳しくは6ページをご覧下さい。

■駐車場／無料

■・■＝∴、

レストラン（バイキング）・ショップ・スパ・インターネットコーナー・

アクティヒティデスク

臨転絹針、餞
石　　　　　　　　　　　　　　　黒通年

Sray川g daァ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 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・喜毒税込／単位：円） 

蒜謡≡ �4名1垂 �3名1垂 �2名1婁 �2名1室1名刺用 � 

3．000 �4．200 �6．600 �17，800 �2，300 

3，6001 �4，800 �7，100 �18，300 �3，100 

6．400 �7．600 �9．900 �21，100 �5，000 

8，000 �9．200 �11．600 �22，800 �6，200 

≧ �14，700 �18．100 �20．500 �31，700 �12，400 

20，300 �21，500 �23，800 �35，000 �14．700 
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lSHIGAKHSLAND STANDARD PLAN

スタンダードプラニ了
雪貴行プ警宣告を頼架紆プラ㍗姜三崇渠鼓

各クラス1泊ずつでも連泊でも組み合わせ自由です。下記A・B・⊂ホテルからお選び下さい。

■宿泊臼カレンダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5ほyLng day Ca e乃ddr

201三年10月　20T3年11月　2013年12月　2014年1月　　2014年2月　　20川年 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） 

義軍 �4名1呈 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

2，500 �3，100 �3，800 �8，300 �700 

2，500 �3，100 �3，800 �9．400 �700 

3．600 �4．200 �4，900 �10，600 �1，500 

4．700 �5，900 �7，100 �12．800 �3，100 

9．100 �10．400 �11．600 �17．200 �6．200 

■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2月　　2014年3月

5ayLng daァca eridar　■宿泊日カレンダー

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） 

・＝ �3名1室 �2名1室 �1名1室 � 

500 �700 �2，000 �UPなし 

1．700 �3，200 �3．900 �UPなし 

粟野ホテルグランビュー石垣
〃り‖1J＼J▼■り／JU」7■JO＼

マス・Hレ付く15～33rげ）

53CR12800

シン列レ洋室（定員1名）・スタンダードツイン洋室

耀昌2名）・デラックスツイン洋室（定員3～4名）

■チェックイン・アウト／削14．00　0UT11．∝）

■石垣空港より車で約30分　■駐車掛有料凱000円

餉内施設
大浴場・サウナ・レストラン（和食・洋食）・ショップ・
マッサージ・コインランドノー

幽庵釦臨転塾
有　　　　　　　　　　　　　　　　八、サウナ付

①■：ヴ愴券を屏食に変更可腰愈メニュー）　　亡弟3遵泊以上で夕食1剛寸
ぐ等サウナ付大浴場利用無料　　　　　　　（限定メニュー）

⑨猷叫鳩代金50％OFF

頭ベッセルホテル石垣島53S王N3002
〃りn＿1J n／て捕りけり．＼

■客室／バス・卜でレ付は1～26ポ）

3名1室利用・こども料金設定なし

5fay川g如y caJeJldar

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） 

這ミ≡ �3名1室 �2名1室 �1名1室 �こども（3～11歳）3名1垂 

UPなし �UPなし �800 �UPなし 

UPなし �500 �1，100 �UPなし 

53MYH2800

両の美ら花ホテルミヤヒラ
／JりJノーとJ＼／、りJ　け汀Jり＼‾

■客室／パスサイレ付（24～獅）

き：、も　をa……■票芸誓誓書腎に子雲留‾諾芹禁書）
■石垣空港より車で約25分

■敬等場／有料1泊500円

餌両施設
レストラン（和洋バイキングうンチパイキンク・郷土
料理卜売店・コインランドリー

幽臨塩田餞′樋年

圧ウェルカムドリンクサービス　　　　　粧早訓込罰引伽に鋸1，価一・人蜘【憎引釦，闇）
【1200－22肝ロビーにてセルフサーヒス】　　√⊇ノアニハーサリー粕蝋班用、結婚記念日）

蓬実篤競㌫戸飾限定メ二ュ‾）還菜窺護憲転写機へ

頭ホテル花と縁の宿みずほ石垣島

ダブル洋室（定員1名）いソイン洋室（定員2名）′（軽食サービス飢）

■チェックイン・アウト／削14・00OUTll・的′　hJ∴員・血こ

■石垣空港より車で約30分■駐車場／蔓　l L∫†、

館内施設
レストラン（和洋バイキングトOAコーナー・
コインランドリー

短日壷
とって

①ウエルカムドリンクサービス
【1400－20COセルフで飲み放頚】

②レンタサイクル2時間利用無牲
（数に限り有／事前予約不可　お預かり金1．000円蔓）

畷ベストイン石垣島
JJりJ■丁．JJ＼J・、り〝．りlrJ（）＼■

■客室／バス・トイレ付（17ポ）
ダブル洋室（定員1名）・
ツイン洋室（定員2～3名）

■チェックイン・アウト／
削15000UTll幻0（通常10∝））

敲慧姦禰2包有
館内施設
レストラン（和食・洋食・郷土料
理）・コインランドリー
〉∧5歳のお子様で汚い堵プランをご利用になる鳩

丑朝食券柚テルオリジナルクーポン券へ変更吋　　甘）3迅泊以上で夕食1剛付

JJりHJJ＼HJだ．り】r／り＼

■客室／パス・Hレ付（20～30が）

ダブル洋室（定員1名）・ツイン洋室

（定員2名トトリプル洋室（定員3名）

■チェックインアウト／M15カ0（札汀1100
※22こ∝以降のチェックインはできません。

■石垣空謝席で約15分■駐車場／無料

蒜昔キュー幽全室

とって　お滞日膏泊儒

（玉レンタサイクル滞在中1回利用無料

空〕2名様以しのお申し込みで3辿泊以上の
お客様には昼食か夕食でガーデンバー
ベキュー1回付　要事前予約（前日変で）

療ホテルピースアイランド石垣イン八島
’「寛J／りnHJヽ丁、－川日日けJ〃．＼

■客室／ハス｛イレ付（15～21∩て）

シングル洋室（定員1名）・
ツイン洋室（定員2名）

■チェックイン・アウト／
1N1500　0UTll OO

■石垣空港より車で約40分

：．∴言　中
レストラン（和定食）

53RGlV2800

国ホテルダランティア石垣（本館）
JJり／丁．’J／ヽFIりJUりJり＼

■客室／パス・トイレ付（17～185n了）

シングル洋室（定員1名）・ツイン洋室

（定員2名）・トリプル洋室（定員3名）
■チェックイン・アウト／lN1400　0UTH00

1石垣空港より車で約30分

■駐車場／無料

銅肉施設
レストラン（和洋バイキングトツアーデスク・
コインランドノー

題忘i国選歪

「扇右足舶大浴朋莞鮒

53PLt3002

密ホテルピースランド石垣島
〃〃‖り／＼■rf〃LVげJ（ハー

親：票浩
二：写：芋－

こども料金設定なし

■客室／バス・トイレ付（18～27「斤）
シングル洋室（定員1名トツイン

洋室（定員2名）・トリプル洋室

掟鼻3名トフォース洋室（定員4名）

1チェックイン・アウト／

lN1500　0UTll OO

t石垣空港より幸で約25分

t隆幸場／有料1泊500円

鮨内施設
レストラン（和定食）・無料ランドリー

将来横イン石垣島
53T112800

JJOJlrJJ．＼トり〟．lJけJけヽ

■客室／バス・トイレ付

（12～15．4∩了）

シングル洋室（定員1名）・
ツイン洋室（定員2名）

■チェックイン・アウト／

lN1600　0UTlO OO

l石垣空港より幸で約30分

1駐車場／無料　固

朗内施設　　　　　有
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針冒し専十八

隠雛婚儀鄭相可椿働敵

、、“′、■ル“叩頂 シギラベイカントリークラブ
全ホールから青く輝く海が見えるシーサイドコース。南国の花々

冊子などに囲まれ、トロピカルムード満点のゴルフコースです。

●2名様プレイOK！
●ゴルフ場⇔ホテル送迎あり！

1オプション寸 �代金げリーンフ �フイ・消糞税込 l �払師一一一一一一一一 】12月～3月 

平日 �5．775円 �平日 �7，875円 

土・日・祝 �8．925円 �土・臼・祝 �12，600円 

12／30～1／3は土日視日代仝となります。

tその他王者経費（現地払い）合計6，075円必要です。
内訳（別途吉名経費／1，890円、利用税／800円、カートフイ／3，050円、
ロッカーフイ／315円、スポーツ振興協力金／20円）

‡崇12月～3月は2サムUP代金1．050円が別途必要です。
三三スパイクシューズ不可、ノンキャディ（常用カート）制

■

常藩
喜子「出最大の大更与招ゾ血卜

M Y亀　0ぶMA T（二ばYL！pESORT

鉦ト音り仁一ト、r　一い．・ノ′イ・…l．・

ホテルの欝の前には

白砂が業しいマイハマピーチくユ

豊富なマリンスポーツメニユ鵬で

南国の適を満喫できます。

義壷
義客室／バストイレ付（312汀†）

オーシャノウイング洋室または和洋塞（定員1～4名〉

■チェックインアウト／暮N1400　0UTH OO

■宮古空港より幸で約10分、空港よりンヤトルハス有

■駐車場無料

∴∴∴∴

レストラン伴食・軽食りト・バーベキュー・和食・寿司・鉄板焼トテニス

コート・フィールドレジャー・レンタサイクル・ギフトショップ・コンヒユエステ

・－『＿て・ご・萱翠玉茎等

①アニバーサリー特典（滞在期間中にお誕生日・結婚記念日を迎えるお客様）

夕食利用時乾杯用ワンドノンク（自己申告制）

●菓怠リゾm卜宿泊昌に限り、緊急リゾmト⇔コルフ塁間の
送典として、1㌢別こ付1怠タクシー芽柳
、澤だtリソW卜⇔エメラルドコ椚ストゴルフリンクス閏に限　ますへ

一一一　才 � �12／16・、3／15 

平日 �5．950円 �6．950円 

土・田・祝 �10．675円 �12－725円 

■現地支払い分5．545円　内訳（岩召経飛／乙100円、力一トフイ／2，625円、

利用税／800円、スポーツ振興協力金／20円）
誓言2サムUPl，050円（禦12／16～3／15の期間は2，100円UP）

宍′設定除外日10／28、12／29－1／3

ryメ〟F f

エメラルドコーストコルフリンクス
退称「お花ま別と呼ばれる8貫きホ¶ルや、

泊震えの16㌫ホールなど名埼ホールもあります。

●宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年12日　2014年1

5ray川g day 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（ � 

蒜㌔≡ �4名1皇 �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用【こども（3－日那鳩1筆 

3．000 �4．200 �4，900 �13．900 �1．200 

1．400 �3，700 �6，000 �15．000 �UPなし 

3．600 �4．800 �6．000 �16，100 �1，200 

3．600 �4，800 �6．000 �16，100 �1，200 

旨 を �4，100 �5，900 �8．200 �20，600 �1．700 

6．400 �8．700 �11．000 �26．100 �2，800 

9，100 �11，500 �13．800 �31，700 �－　5月00 

9．100 �11，500 �13．800 �31，700 �5，600 

】 �25．800 �28，100 �30．500 �62．800 �16，700 

10／29～12／27コーラルウイング工市の為予約不可
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ー”…lGIR八線務禦凰ず＼沙ギ慧

シギラ喜†・性か・の菩丸いi；無を ぎ二＄〕時き姜ミラを竜三塗こしくださいJ

許頑＿＿．ニ
ー■■－■l■

一、滴　丁卜‖三S卜jIG‡RA

∵十朱二、＿．妄
①空港～ホテル間の送迎を行っております。ご希望の際は事前にお申し出下さい。

②シギラベイスイートアラマンダ／プールヴィラ2階「アラマンダラウンジ」をご利川いただけます。
※「アラマンダラウンジ」のご利用につきましては、満10歳以上のお客様となります。

また、1700以軌こつきましては未成年者のご利用はご遠慮いただきます。

蓬）滞在中、いつでも全お部屋（ヴィラ）に専用カート付

④滞在中、全てのお客様のご要望にお応えする「バトラーサービス」をご提供いたします。

①シギラビーチハウスにて、カバナをいつでもご利用頂くことが出来ます。

②シギラフイールドハウスにて「セグウェイ」をいつでもご利用頂く邪が出来ます。

③シギラベイカントリークラブにてお好きなだけゴルフをお楽しみ頂くことが山来ます。個り放題）

④シギラ黄金温泉をいつでもお楽しみ頂くことが山来ます。（個室に空室があれば個室利用可能）

⑧お部園こていつでもフルーツ（1日1回）とシャンパン・オリジナルカクテルをお楽しみ頂くことが‖来ます。

⑥ミニバーフリー／お部屋の飲み物（ワインセラーを除く）をお好きなだけお楽しみいただけます。
（1日2回補充／チェックアウト日を除く）

㊦ルームエステ／エステティシャンがお部屋にお伺いいたします。（毎日1回45分フェイシャノhrボディー）

⑧サンセットクルーズをお楽しみ頂く事が山来ます。（毎日開催45分、ドリンクサービス）

⑨ご朝食は、ご希望に応じてバトラーがお部屋までお持ちいたします。
・マラルンガにて、和洋ブソ7ェのご用意もございます。（マラルンカのご利用は滴10歳以上とさせていただきます。）

⑩ご滞准中のご夕食は、お客様のお好みに合わせリゾート内各料理長の特別料理をご用意しております。
・対象の7店舗からお選びいただけます。

■宿泊日カレンダー

底辺辺
■客室／バス・トイレ付

■チェックイン・アウト／lN12．00　0UT12：00

■宮古空港より羊で約15分

■駐車場無料

館内施設
塩水プライベートプール、ジャグジー、サウナ

転団蜃田転塾田
◇お子様のご利用について

有料宿泊者　宿泊者無窮

割引有

・：・3f長未満のお子様は無料（伸し、漬譜・諾只・食事なし）

3茂～5歳の由子桔は現地にて10，500円、
6校以上の方は大人と同署配：なります。

5g8γ川g daγCaJerJdar

2013年10月　2013年11月　2013年12月　20柏年1月　　20用年2月　　201嘩3月　　2014年4月

VILLAIザ・シギラスイート　通年同料金

■宿泊差額代金（おひとり様1泊あたり／サービス科儲税込／単億円）大人・こども同日となります。

ⅤILLA町スイートヴィラサンライズ　　　　　　㌶4ヘットの為、5名様利用の際は1名桜はティヘット使用となります。

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）i：÷大人・ことも同笥となりニ甘．、 

－＝－ �5名1室 �4名1室 �3名1室 �2名1室 �1名1室 

i �85．800 �95，500 �111．500 �143，300 �291，700 

96．400 �108．700 �129，500 �169．800 �344．600 

101．500 �114，300 �135，800 �178．500 �362，100 

ⅤILLAVスートヴィラベイフロント　　　　　　　　　　主：／3名様利用の際は1名桜はデイペット使用となります。

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：円い；ミ大人・こども「司。となります、 

＝‘÷ �3名1婁 �2名1室 �1名1室 

100，900 �127．400 �259，900 

118．900 �153，900 �312，800 

巨肇．■ l＿日、、 �124．700 �161，900 �328，700 

ご‾Ⅶ…一一　SH】CIRA BAY封DE SUITE ALLAMANDA

…＼㌦骨折寧矧ノギラ′㍉ロケ′いてイーノトアラてノダ
1‾　∴－∴　∴L∴．〉∴、■　十．：二＿・∵二　■　∴　∴．

lll．lll．lll．・．一・・．竺墜塵塑迅甜拍踊！し二・・・．lll．ll．一・・．＿

①空港～ホテル間のご送迎シャトルバス利用無料。※要事前予約
②ご希望のお客様へのターンダウンサービス（1700～m）※当日19皿までの壁付。コンシェルジュヘお申し付けくだれ

④「シギラ黄金温泉」を宿泊者剖引きにてご案内。
④客室アメニティに「ACCAKAPPA」ホワイトモスラインをご用恵。

イダノアのナチュラルコスメティックブランド。欧州缶族や著名人をはじめ世界中にファンが広がっています。

⑤バレーパーキングレンタカーでご到着の場合はホテ川こてお手をお預がノ致します。

⑥ブランチプランご朝食をブランチへ変更可駄1000～1200プールサイドグノルにて。（ご予約不要）

⑦ティーアメニティをご用恵　ミネラルウオーター、紅茶、さんぴん茶、緑茶、コーヒーをお部凰二ご用意

⑧シギラベイカントリークラブの優先予約と剖引
4／1～11／30　平日13270円→11．695円　土日祝16，420円→14が5円

12／1～3／31平日15，400円→13月25円　土日祝20，095円→18，520円　※12／30～1／3は土日視料金

※ロンカーフィ、各種レンタルフィーは別料金となります。

往・2連泊以上ご利用のお客様滞在巾夕食lli一Ⅰ付※12／30～1／3、4／26～5／5を除きます。
※限定メニューでの対応とさせていただきます。追加の注文、お飲み物についてはお客様のご負担となります。

※レストランの予約状況により、ご希望のお時間でお席がご用意できない場合がございます。

※対象期間内での2連泊以上が条件となります。例）4／27から2連泊、5／5から2連泊など、対象日が1日のみの場合は、特典対象外となります。

②記念日のお客様記念日のお祝いにホテルよりおもてなしを致します。（要予約・内容はお聞合せください。）
ハネムーン・挙式のお客様（ご本人）、ご結婚記念日、お誕生日、金格式銀婚式、定年退職、還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿

●ドレスコードについて　　　　　　　　〈アラマンダからのお願い〉

①履物について　ピーチサンダルやスリッパなとのサンダル預でのご来店はご遠慮ください。

対iレストラン「リストランテ　グランマーレ」、「マラルンガ」、「較璃青山」

㊤ディナータイムの題装に関するこ理解・お願い　お召し物について「スマートカジュアル」とさせていただきます。

男性のお箸鰍は襟付きシャツと長ズボンの着用をお願い徹します。対iレストラン「リストランテ　グランマーレ」
●館内のパブリノクスペースについて　ワンポイントの7アソションタトゥーを含む、全ての入れ■の露出をご遠慮しております。

●お子接のご宿泊について　2013年4月1日より、ホテルほほのご利用に隈しては10は以上とさせていただきます。・乳幼児・小学生未完のぶ子椙の語群も含みます。

●アラマンダラウンジについて1700以降の未成年のお客様のご利用はご遠慮いただいております。；／大人との同伴も含みます。

■；L包正好

■客室／バス・トイレ付（55～60∩†）
スーペリアスイ柵卜洋室（定員1～3名）

●チェックイン・アウト／lN14：00　0UTll OO

■宮古空港より車で約15分　■駐車場無料

緒内施設
レストラン（和琉創作t鉄板焼・炭火焼肉り†一・

イダノアン・中華）・ショップ・エステ

転麗匝田転田日
石零冒治者罰二澗　舶昔話窮

■宿泊日カレンダー

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

SfaγJng daγCaJeJJdar

2014年4月　　2014年

種別 �■宿泊差顔代金（おひとり様1泊 � 

忘が≡ �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 

15，400 �19，300 �43，900 

22，600 �28，200 �61，700 

【 �28，100 �37．100 �79，500 

31，500 �41，600 �88，400 

私
流
探
検
沖
縄



HOTEL SREEZE BAY MA削、八

義頼轟矧オチノンブリ一・才′－′仁アリー一一・・ノ
ノー妄ま華なヨーロピアンスタイルのエレガントリゾ帥ト

lll．lll．ll．・．一・二≡！竪型嘘型謝敬一．－．．二一一　＿：－

①空港～ホテル間のご送迎シャトルバス利用無料
※航空便の到薫時刻によってはご利用頂けか場合もございます。バスのスケジュールについては直接ホテルへ楓、合わせくだ軋、。

②rシギラ黄金温泉』を宿泊者割引にてご案内
③屋外プール利用無料
・④シギラベイカントリークラブの宿泊者優待割引

〟1～11／30　平即3270円→11，695円、土日祝16．420円→14朗5円、12／1～封31平日15．400円→13，犯5円、

土日祝20，Ⅸ始円→18月20円　※12／30～1／3は土日祝料金、ロッカーブイ・各種レンタルフイは別料金とかはす。
・⑤添寝の朝食無料サービス

小学生以下の涛寝プランご利用のお子様の朝食を無料でご提供致します。※大人同伴に限ります。
〈朝食無しで現地にて朝食をご購入の場合〉
12歳以上　前日隣人1月∞円／当日利用2月00円　7～1鳩前日踊入用00円／当日利用1200乱4～6歳前日購入お0円／当日利用弧0円

⑥お子様夕食フリー（0歳一小学生12歳対象慕寝・幼児含む）
大人のお客様同席にて、レストラン「ぼるとふい－の」ご利用の場合夕食をご用意致します。

※但し、宿泊特典でのご夕食利用との併用不可。利用回数の制限はございません。

①アーリーチェックイン13：00（通常14：00）、レイトチェックアウト12：00（通常11：00）
12／30～1／3、1／11～1／13、1／31～2／16、4／18～4／20、4／26～5／5の期間は、除外させていただきます。（宿泊日基準）

②2連泊以上のお客様へ連泊特典
・滞在中夕食1回付（和食宮古牛と地魚のしゃぶしゃぶまたはガーデンバーベキュー）
・シギラ黄金温泉入場券1匝H寸

③記念日のお客様
ホテルオリジナルワインをレストラン夕食ご利用時にクラス1杯サービス
ハネムーン・挙式のお客様（ご本人）、ご結婚記念日、お誕生日、金婚式・銀婚式、定年退臥還暦、古希、喜寿、傘寿、米寿、卒寿、白寿

■宿泊自カレンダー

2013年10月　2073年11月

症証擁ル常長旺辺
■客室／パス・トイレ付

スタンダードツイン洋室り～4名）

■チェックイン・アウト／lN14．00　0UTll：00

■宮古空港より車で約15分、無料送迎パス有り

■駐車場無料

二∴■r■、∴

レストラン（和琉バイキング・和食・銭坂焼・バー・屋台村・バー
ベキュー・ステーキ、シーフードグノル・江戸前寿司）・ショップ

短日彗誌迄匡∋臨信予約制
ま‡1　　きく壬1　‡．宅1　有料・宿泊者　宿泊者

射引有　　無鞘

2013年12月　2014年1月　　2014年2月

5raγ川g daγCaJerJdar

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／サービス翠卜諸税込／単位：円） 

孟ぞ �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 �11．100 �1．200 

4，700 �5．900 �7，100 �14．400 �4．500 

5．800 �7．000 �8．200 �15，600 �5．600 
i 璧 �6．900 �8．100 �9，300 �16．700 �5．600 

6，900 �8．100 �10，500 �17．800 �5．600 

12，500 �14．800 �17，100 �24．500 �8．400 

18，000 �20．400 �22，700 �30，000 �9．500 

、州　HCげEL ATOLL EMERAL［〉M∃YAKOJH漬A

オテルア巨り工こノラル肯十三㌔
パイナカマヒ血チまで徒渉3分。一成水の掛こ拝む自重のホテル仙m

とってもお得宿泊情報

せ朝食執こてブランチ対応OK（11罰～1400限定メニュー）

せ）アーリーチェックイン13．00（通常1400）

③ショップ「トライアングル」10％割引券プレゼント
（一部対象外商品有）

④ベビーカー・ベビーベット無料貸出

〔もアニバーサリー特典
（滞在期間中にお誕生日・結婚記念日を迎えるお客様）

ケーキセット券をプレゼント。現地申告でも耶筐要旺明薯提示

●宿泊白カレンダー

201〕年10月　2013年11月　201鍾12月

逗這辺
■客室／バスルイレ付

スタンダードツイン洋室（定員1～4名）

■チェックイン・アウト／lN1400　0UTH OO

●宮古空港より車で約10分

■寒主筆壕無料

．十・∴∴
レストラン（バイキング・和食り†－ヘキュー・喫茶・

軽食トショップ・コンビニ　　　　琵、，

上山」bh．＿Ed；lT、
一部り　黒1　篤1　1！警2　宿泊者無料

港と街並みの連なりにたたずむ

ア一一バンリゾ…トホテル。

‥－‾I－1　．、＿＿J

5ray川g daγCaJeJ】dar

2014年1月　　201年加　　2014年3月　　2014年4月　　2014年5月

種別 �■宿泊差鰐代金 � 

義軍 �4名1室 �3名1室 �2名1璽 �2名1室1名利用 � 

800 �2．000 �3．200 �8．900 �UPなし 

1，400 �2，600 �3．800 �9．400 �UPなし 

】 ⇒ �1．900 �3．100 �4，300 �10．000 �300 

3，000 �4．200 �5，500 �12．200 �1．100 

≧ �4．100 �5．400 �7，100 �16．100 �1．900 

6．900 �9，800 �12．700 �23，900 �5．000 

RESC噴　VELLA BRはA

軒四書甜十ノー弓ヴ・rラブリノリ
錆らすよ　に返こすコン盲、ミニアムリソート　　　　　叩

尋替ミJ　蓄　電縛呂窒田

①空港～ホテル間のご送迎シャトルバス利用無料
済航空便の到着時刻によってはご利用いただけない場合もございます。

※パスのスケジュールについては直接ホテルへお問い合わせください。

せホテルプリーズベイマリーナ内屋外プール利用無料

③「シギラ黄金温泉」を宿泊者割引にてご案内
・丑シギラカントリークラブの宿泊者優待割引

■宿泊日カレンダー

201ユ年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月

班
■客室／バス・トイレ付（40．7～491r膏）

洋室または和洋室（定員1－4名）

■チェックイン・アウト／lN14：00　0UTll OO

■宮古空湾より車で約15分　■駐車場無料

この施設はコンドミニアム仕様となりますので、ホテル仕
様ではありません。（一般調理義兵の設置はありますが、
歯ブラシ、シャンプー、講味料等の備品、消耗品の備え付
けはありません。フロントの貸出し品やコンビニをご利用く
ださい。また、館内にレストランやショップはございません。
ご利用の照はフリースベイマリーナまでお越し下さい。）

魁欝転ぎ．‖要予約
だ1　　宣■、1　　崇1

3名1玉虫では洋室又は和洋圭。4名主は和洋空のご利用となi推す。

＜コンドミニアムタイプ＞

■アメニティー・詮傷
＼●三客室のリネンアメニティにつきましては初日日のみセットとなります。

Ot化製品類　　テレビ、冷蔵凰卜一スター、レンジ、

渇沸しボント、ドライヤー

⊂）食器類　　　　マグカノブ、お皿、ナイフ、フォーク、

スフLン（お客様の定員分）

○厨房器具　　　まな堰、包丁、フライパン、鍋、

ボウル、ザル、缶切り

○その他　　　　トイレソトペーパー（初回のみ）、

石鹸（初回のみ）
■サ【ビスリネン浬グトニンク

○シーソ（20〕円）、ピローケース（1∝）円）、布田カバー（2（旧円）

以上3点は初回のみセット。（）はグノ¶二ンク代

ロバスマット、バスタオル、フェイスタオルは各1〔氾円

でフロントにて貸出しをしております。（備え付けはありません）

■客室溝繕／1回1，575円

■為種レンタル　○炊飯器6泊7日分1，（Xp円○掃除捜無料

SFay川g daγCaJeJldar

2014年2月　　2014年38　　2014年4月　　2014年5月

種別 �■宿泊差額代金 � 
二・ �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 �3，900 �UPなし 

UPなし �UPなし �400 �6．100 �UPなし 
【 r �UPなし �UPなし �1．600 �7，200 �UPなし 

≧ i �UPなし �300 �2．700 �8，300 �UPなし 

1．900 �3，700 �6．600 �12．200 �1，700 

3．000 �4，800 �8こ200 �13，900 �2，800 

3．600 �5，900 �9．300 �15，000 �3．400 

私
流
探
検
沖
縄



伸〇ほLPEAC引SLANDM】YAKOJ！MA

ドープ∵デイラノ持畑轟
桁を畠中長潮に建ち、瞳光にビジネスに鼠適

HOTELTNFORMAT10N L盟宜址」

■客室／バス・トイレ付洋室

■チェックイン・アウト／lN1400　0UTll・00

1空港より辛で15分

t駐車場無料

■宿泊田カレンダー Sfay川g daァcaJeJ】dar

種別 �■宿泊差額代金 � 

蒜だ �3名1室 �2名1室 �1名1室 � � 

1．500 �2．100 �2．200 �UPなし �UPなし 

2．000 �2．700 �2，800 �500 �500 

RESORT PENS章0卜j CREl〝7SA∃LIN M重YAに0」皇国Å

讃兼ナナ／」．鶴距凍
′一．．′・ノウ・シ　　ャイ・′イノーP亡㍉革

ハイナガマビーチでで、ぎ撼地へ班いて鰻　お光、ビジネスにも酎なホテル

崇く朝食は観光ホテルセイルイン宮古島でのご提供となります。（送迎車あり）

■客室／バス・トイレ付洋室または和室（1～4名）

■チェックイン・アウト／lN1500　0UTllOO

■宮古空港から車で約13分、平良港まで徒歩約5分

●駐車場無料

館内施設
コインランドリー

ぎ；：［二コ期間は2名1室1名利用の利用不可

‡：ミ4綾以上添寝不可

■宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1月

HOTELINFORMATION L二∃荘璽日誌二］

■客室／バス・トイレ付洋室または和室（1～3名）
漬但し、3名1室は和室（6畳）対応となり、手狭になるた

め大人3名での利用は原則不可

■チェックイン・アウト／lN14：00　0UTll：00

■宮古空港から車で約10分，平良港まで徒歩約10分
■駐葦場無料

慧票霊神　　毯転・ごIlr

‡；j［コ期間は2名1宝1名利用の利用不可

！：ミ4だ夏以上涜紆不可　崇、3名1室は大人2名桜、ことも1

名様の利用に限ります。大人3名桜でのご利用はできま
せんので改めご了承ください。

5亡ay川g day CaJeJ】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／サービス粁卜諸税込／単位：円） 

孟白で �3名1室 �2名1室 �2名1室1名利用 � 

900 �1．200 �1，900 �UPなし 

2，000 �2，100 �3，900 �UPなし 

HO†ELS⊂）U了HERNCOASTM竃、rAKO」‡MA

汝熱願軒醗需淋毒豚醤涛廃
パイナガマビーチの向かいに建ち、糀光にビジネスにヱ最適

とってもお得宿泊情報

①レンタサイクル3時聞無料（滞在中1回）
※数に限りがあり

●宿泊日カレンダー

2013年10月　2013年11月　2013年12月　2014年1

HOTELINFORMATION L戯監Eコ

■客室／バス・トイレ付洋室

■チェックイン・アウト／lN14・00　0UTll＿00

■空i巷より車で約15分パイナガマビーチ向い

■駐車場無料

繕内施設
レストラン

由
5～∂γ川g day CaJendar

2014年2月　　2014年3月　　2014年 4月　　2014年5月

穂別 �■宿泊差辞代金（おひとり様1泊あたり／サービス料・諸税込／単位二円） 

蒜古讐 �3名1室 �2名1室 �1名1室 � 

1．900 �2，100 �2．200 �UPなし 

2．000 �2，700 �2．800 �UPなし 

〉毒4／19－～21‥・宮古島トライアスロン問億の為宿泊除外

行ナ㌘念澄JI

HOTEL NEW MARUKATSU

浪子飽芸恕牟鈍磨
市福助に‾在埴土へビ加づ㍉シ三！ツビングにもとても穂別

十、、工㍉
蘇葦藩■・、・

廠渾

金工さ十・上甑
臍■l－＿⊥二㌢上　し三二三’
HOmIWOMON EE正己婚内施設
：≡禁禁慧慧一一些些警莞…，固留k
■チェックイン・アウト／lN1400　0UTll：00

■宮古空港より車で約15分

■琴主事場無料

とってもお得宿泊情報

①レンタサイクル50％OFF

②1FZUZUみゃ～くDajdng

ウエルカムドノンクサービス（1杯）

■宿泊白カレンダー 5faγ川g day CaJeJ】dar

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

種別 �■宿泊善さ酎七会（おひとり射泊あたり／サービス料儲税込／単位：円） 

志望≡ �3名1室 �2名1室　　【　1名1室 �� 

！ �UPなし �UPなし �UPなし �UPなし 

UPなし �UPなし �300 �UPなし 
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雛義荒技‾　一・1

片道送迎タクシー【那覇地区⇔各リゾートホテル】

那覇市内一→番地 �所要開 �小型（定員4名） �中型（定員5名） �大型（定員9名） �エリア 

㊥那覇市内周辺　OTX－001 �30分 �3，000円 �3，500円 �5，000円 � 

⑳ラグナガーデンホテルOTX－001 �50分 ���� 

○ホテル日航アリビラOTX－004 �60分 �7．000円 �8．000円 �11．000円 �西海岸 エリアA 

○沖細差渡押ロイヤル泉テルOTX－004 �70分 

○ルネッサンスリゾ小才キナウ0TX・005 �70分 

○リザンシーノトクホテル路ペイOTX・005 �70分 

●最少催行人員／1名　●タクシー代（1台・片道分）が含まれます。

く　　　　SHUTTL［1AXトS】C喜一汀SEEiNCTAM

那覇空港（市内）←→各ホテル �所要時間 �小型（定員4名） �中型（定員5名） �大型（定員9名） �エリア 

○班糾ンクーコツチネンタ腫虻一列ゾ十07摘6 �80分 �8，500円 �9．500円 �13，500円 � 

毎ザづセナテラスOTX－007 �100分 �9，000円 �10，500円 �15．000円 �名護市内エリア 

○カヌチヤベイホテル昆ヴィラズOTX・008 �150分 �13．000円 �14，000円 �21．000円 �本吉β町 エリア 

◎JALプライベートリゾ十オクマ0TX・008 �180分 

●片道送迎タクシーのご注意

誉所要時間は交通事情により異なることもありますので予めご了承ください。（時間外については別途料金を申し受
けます。）繋当日の交通事情によりタクシー乗務員が悪運道路（有料道路）のご利用をおすすめする場合があります
が、旅行代全には含まれておりません。予めご了承ください。※配車場所及び配車時間を必ずお知らせください。

※食事時間、走行時間も所要時間に含まれます。※高速代鳩主車代・施設入場料・食事代は含まれておりません。各自にて現地でお支払い下さい。※お客様都合による時間超過は別途追加代金が必要です。
※交通事情などによりご希望の観光地が見学できない場合があります。予めご了承下さい。

GOLF PLAN

【沖縄本島】【沖縄離島】スタートの時間を気にせず、美しい自然を味わいながらゴルフを満喫！！ゴルフはマナーのスポーツです。マナーを守って楽しくプレイ！！

（釘エメラルドコーストコルフリンクス

料金（おひとり様）

m頂遜閻①薯瀬カントリークラブ

tアクセス那覇空語より尋で約80分（沖縄遣利用）
■所在地沖縄県名盗市琶刃1107－1■T∈L0980・53・6100
■別途諸鐙燕（現地払い／おひとりさまあたり）2名4，580円／3名2，580円／4名2．580円
■セルフプレー（キャディーオプション1娼￥12．600税込）
■年中無体：′≡翫ビーチパレス、恩納マリンビュー宿泊者用料金もございます。

敗報避i別④美らオーチヤード沖縄ゴルフ倶楽部糎9ヤード」

数々のドラマを生んだ「大京オープン」の伝説の舞台です。
料金（おひとり様）

tアクセス那覇空港より率で約90分■所在地沖縄県国頭郡恩納村字安富祖1577
■TEL098－967－8711■別途諸経費（現地払い）2名2，865円／
3名2．340円／4名1．815円■セルフプレー漬キャディは先君リクエスト。キャディー付き
の場合lま諸経費願が変わります。2名3．430円／3名4．480円／4名6．580円
■年中無休㌫2名プレーは予約状況によります。き≡3月以降はお問い合わせください。

島緋和、沖組刀豊かな自然に恵まれた18ホールズがあなたをお待ちしております。

■アクセス那覇空港より車で約40分

料金（おひとり様）

■所在地沖縄県島尻酎ハ塵瀬田字域名城967　■TEL O98－998－7001
■別途諸経費現地払い／おひとりさまあたり）2名11．460円ノ壬10月のみ／3名7，470円／4名6．210円

暮キャディー付　■年中無休崇3月以降はお問い合わせください。

沖縄・宮古島でも屈指の美しさを誇るマイパマビーチに隣接するコルフ場。

料金（おひとり様）

■アクセス宮古空清より王巨で約3D分
■所在地宮古島市城辺字保良940－1■TEL0980・77・8900
■別途諸経費（現地払い／おひとりさまあたり）810円
■セルフプレー　■定休日毎週月曜日（祝日の場合は翌日）㌢3月以降はお問い合わせください。

●1組2名以上でお申し込みください。
●ご希望のコースが予約できない場合は他のコースになる場合がございます。（但し、その場合は事前に連櫓致します。）
●ゴルフ場の定めにより入場臼格を満たさない場合はお申し込みをお斬りさせていただく場合がございます。

●2～3名様でお申し込みの場合は他のお客様とご一緒になる場合がございます。

●人数の変更や取消しの場合は、お申し出日により取消し料が発生致します。（お早めにお申し出ください。）
●悪天候（雨天など）やその他の場合でもゴルフ場がクローズにならない限り費用の全額を申し受けます。

●そで付シャツまたはジャケット等を芯用ください。（スニーカー・ジーンズイシャツでのご来矧まお祈りさせていただく土完合がございます。）

●下記記載料金はクリーンフイ（税込）です。別違諾謹賀（キャディフイロッカーブイ・諸税など）は現地払いとなります。′一三一部コルフコースを除きます。
；ヱ…下記料金は2013年7月現在の料金です。変更となる場合がございますので、必ずお申し込み矧こ係口にこ暗認ください。

聞区間②カヌチヤゴルフコース　　　　旭946ヤー畑

プレーヤーを健やかに育む大自然に抱かれたチャンピオンコース。

料金（おひとり様）

■アクセス耶現空港より率で
約90分（沖縄道利用）

■所在地沖縄県名言蛮市宇安部156・2　■TEL0980－55－8888
■別途諸経費（現地払い／おひとりさまあたり）2名4，898円／3名～4名3．585円
t年中無休　■セルフフレー（キャディーオプション1組￥10．500）
：カヌチヤベイホテル宿泊者用料金もございます。3月以降はお問い合わせください。

旺正宏辺⑨沖縄ロイヤルゴルフタラブ　】6，681ヤード【
紺碧の海を眼下に爽やかな石川高原にある本格的コース。

料金（おひとり様）

■アクセス那覇空溝より車で約60分（沖縄逆利用）
■所在地沖縄県うるま市石川山城1436　●TEL O98・964－281
■別途諸経費（現地払い）3，185円
■キャディー付　■年中無休‡・‡3月以降はお問い合わせください。

亜熱帯の自然を巧みにとり入れた造形美と戦略性に富んだコース。

■アクセス那覇空港から車で約40分

料金（おひとり様）

■所在地沖縄県糸満市字新垣762　■TEL098－994－0002
■最速識脱且LVお批り吉宗机抑0月～11月2名10．61肺淵51肌／賭7．棚、12月～絹鵠10，珊／3胡33m／嶋7．26聞

■キャディー付　■年中無休　を㌘3月以降はお問い合わせください。

怖250＿ヤード【

南国の花に因まれほしいテイクランド。葺紗なアンジュレーショ通りソートプレーの面白さを盛り上げてくれます。

■アクセス宮古空沼より空で約15分

料金（おひとり様）

■所在地宮古白市上野新里126411TEL O980－76－3940
■別途諸経費（現地払い／おひとり様あたり）6．075円；‡12月～3月は2サムUP1，050円
■セルフプレー　1年中無休

フリーズベイシギラペイヴィラブリッサ宿泊着用料金もこざいます。3月以矧まお問い合わせください。

14日前～当日100％
※人員減による取消も対象となります。

軋肺胚刷⑧ジ・アックテラスゴルフリゾート　蜘

翳聖子影完是認基黙諾‾ストクラス
料金（おひとり榛）

●アクセス那覇空っ竜よりj軍で約60分（沖組長利用）
■所在地沖∃樋田匡】頭郡恩納村字安盲コ祖107911TEL098－967・8554
■別途諸経費（現地払い／おひとりさまあたり）2名7．280円／3名5．180円／4名4．130円
■キャディー付　■年中無休

サテラスホテルス招泊石用料金もございます。11月以閏はお問い合わせください。

剋退転旺剋⑥那覇ゴルフ倶楽部7さて2名プレイ不可

紺碧の空と海に抱かれた本格派チャンピオンコース。
料金（おひとり枝）

●アクセス那現空港より革で約40分
■所在地沖孤児島尻郡八重瀬町字苫盛2270　■TEL098－998－3311
■別途諸経費（現地払い／おひとりさまあたり）3名5．495円／4名4．655円
■定休日祝日を隙く毎週月曜日　■キャディー付※3月以降はお問い合わせください

因⑨エメラルドコーストゴルフリンクス糎
沖縄・宮古島でも屈指の美しさを誇るマイハマビーチに隣接するコルフ喝。

■アクセス宮古空港より空で約15分

料金（おひとり様）

■所在地宮古島市下地字与那覇1591番地1■TEL0980－76－3232
■別途…葺経費（伸也払い／おひとり横あたり）2名7．120円／3～4名6．070円〉′12／16－3日5は2サム〕P1．050円

■セルフプレー
●6－9月に期間、毎週月矧臥但し祝日の場合は翌火曜日′．ミ3月以降はお問い合わせください

晦⑯押ナー棚斬削－クラブ（旧ニラカナ撒ントリータラ刑場590ヤー畑

料金（おひとり様）

■アクセス石垣潜より超で約25分、小浜選より船で約5分
■所在地八重山郡竹富町小浜粟表2954　■TEL0980－84－6300
■セルフプレー　■定休日年中無休‡…‡すべて現地払いです。
●星野リソートリソナーレ小浜巳宿ノ自若用料金もございます。●3月以矧まお問い合わせください。

45　　ぶんJサ〝一花〝如〝肌l硯



FXPERlENCE LEISURE PLAN

【沖縄本島】【沖縄離島】楽しみ広がる、感動体験！！
ディナークルーズD‖1■－e■C－し‖～C

本格ディナーとエンターテイナーの生演奏を楽しみながら優雅にディナークルージンク

■i合場所那覇埠頭鉛宰待合所　■料金に含まれるもの食事代乗船料・諸税・保険料　■忘少催行人員2名機
■注意事項天候・海洋状況、その他諸事愉こよりコースの変更及び中止させて頂く場合がございます。また、章節により料理内容が多少変更となる

場合がございます。2Fレストランフロアーは全席禁煙となっております。喫煙場所は2Fレストランフロアーの列または3Fオープンデブキとなります。

日0月～3月】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【企画・莫施】（有）ウエストマリン（098）866－0489

メニュー �料金 �スケジューノ �レ 
集合時間日出讃時間 �所要時間 

8，000円 �1便目 �約105分 

5．500円 �0月～3封6：紬朴脚7：00 

6．600円 �掛17：15座、17祇 

9．200円 �2便巨 

7．900円 �0月～3月愉15佃～3椚摘 

5．300円 �掛19：451柑凋：15 

マリン＆レジャープランMd【■∩＆LelSulePldl1

t集合場所】
石垣港敷島ターミナル内トムソーヤ案内所
黒一部ホテル送迎有。対象ホテルはお問い合わせください。

l料金に含まれるもの】
乗船代釣果・ワンド⊥ンク・保険料・生演春の鳥取・食事代（石垣牛シーフード料理〉
r注意事項】
笥かかとの志い不安定な履物は危険ですのでご遠慮下さい。
崇天候、海洋状況によりコース内容の変更、もしくは中止になる場合があります。

【企画重点引（樵）トムソーヤ（0980）83・4677

【通年】

料金（おひとり様）

ことも（5歳～中学生）
出航（1745頃）→クルージング→ポイント到潜→魚釣り→金字→帰港（7945頃）
は4月以降は出航・帰港時刻が15分遅くなります。

※5歳未満のお子様は乗船のみ（料理なし）の場合は無料となります。

【Aコース】1㌢の洞窟感動！！スノーケリング

何度も行きたくなる沖縄の滴へ！l
【料金に含まれるもの】スノーケリング器材一式レンタル料・講習代・シャワー‥保険代【集合場所】琉球村インフォメーション内OKKトラベ
ル　開始時間の15分前までにお越しください。【体験場所】恩附す真栄田押【お客様にご用意いただくもの】タオル・水着・サンダル・濡

れても良い服掛目鰍ナ止めグッズ等【注意疎項l◆天候、海洋状況によりコース内容の変更、もしくは中止になる場合があります。ツアー
不催行の場合は8コース・Cコースへの採街も可能です。（但し、空席状況により変更できない場合もございます。）◆お客様8名桜に対し、イ
ンストラクター1名引率いたします。◆60歳以上のお客様は医師の発行した診断書が必要となります。◆20歳未満のお客様は保護者の同

意書が必要となります。◆過去または現在の病歴により参加をおお断ノさせていただく場合がございます。予めご了承ください。【お客様への

拍コース】さとうきび畑ではるさ～細入体験＋琉球柑入園券付！！

沖縄でさとうきび収穫を休演11
t料金に含まれるものlさとうきび収穫道具一式レンタル料さとうきび収穫体験・さとうきびジュース・果糖作り体験・琉球村入園料・保険
性合場所】琉球村インフォメーション内OKKトラベル　開始時間の15分前までにお越しください。

日本験鳩刺琉球村周辺さとうきび畑・琉球村園内ポーポー屋・さ－た一厘
t注意革項】◆天候によりコース内容の変更、もしくは中止になる場合が卸はす。ツアー不催行の場合はAコース・Cコースへの振替も可能です。
（但し、海洋・空席状況により変更できない場合もございます。）
お客様への連結方法】お客様の携帯電話へお電話させていただきます。ご予約時に携帯電話の番号を係員へお伝えください。

各自にて琉球村振合受付一専用軍にてさとうきび畑へ移動

（5分）一さとうきび収穫体額（約20分）→琉球村ポーポー屋
にてさとうきびき交り体験（約5分）→生絞別さとうきびジュー
スの試飲一さ－た一屋にて椙糖作り（約25分）一琉球栂国内

自由粗茶（約60分）→解散

【Cコース】琉球村満喫体験＆沖縄スイーツ

琉球村入園＆満喫チョイスプラン＆沖縄スイーツ
l体験場所】①沖縄そばセット沖縄の駅ちゃんぶる～内きじむなあ食堂、その他琉球村圏内、民家体験場所
【注意事項】4－6月・10月…食事最終受付1500、体験最終受付1600

料金（おひとり様） 満喫チョイスプラン（下喜己より1つお選びください。）

大人小人同料金

3，000円

対象年齢3歳以上

琉球村人村券・琉球村ランチDr
体験チョイス・沖縄スイーツ

【企画・実施】OKKトラベル琉球村営業所（098）965－1234

6≡辺ヨ〈那覇発〉季節限定　鯨博士と行く！ホエールウオッチングh慶良問諸島 
揺れに強い伯で快適に独自の情報網で鯨が見えるポイントを探しますl 

拉 
l注意事項】 

人面　　　　　　　レl、 

日2／28－4／6まで】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∃ 

薯l　　　料金（おひと。様）　　　r　　出発　i　扇「‾「頂扇面刊 

粗観察状況により若干時間が前後する場合がございます。

【料金に含まれるもの】ダイビング器材一式・ 松代・講習料・体験タイピンク1本・
ロブロック

【集合場所】トムソーヤマリンショノブ

l各自にてご用患いただくもの】水着（♯用）タオル・譜替え・水に濡れてもよいシューズや
サンダル

【最少催行人則1名様
l注意事項】
※必ず事前に病歴署のご記入をお願い致します。
※ダイビング終了後当日（12時間以内）の航空機を利用される方の参加はできません。
Ⅶ天使・海洋状況によりポイント・コースの変更、または中止する場合がございます。
※未成年者の場合は親権者の署名が必要となります。
【企画・実施】（株）トムソーヤ（0980）83－4677

料金（おひとり様）

トムソーヤマリンショップ集合・受付→講習→
体験タイピング（20～30分）→終了

‡ミミ一郎ホテルには無料送迎サービスがございます。対象ホテルはお問い合わせください。

沖合に浮かぶ砂浜だけの島で海水浴
11月～3月の冬季限定†

【料金に含まれるものl滝までの送迎、往復濱船、保険、ランチ
l集合場所】イープビーチホテル内イーフスポーツクラブクラブハウス
【各自にてご用意いただくもの】水井（遊泳される方はご義用の上ご集合）、着替え、タオル、日焼け防止グッズ等
【注意事項】
㌫はての浜へシュノーケルセットをお持込になる場合は、当社規定の確認書の内容のご理解とご署名が必要です。
更壬はての浜は更衣室がございません。激こ入る方は水着着用でご集合ください。
道船で往来する軌二は、波しぶきがかかることがありますので、必ず濡れても良い服装でご集合ください。
主崇3歳以下のお子様は無料でご参加いただけますが、保険、ランチ、遊泳中のライフジャケットは

含まれません。
盗当日の潮の干満や天候状況により、出発および帰着時間の変更やツアーが中止となる場合

があります。

㌫必ずツアー前日夜1800迄に、お申込書ご記入のためイープスポーツクラフ（イープヒーチホ
テル内）までお越しいただくか、電話連結をお願いいたします。

㌫現地にて、はての浜ツアーシュノーケルプランや体験ダイピングプランへの変更が可能です。（有料）

詳しくは事前にイープスポーツクラブまでお問い合わせください。
貯基本スケジュールは午前の催行となりますが、天候、潮の千滴等の事由により、スケジュール

が変更になったり、ツアーが中止になる場合もございます。あらかじめご了承下さい。【企画・実施】イープスポーツクラブ（098）－985－8733

宮古島のきれいな海でリーズナブルにダイビングI
【料金に含まれるものけイビング器材レンタル・施設・海面利用料など全て込み。
【集合場所】マレア宮古島　集合は出発の10分前までにお願い致します。
【最少催行人員】1名様
【注意事項】天候海洋状況によりコースの変更、または中止する場合がございます。
また、濡れても可能な服装でのご参加をお願い致します。

罰l企画・実施】マレア宮古島（0980）一76－3850

料金（おひとり様）

【料金に含まれるものl往復乗船代りてス観光代・昼食代・仲間川ポート代・由布島入園料
（水牛車含む）竹雷鳥水牛車扱光代

【集合場所】石垣島絶島ターミナル内安栄観光
l最少催行人員】1名様
【注意等項】
㍍∈天候海洋状況によりコースの変更、または中止する場合がございます。
渋滞6歳未満同伴幼児は原則として大人1名に付き無賃扱い（昼食は除く）となりますが、

2名からほ別途小児料金を申し受けます。
；●、現地叔況執こより出発・帰港暗闇島巡りの願序及び昼食櫨所が変更となる場合が

ございます。

祭催行中止日11／20・11／21

【企画・実測（有）安栄較光（0980）83－0055

料金（おひとり様）

石】至沼（830晃）→程にて約40分一大原票宿一・仲間川ボート乗り場→マングロ
ーブクルーズ→仲間Hlボート粂り嶋→バスにて爽原一千封を水牛車にて約15分
→由布良使物巫（田虫フリータイム）一・干潟をカく竿率にて約15分一乗原一バス

にて大原漕（1400発）→鮎にて約40分→竹富島憑→赤瓦の町並水牛申開光
一赤瓦染宗でフリータイム→竹蔑良港（定期船）－→船にて約15分→石上萱i彗應

【料金に含まれるもの】往復乗船代・観光ハス代・昼食・仲間川ポート遊覧代由布島入園料
（水牛畢含む）
【集合場所】石垣島離島ターミナル内安栄観光
【最少催行人員】1名機
【注意顎項】
琵‡天候・海洋状況によりコースの変更、きたは中止する楊合がございます。
洪満6歳未満同伴幼児は原則として大人1名に付き無ず扱い（昼食は除く）となりますが、2名

からは別途小児料金を申し受けます。
㌫現地状況等により出発頻港晴間島巡りの膿序及び昼食場所が変更となる場合がございます。
‡－‡催行中止日2／8

【企画・実施】（有）安栄観光（0988）83－0055

料金（おひとり様）

石垣薄（830発）→魅にて約40分一大原潜蕾→仲間川ボート乗り場→マングローブク

ルース→仲間川ボート乗り場→パスにて糞原→干潟を水牛撃にて約15分→由布烏植物

匿（フリータイムト美原→西表島レストラン（昼食）→ハスにて白浜→ハスにて星砂の浜

（フリータイムトハスにて大原潜（1700発）鮎にて約40分→石垣海1740頃到煎

※石垣島内主要ホテル（一部地域を除く）送迎有。お問合せください。

‡・く石垣島内主要ホテル（一部地域を除く）送迎有
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旅行条件書（要旨）
お申しノ込みの前にこの（雲R）と別途玩おノ農しする全文を必ずお試みくださいの不明な点は律屈しますn●旅行条件啓は、旅行発法第12采の4に定める取引条件獄明季面です．旅行契約わ嘲荒されたときは、同ノ喜流12桑の5に定める契約書面の一詔となります。

旅行開始眉の前日から接持してさかのぼって
1訂簸型企画旅行契約　この旅行は、沖縄ソーノスト（以下「当社」）が企画・冥施する旅行であり、こ

の旅行に参加されるお宮機は、当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」）を踏絵することになります。

2旅行のお申込み及び契約の成立（1）お申込みは、所定の申込軋こ巨己入し、申込金を請え

てお申込みいただきます。申込金は、旅行代金、取消料又は連約金の一部として取り扱います。

お申し込み金及び旅行代金のお支払い

残金は、旅行出発の14日前までにお支払い下さい。

（2）お申込みは、電話、ファクシミリ等でも討はす。予約の時点では、旅行契約は成立しており
ません。この場合、予約日の翌日から起算して3日以内の当社らが定めた所定の期日に申

込金の提出がないと、当社は、予約はなかったものとします。

3旅行代金に含まれるもの　旅行代金には、各コース毎に掲載された、交通費、宿泊費、食事費

及び旅行取扱料金等が含まれます。

4旅行代金に含まれないもの　コースに含まれない交通費等の喜萎費用、別途料金のオプショナ
ルソア一、超過手荷物料金及び個人的性質の吉名費用（電夏舌代、飲食代等）などは旅行代全に

含まれません。

5旅行契約の解除払戻し（1）旅行開始前のお客様による解除お客様は、窮1の取消料を
支払うことにより、いつでも旅行契約を解除できます。ただし、解除の申し出は、当社の営業日、

営業時間内にお受けします。

注オプショナルプラン及び宿泊・フライト割増代金も上言己の取消料が適応されます。また旅行

契約成立後にコース、ホテル、フライト変更及び出発日を変更される場合も上記の対象となります。

6催行人勒　当旅行商品の最少催行人月は1名積になります。催行中止の場合は出発日の

14日前までにご連結いたします。

7当社の責任及び免書事項（1）手荷物の損害は、損害発生の翌日から起算して14日以内に通知があ

ったときに限り一人15万円を限度（当社に故意又は重大な過失があった場合を除きます。）として賠惜し、たします。

（2）当社は、当初の運航計画によらない還送サービスの提供等当社が関与し碍ない事由によ
るお客様の損害には兼任を負いません。

（3）当社は、還送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、又はこれらによって生じ
る旅程日程の変更・目的地を住期間の短縮又は旅行の中止などの場合は責任を負いません。

8お客様の責任（1）お客様は当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義殊その他
募集型企画旅行契約の内容について理解するように努めなければなりません。

（2）お客様は旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載された旅行サ
ービスと異なるものと相談したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又

は旅行サーヒス提供者にその旨を申出なければなりません。

9特別補償…当社は、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な串故により、生命・
身体に被られた一定の損害については、補償金及び見舞金を支払います。ただし、その姻害が
お客様の故意、無免許、酒酔い運転、疾病等の他、スカイダピンク等危険な運動中の事故によ
るものであるときは、上記の補彿金及び見舞金は、支払いません。

10．旅程保証　当社は、旅行日程に重要な変更が生じた場合は、約款の規定により、変更の内容に応

じて旅行代金の1％～5％に相当する軒の変更補償金を支払います。ただし、一旅行契約につき15％を

限度とし、変更補償金の額が1，000円未満の場合は支払いません。詳細は当社旅行業的掛こよります。

11旅行条件旅行代金の基準　この旅行条件は、2013年9月1日を基準日とし、旅行代金は

2013年9月1日現在有効な運賃・規則を基準として算出しています。

12，個人情朝の取扱いについて　当社及び下記簡売店」憫記載の受託旅行業者（以下「販売店」といい

ます。）は、旅行お申込みの際にご提出いただいた申込書≡己紀の個人情掛こついて、お客様との遠藤に利用させてい

ただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等については各行

程寮に記載されています。）の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のための手続きに必要な範囲で利

用させていただきます。なお、旅行のお申込みは、お客様が上記取扱いについてご同意されたものとさせていただきます。

崇当パンフレットのコースは包括割引運賃個人包括運賃を）薗用いたします。

厳空欄・船舶の欠航による旅行中止の取乱こついて天候及びその他の事由により旅行催行文は

旅行開始後の継続催行が不可能となった場合、やむを得ず旅行を中止することがありますのであらか
じめご了承下さい。なお、その際の旅行代全の精算は、次の通りでございます。

1旅行開始前…‥・旅行代金金野払い戻し

2旅行開始後‥＝‥未旅行区間に関する旅行代金残額を払い戻し。（律路欠航の場合は

該当区間の団体割引運賃）
なお、お客機のあ申し出により代智便、その他の諸手配を行う場合の航空運賃、その他必要
経書は虫害機負担となりますので悪しからずご了承下さい。

雲誌企画：沖縄ツーリスト塵ぼ管窒賢営㊤一般社団法人日本旅行業協会正会員
■福岡支店／〒812－0013　福岡市博多区博多駅東ト1－33（はかた近代ビル4F）

観光庁長官登録旅行業第155号

お申し込み・お問い合わせ

‖一川Il．l．州梱11：

FT P

肇夢㌢

（株）フジ・ツーリスト・プラザ

拾同市博多区博多根前2－日－16

TEL：（092）414－6130

FAX：（092）414－0833

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を
取扱う営業所での取引きの責任者です。こ
のご旅行の契約に関し、担当者からの説明に
ご不明な点がございましたら、ご遠慮なく上

記旅行業務取扱管理者にご質問下さい。


