
沖縄本島レンタカーチョイス2・3・4・5日間
く福岡発／基本グループホテル・Sクラスレンタカー・往復基本フライト利用〉
※福岡発着以外の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。

※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。

※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　①Sクラスレンタカー代 
④レンタカー返車時のガソリン給油代1回分（対象者のみ）⑤宿泊施設の有料馬主車場代（宿泊日数分）⑥DFSギャラリア沖縄ご利用券代（対象者のみ） 
※④～⑥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。）

■基本代金（お一人様）

45

※早トク（P．5参照）の場合は商品コード
末尾を変更してご予約ください。
通常は［A→B］、グループメリットは［〔→D］

，i這＼讐 �A �8 �C �D【l：‡F ���G �H：　t　‘J ���K �L】川 ��N �0：p＿、 ��Q �R 

4－5名1璽 �25，300 �25，… �26．300 �27．800 �28．300】29．300 ��31．800 �32．800 �33，300133．800 ��35．800 �弛抑0り7．800 ��38．000 �39．8叫40．糾0 ��46，800 �56．300 

3名1圭 �28，300 �28．800 �27，300 �28．800 �29．300！3仇3榊 ��32，800 �33，… �¶元由う示扇 ��38．800 �一面i論l38．8∞ ��39．800 �40．800＋41，800 42月00豊嶋800 ��47．800 �57．30 

2名1王 �28，300 �28，800 �29，300 �30．800 �31．300 �】32，卸0 �34．800 �35．800 �36，訳旧 �】38．的0 �381800 �39，8叫40．800 ��41，800 ���49，800 �59．300 

1名1王 �34，300 �34，800 �35．300 �38，800 �38．300 �39，300 �41．800 �42．800 �43．300 �43．800 �45．800 �46，800 �47．800 �48．800 �49，800i矧800 ��56，800 �66．300 

小人 �25，300 �25，800 �26．300 �27，800 �28．300 �29，300 �31．800 �32，的0 �33，300 �日払800 �34，800 �35，800 �36．800 �37．800 �3帥00り9．800り3．8∞ ���45．300 

4－5名1圭 �27，800 �28．300 �28，800 �29．300 �29．800 �30．000 �31，800 �32．… �34，800 �37，800 �39，800 �42．800 �441抽0 �48，000 �吼8叫声2，叩l57．め0 ���69．800 

3名1重 �29．800 �30．300 �30．800 �31．300 �31，800 �32，801】 �33．800 �34．抑○ �3も．800 �139．800 �41．800 �44，800 �46．800 �48．800 �50．800‡54．800 ��59．800 �71．800 

2名1皇 �33，800 �34，300 �34．800 �35．300 �35，800 �38，808 �37．800 �38．8叫40，8抑 ��43，800 �45．M �4軌跡0 �50．800 �52，800 �54，800日開．800 ��63．… �75．8 

1名1圭 �48，800 �47，300 �47．800 �48．300 �48，800 �49．800 �5仇800 �51，800153，800 ��56，800 �64，800 �67．800 �6乳800 �71．800 �73β00臣77．800 ��紀．800 �94，800 

小人 �27．800 �28，300 �28．800 �29．300 �29，800 �30，800 �！31，8的 �こ　…　　　　一　二　日 ��37．800 �「面8加 �41．800 �43．800 �45．800 �47，800t48．800 ��53．800 �58， 

4－5名1墓 �31．800 �32．300 �32．800 �33．m �33，800 �37，8叫38．800 ��41．800 �42．800 �叫．8叫45．的0 ��46．め0 �50．800 �52，800 �≡乳800；5札8仰 ��梱．脚 �76，80 

3名1主 �34．800 �35，300 �36．800 �37，300 �37，800 �41，舶0542．800 ��t45．的0 �48．800 �48，000臣49．800 ��巨細．800 �52，800 �53．800 �弓　57，800く60．800 ��67．800 �77．8 

2名1皇 �39．800 �40．300 �41．800 �42，300 �42．800 �46．800≦　47．800 ��－50，800 �51，800 �53．8坤54．800 ��≡　55800 �57．800 77．800 �61800⇒　63800ぎ　紙800 ���74．800 �84，8 

1名1皇 �57．800 �58．300 �58，800 �59．300 �59．800 �63．糾〇月4，800 ��，70．800 �71，800 �73．糾Oi74．800 ��175，800 ��79．800 �81－800j85，800 ��92，800 �1dj． 

小人 �31．800 �32．300 �32，800 �3”00【33．800 ��37，抽0 �‖姐，800 �41，800 �42．8叫叫．抽0 ��．45．800 �】鵬，800 �48．800 �50，800 �53．800j54，800 ��62，8¢0 �6与．80 

4－5名1王 �34．800 �35．300 �35．800 �認許芸慧 ��40．800 46．800 �】41．800 �45．800 �46．800【49．8∞ 仏一面加持4：あさ ��52，800 �55，800 �57．800 �64．800 �67．800；72，800 ��－　77，800 �82．8 

3名1呈 �39，800 �40．300 �40，800 ����47．800 �51，800 ���55，800 �58，800 �59，800 �65．800 �88．800要73，抑0 ��主78，抑0 �83．800 

2名1皇 �45，800 �1鳴．300 �48，… �47．3叫側．8鍾 ��52．800 �53，的0 �57，800 �座印画的．800 ��62，800 �65，800 �；66．800 �73．800 �78．的0‡81，800 ��喜　さも800 �91． 

1名1圭 �07，… �68．300 �6札800 �69，300 �70．800 �∃74．的0 �75，800 �糾劇叩モ晩的0再7．的0 ���紬，800 �的劇咄90．8叩 ��95．800 �100，800 �凧4，800 �10乳800 �115．800 

小人 �34，800 �35，300 �35．800 �38．300 �乳8叫40．的0 ��41．的0 �45．800蔓嶋800】49．800 ���52，800 �乳的0】55．8∞ ��62，000 �65．8叫70．800 ��71．800 �72，別氾 

レンタカーグレードアップ追加代金（，台につき）

出発日 �詔 �Aクラス �EBクラス �WAクラス �出発日 �深 �Aクラス �EBクラス �WAクラス �出発日 �謡ミミ �Aクラス �EBクラス �WAクラス 
5名定員 �5名定員 �8名定員 ���5名定員 �5名定員 �8名定員 ���5名定員 �5名定員 �8名定員 

10／1～10／31 �2日間 �1，500 �5，500 �10，500 �11／1一一12／20 1／5－3／15 4／1～4／25 �2日間 �1．500 �5，500 �11，000 �12／21－1／4 3／16－3／31 4／26～5／6 �2日間 �1，500 �5．500 �12，500 
3日間 �2．500 �9，000 �14，500 ��3日間 �2，500 �9，500 �15，000 ��3日間 �2．500 �9，500 �16．500 

4日間 �3．500 �12．500 �18，500 ��4日間 �3，500 �13．000 �19．000 ��4日間 �3，500 �13．000 �20．500 

5日間 �4，500 �16，000 �22，500 ��5日間 �4．500 �16，500 �23．000 ��5日間 �4．500 �16，500 �26，500 

※追加代金はツアー出発日の代金が適用となります。※レンタカーは1室につき1台の配車となります。（ホテルグランビューガーデン沖縄のコネクティングルームをご利用の場
合、2室で1台の配車となります。）※1泊ごとに客室数が変わる場合は、全宿泊中最少の客室数がレンタカーの配車台数となります。※添い寝プランおよび乳幼児を含む人数が
定員を超える場合は、グレードアップが必要となります。



ホテル追加代金（お＿人機／，泊．こつき）

※★は金・土曜巨代金適用となります。

轡 ���7冒泊日 �10／1～10／10 ��11／4～11／29 ��12／2－12／19 1／6、1／9 ��針ト3／13、4〝～4／25 　5〝～5／9 ��3／14－3／19 ��10／ト沌／13 11／ト11／3 �11／罰～12／1 �12／27 �4／26～5／1 �5／2・－ 
紆ル 勇レープ ���1室 利用人数 �10／14～10／31 ����1／13～1／31 ��（★2／10） ��3／23～4／6 ��1〟20－1封26 3／却～3／22 �1／S M0－m2 �～1／4 �5／6 �5／5 

臼一木 �金・土 �日一木 �金・土 �日一木 �金・土 �白～木 �金・土★ �日一木 �金・土 

整捌馳＝親疎： ����追加代金なし0円 �������������� 

違盲 ���4～5名1室・小人 �追加なし ��追加なし ��1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．500 �1，500 �1′000 �追加なし �6′500 �5．500 �6．500 2－3名1童 �����1′000 �1．000 �1′000 �1．000 �2．500 �2′500 �2．000 �500 �9．500 �7′000 �9．500 

1名1蓋 �2．500 �2，500 �2，500 �2．500 �4，000 �4．000 �4．500 �4．500 �6，000 �6．000 �5．500 �3．500 �16′500 �14．000 �16．500 

0 ��2～4名1圭・小人 �1．000 �1．000 �1′000 �2．000 �1，000 �1．000 �2，500 �2′500 �2．000 �2．000 �3，000 �3．500 �3．500 �2．500 �3．500 

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

電 勿妙＝＝矛 ���4～沌1室・小人 �500 �500 �500 �500 �500 �1．000 �500 �500 �2．000 �2．000 �1．500 �500 �9．000 �5．500 �9．500 2～3名1垂 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �1，500 �1．500 �1．500 �3．000 �3．000 �2′500 �1．500 �10．000 �7′000 �10′500 

1名1宝 �3．000 �3．000 �3，500 �3．500 �3．500 �4，000 �3．500 �3′500 �5．500 �5．500 �5′000 �4．000 �13，000 �10，000 �14′500 

1～3名1室・小人 �2．500 �3′000 �2．500 �3．000 �2．000 �2．000 �2．000 �3′000 �2．000 �2．500 �3．000 �5．500 �2．500 �1′500 �2．000 

4名1室・小人 �1．500 �2．500 �1．000 �1，000 �1．500 �1．500 �3．000 �3．500 �2．500 �3．000 �4．000 �2．000 �11．000 �3．500 �11．000 

グ � � �3名1壷 �2．000 �3′000 �1．500 �1．500 �2，000 �2．000 �3．000 �4′500 �3．500 �4．000 �5．000 �2．500 �13，500 �4．500 �13′000 2名1圭 �2．500 �3．000 �1．500 �1．500 �2．000 �2．000 �3．500 �5．000 �3．500 �4．000 �5，500 �2，500 �15．000 �5．000 �14．500 

1名1童 �7．000 �8．500 �6．000 �6，000 �6，500 �6．500 �8．000 �9．500 �9．000 �9．500 �10．500 �7．500 �25．500 �11．000 �25．500 

∴、 ∵＋ ���4－5名1室・小人 �2．500 �3．000 �2′000 �2．500 �2．000 �2．500 �3．500 �4′000 �3．500 �4．000 �6．000 �2．500 �13．500 �8．500 �13．500 
3名1圭 �3．000 �4．000 �2．500 �3．000 �2．500 �3．000 �3．500 �4，500 �4．500 �5．000 �6′000 �3．500 �15，500 �9，000 �15，500 

2名1室 �3，500 �4．000 �2′500 �3．000 �2．500 �3，000 �4．000 �5．000 �5．000 �5．500 �6′000 �4．000 �16．500 �9，500 �16′500 

1名1室 �8′000 �9．500 �6，500 �7．000 �6．000 �7．000 �8．500 �9．000 �10．500 �11．000 �13．000 �8．500 �29，000 �16．500 �29．000 

4名1室・小人 �1．500 �2．000 �1．500 �2．000 �1．500 �5，500 �2．000 �6，000 �3．500 �6．500 �6．500 �2．000 �13．500 �4．500 �15．500 

グ �● � �3名1董 �2．000 �2．500 �2．000 �2．500 �2，000 �6．000 �2．500 �6′500 �4，500 �7．000 �7．000 �2．500 �14，500 �5．000 �17．000 2名1圭 �2．500 �3．500 �2．500 �3，500 �2．500 �7．500 �4．000 �7，500 �5．500 �8．000 �8，000 �4．000 �18．500 �6′500 �20，500 

1名1圭 �7．500 �8．500 �7′500 �9．000 �7，500 �12．000 �9．500 �13－000 �11．500 �14，000 �14．000 �9．500 �26′500 �14．000 �29．500 

≧ 浩一 ���4名1室・小人 �2．000 �3′000 �2．000 �3．000 �2′500 �4．000 �4．000 �6，000 �4．000 �5．000 �7，000 �9．000 �12′500 �5．000 �11，500 
3名1室 �2．500 �3．500 �2′500 �3，500 �3．000 �4，500 �4．500 �6，500 �4．500 �5．500 �8．000 �9．500 �15，000 �6．000 �14．000 

2名1塞 �2．500 �3．500 �2．500 �3．500 �3．500 �5．000 �5．500 �7．000 �5．000 �6．500 �8，500 �10．000 �16．500 �6．500 �15，000 

1名1重 �7，500 �9．500 �7．500 �9．000 �9．000 �10．500 �12．000 �14．000 �10．500 �11．500 �15′500 �16．000 �24．000 �14．000 �22．000 

4－5名1墓・小人 �3．000 �4．000 �2′500 �3．000 �2．500 �3．000 �4．500 �4．500 �5．500 �6．000 �7．000 �3．000 �18′500 �9．500 �18．500 

3名1室 �4，000 �4．500 �3，000 �3．500 �3．000 �4．000 �5．000 �5′000 �6．000 �6．500 �7．500 �4．000 �20′000 �10．500 �19，500 

プ �2名1童 �4．500 �5．000 �4，000 �4．500 �4．000 �5，000 �6．500 �6′500 �7．000 �7．500 �8．500 �5．000 �21，000 �12．000 �21．000 

1名1室 �9．500 �11．000 �8．500 �9．000 �8．500 �9．500 �12．000 �12′000 �13．000 �13．500 �14．000 �10．000 �33′000 �22．500 �33，000 

4名1圭 �3，000 �5．000 �3．000 �5，000 �2．000 �4．500 �4．000 �6．500 �6．500 �6．500 �9′000 �6．500 �29．500 �26，500 �28′500 

索 ��矛 �2～3名1室 �3．500 �5．500 �3．500 �5．500 �3．000 �5′500 �4．500 �7．500 �7．500 �7．500 �9．500 �8．500 �33．000 �30．000 �32．000 ク三＝ ��1名1室 �11．000 �13．000 �11．000 �13．000 �10．500 �12．500 �12．000 �14′500 �15，000 �15．000 �16．500 �16．000 �57．000 �43．000 �55．500 

臨 劫随感 ���4～5名1室・小人 �4，500 �6．000 �2，500 �4．500 �3．000 �5．500 �4．000 �12′500 �6．500 �7．500 �10．000 �5．500 �26．500 �17，000 �28．500 
3名1圭 �5．000 �6．500 �4．000 �5．500 �4′000 �6．500 �5．000 �14．000 �8．000 �9，000 �11．000 �7．000 �28，500 �19．500 �30．500 

2名1重 �6．000 �8．000 �4．500 �6．500 �4′500 �7．500 �6．000 �15．000 �9．000 �10．500 �13．000 �8．000 �32．500 �21．500 �35．000 

♪r．パ ���1名1室 �14′000 �15．000 �12．000 �14．000 �12．000 �14．500 �13．000 �22，000 �16．500 �17．500 �20，000 �15．500 �39．500 �29′000 �42．500 

1主 動匝孝 ���4名1室・小人 �6′000 �6′500 �5．500 �6．000 �5．000 �5．500 �5．500 �12，500 �7．000 �7．500 �10．000 �7，500 �30．000 �29′000 �31．500 
3亀1董 �6．500 �6．500 �6．500 �7．000 �6．000 �6．500 �7．000 �14．000 �8．000 �9．000 �11，000 �8．500 �32′000 �30．000 �33．500 

2名1圭 �6．500 �6．500 �7．000 �8′000 �7．000 �7．500 �7．500 �14．500 �9．000 �10．000 �12．000 �9，500 �33．000 �31．000 �34．000 

1名1量 �15．000 �17．500 �15．500 �16．500 �15．500 �16．000 �16．000 �24．500 �17．500 �18．000 �25．500 �17．500 �44．000 �42′000 �44．500 

翻 弊匝尊■ ���4名1室・小人 �3．500 �5′500 �3′000 �5．000 �1，500 �5．000 �6．500 �8．500 �9，500 �11．500 �14，500 �7．000 �33．500 �26．500 �40．500 
3名1室 �5．000 �7′000 �4．500 �6．500 �3，500 �6，500 �8．000 �10．000 �11．000 �13．000 �16′000 �8，500 �36′000 �28，500 �42．500 

2名1室 �6．000 �8．000 �5，500 �7．500 �5．000 �8′000 �9．500 �11．500 �12，500 �14′500 �17′500 �10．000 �37′000 �29．500 �43，500 

1名1室 �11．500 �13．500 �11．000 �13．000 �10．000 �13′500 �15′000 �17′000 �17．500 �19，500 �23′000 �15．500 �42．000 �35′500 �49．000 

4名1室・小人 �3，500 �5．500 �3．000 �5．000 �3．000 �5′000 �4．500 �6．500 �8．000 �8′000 �7．500 �5．000 �30．500 �34′000 �33．000 

3名1室 �5．000 �7′000 �4．500 �6．500 �3．500 �5，500 �6．000 �8．500 �9．500 �9，500 �9′500 �6．000 �33，000 �36．000 �35．000 

ブ �2名1室 �6．000 �8．000 �5．500 �7′500 �5，000 �7，000 �7′500 �9，500 �11．000 �11．000 �10′500 �7．000 �33′500 �37．500 �36．000 

1名1室 �14′000 �16′000 �13．000 �15．000 �12．500 �14．500 �15′000 �17．000 �18．000 �18．000 �18，000 �14．000 �52′000 �56．000 �54．500 

噴き か軽や ���4名1室・小人 �6．000 �7．500 �5．500 �7．500 �5′000 �7．000 �7，000 �10，500 �9．500 �10′500 �12．500 �8．500 �32′500 �32．500 �36′500 
3名1室 �7．500 �9．000 �7．000 �9．000 �6．500 �8．500 �8，500 �12．000 �11．000 �12．000 �14．000 �9，500 �34．500 �34．500 �38．000 

2名1室 �8．000 �9．500 �8．000 �9．500 �7，500 �9′500 �10，000 �13．000 �12′000 �13．000 �15．000 �11．000 �35，500 �35．500 �39．500 

1名1室 �15．500 �18．000 �15．500 �17．000 �14．500 �16．500 �17′000 �20′000 �19．000 �20，000 �24．000 �18′000 �46．000 �46．000 �50．000 

グ �● � �3名1室・小人 �10．500 �12′500 �6′000 �8．000 �6．000 �8．000 �7．000 �9′000 �10．500 �12′500 �17．500 �9．000 �34．500 �34．000 �32．500 プ �2名1室 �12．500 �14．500 �8．000 �10．500 �8．500 �10．500 �9．500 �11．500 �13．000 �15．000 �19．500 �11．500 �35．500 �35．000 �34．000 フ �1名1圭 �22．500 �24．500 �18．000 �20．000 �18．000 �20．000 �19．000 �21．000 �22．500 �24．500 �32．500 �21．000 �48．500 �48′500 �47．000 

● � �3名1室・小人 �11．000 �12．000 �10．500 �12．500 �10．000 �14′000 �12．000 �13．500 �15′500 �17．000 �17．500 �15．500 �41．000 �24′500 �43．000 

プ �2名1室 �12．000 �13′500 �11．000 �13′000 �10．500 �14′000 �14′000 �16．000 �17′500 �19′000 �21．000 �16，000 �43．000 �31′500 �48．000 

1名1室 �17．500 �19′000 �17．000 �18′500 �16′000 �19，000 �20．000 �22′000 �23′500 �24．500 �27，500 �21，000 �48．000 �39，500 �54，500 

汗ノ〇・ ���3名1室・小人 �14′500 �16，500 �10′500 �12．500 �10，500 �12．500 �11，500 �13．500 �15，000 �17，000 �21．500 �13．500 �38．500 �38．000 �37′000 
2名1室 �17．000 �19′000 �12．500 �14′500 �13′000 �15′000 �14．000 �16．000 �17．500 �19．500 �24′000 �16．000 �40．000 �39′500 �38．500 

1名1室 �26．500 �29′000 �22，500 �24．500 �22′500 �24．500 �23，500 �25′500 �27′000 �29′000 �37．000 �25．500 �52′500 �52．500 �51，000 
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旅の作り方

滞表裏慧慧、ただけます。
、、

・11ヲ百村睦を選感冒

、一鴨　ご制用便を自由にお選びいただけます。
＿－】∴】鯖下鳥　※基本フライト以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります。

、＝■‾．・．■　こ：l∴、・■－■　二1、二．、一・、．

．∴臣下＿
お気に入りのホテルをお選びいただけます。
1泊ずつホテルがお選びいただけます。
※基本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ります。

那玩■声巨匠F黒雲。劃三周
●出発空港：福岡・熊本・長崎・宮崎・鹿児島空港
●設定期間：2013年10月1日～2014年5月6日の毎日出発
●食事条件：朝食付き
●最少催行人員：1名

こ弓コー－．‾’∴泊一・1い■、二丁ランに－‾ヤ＿：ここ諾う’「し野ミ∴・．二二三二‡㌧■一・Lt・1二㌧巨lこ‾：こi：「しい∴二い…す、「1．3∴‾：一つ

1歳以下のお子様がご利用いただける施設には

が表示されています。詳しくは各施設の情報をご確認ください。

2日間 �3日間 �行　程 �食事 

1 �1 �匝画す那覇空港＝〈各自負担〉＝ホテル � 
★到這急フリータイム 

－ �2 �◆終日フリータイム �画 

2 �3 �◆出発までフリータイム �画 
ホテル＝〈各自負担〉＝那覇空港十画 

圏についてはお客様のご利用空港となります。
利用空港・路線・便についてはフライト情報ページをご覧ください。

47

0

．

・

＼

・

・

・



ご利用ホテル※矧こ記載のない限り鳳ト．レ付き※基本グル＿プホテル以，掩ご利用の場合は、追加代金が必要とな。ます。

adam上の地域名：那覇市内

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

OUT12：00（通常日：00）

★那覇空港から車で約10分
★ゆいレール壷川駅または

a由m上の地域名都『市内　那

●スーペリア洋室（ト4名1室）
●1泊朝食付き
●lN14：00／OUTll：00

★那覇空港から車で約7分

：扇★鎧…顎品艶道義義か苫蒜基蒜詣訂壷義盛還【蒜基品玉器

田園園田盟匝頭

AT12連泊】夕食や島唄ライブ「ナ～クニー」で

使えるクラウンバリューチケット付き
※12／31～1／1、5／2～5／4（チェックイン日）を除く

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

となりまも
●1泊朝食付き
●州13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常11：00）

藤転‡欝冨警諾謡畏竺
匡扇▼‾　徒歩約3分
【

☆清涼飲料水1本付き
☆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（1－3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20分

★ゆいレール牧志駅から
徒歩約1分

固窃臼田匝亘頭

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

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

団日日因匝塾頭

☆朝食を昼食に変更可能
蕊レストラン・エステ10％割引

adam上の地域名：那覇市内

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

0UTll：00（通常10：00）

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

鼻√朝食を昼食に変更可能

囲固日日園田
朋人血山一一二一一∠一一よこム：こ，こ；ま滋ここふLぷ　〕　三二二芸＿二蒜∴血ノー」

r朝食を昼食に変更可能（メニュー限定）・
r三重城温泉滞在中利用可能

adam上の地域名．珊市内

●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）

※12ノ28－1／4、4／26～5／6

自画★浣㌫覧で約2。分
★ゆいレール美架橋駅から

徒歩約10分

蓬電場板′

ニ1－【2連泊】国際通りで利用できるクーポン付き
ハ「ホテル⇔国際通り間送迎バス利用可能

adam上の地域名■那覇市内

●洋室（1～3名1室）、
または和洋室（4名1

和洋室（5名1室）
●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT／12：00（通常日：00）

※12／28～1／4、4／26－5／6

（利用日）を除く

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

簡＿了二‾！－‾・ヨ

圭【2連泊】ケーキセット付き
；lr朝食を昼食に変更可能（レストラン・メニュー限定）

∂由m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20分

★ゆいレール安里駅から
徒歩約20分

B日田匝萱団

市　　　　　　a由m上の地域名：那覇市内

…恥

●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

から徒歩約2分
※23：00・｝翌7：00の間

園田臼田　は車の出入庫不可
［二二二壷己垂遍憂姦裏済二二コ
宍女性のお客様にレディースセットご用意■

adam上の地域名：那覇市内

m●洋室（1～4名1室）

田団臼田

●1泊朝食付き
●lN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常日：00）

★那覇空港から牢で約10分
★ゆいレール旭橋駅から
徒歩約5分

∈扇窪＝＝＝コ［＝＝惑頭重痘豆蛋豆摺馳勤
恐ホテルから片道タクシーチケット1室につき1枚■　鴻嘲胞を昼食に変更可能

付き個際通り、首里城、DFSのいずれか）
☆滞在中駐車場料金不要

adam上の地域名那覇市内

｛●洋室（1～4名1室）
＼●1泊朝食付き

●lN14：00（通常15：00）／

三　〇UT／12：00（通常日：00）

毒★那覇空港から辛で約15分
★ゆいレール県庁前駅から

徒歩約2分

還蚕豆＝＝コ

由百雷【‡琵澄芳孟宗認諾画巨頭
パ㌻【2連泊】国際通りで利用できるクーポン付き

adam上の地域名那覇市内

●洋室（1～3名1室）
●1泊朝食付き
●IN13：00（通常14：00）／

0UT12：00（通常日：00）

★那覇空港から車で約15分
★ゆいレール県庁前駅・旭楕

駅からともに徒歩約3分
※宿泊除外日：11／29－12／1

園田∈∃国匝頭

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

adam上の地域名▲那覇市内

●洋室（1～2名1室）
※／仇レ一山まシ伸一ブースのみとな

ります。日収タ：侮ご軋ほせん。）

●1泊朝食付き

至言さ三三lnて訂

）で女性のお客様にレディースセットご用意
汀ラウンジにてドリンクサービス

（15：00－24：00）

☆朝食を昼食に変更可能（日曜・祝日を除く）
で㌃ラジウム岩盤浴場割引券付き

ad∂m上の地域名．那覇市内

確認㌫諾1
室）

●lN13：00（通常14：00）／

OUT12：00（通常日：00）
※12／28～1／3、4／26－5／6

（利用日）を除く
★那覇空港から華で約10分
★ゆいレール旭蠍から徒歩約15分

囲BE当園巨垂司
・‥■　▲、ヽ′W・I L．‥‾、．‾∵＿‾＼‾Jl‾、▲＿‾l一丁l

才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

●削14：00／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

E儲ド⊂コ
韓デ照薄墨無黙掛冬宅磯雄

A〃女性のお客様にレディースセットご用意

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11：00）

★那覇空港から串で約7分
★ゆいレール旭橋駅か

ら徒歩約3分

回B田園匝司

☆夕食時ワンドリンク付き（ソフトドリンク限定）
☆朝食を昼食に変更可能

adam上の地域名．耶範市内

●洋室（1～2名1室）
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）／

OUT12二00（通常日：00）

★那覇空港から車で約5分
★臥ルール県潤から徒歩即0分

園匿同園匝頭

て∵ホテルから空港への片道送りタクシーサービス

（チェックイン臥フロントにて受付／詳細確認要）
で朝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：那覇市内

●洋室（1～3名1室）
●lN13：00（通常14：00）／

OUTll：00

★那覇空港から章で約5分

※朝食（バイキング）はホテ
ルからのサービスです。

才女性のお客様にレディースセットご用意
AT【2連泊】夕食1回付き（メニュー限定）

モホテルグランビューガーデン沖縄の大浴場を利用可能≡

室
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那覇チョイス2・3日間
〈福岡発／基本グループホテル・往復基本フライト利用〉
※福岡発着以外の設定もございます。フライト情報ページをご確認ください。

※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。

※5名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、4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。）

■基本代金（お一人様）
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ーi蒜料＼讐 �A �8 �！⊂ �D �E �F　トGJH ���‡l �き　J �K �L �仙 �N �0 �rP、 �Q �R 

4名1圭 �追．600 �24．… �25．300 �25．800 �26．800 �27．300 �28．800 �130．300 �30．800 �31．M �32，300 �39，800 �40．800 �42，800 �44．800 �46．000 �47．800 �53，舶0 

3名1重 �23．朗0 �24．000 �25．300 �25．… �26，800 �27．380 �28．800 �30．300 �30．800 �31．300 �32，300 �39，800 �童40．朗0 �42，800 �44．的0 �46，800 �47．000 �53．800 

2名1重 �23．600 �25．300 �25．800 �26．300 �27，300 �27，800 �29．300 �1⊥嬰．800 �31．300 �31．800 �32，000 �40，300 �41．300 �43．300 �45．300147，緬1’ ��48．300 �54．300 

＿＿1翠1壬 �25．600 �20．… �27，300 �27．800 �28．800 �29，300 �30．800 �32，300 �32．800 �33．300 �34．300 �41，800 �ま42，800 �4l．800 �砿面巾顧血 ��49．800 �55．舶○ 

小Jl． �23．600 �24．000 �25．300 �25．800 �26，800 �27，：沌○ �28．800 �29．300 �29．800 �30．300 �31．300 �38，800 �39．800 �40．800 �41，800 �44．800 �45．800 �47．000 

4名1主 �25．800 �27．… �28．800 �29．的0 �30．800 �31，800 �32．鋸Oj33．800 ��34．300 �39．300 �40．300 �43，300 �一朝．300 �4l．800 �45，300 �毒52，300 �56，300 �60．300 

3名1主 �28．100 �28．800 �29．800 �30．800 �31．800 �31800 �33．800 �34，800 �35，300 �40．M �41．30：○ �44，300 �45．300 �45．800 �46，300 �53，300 �57．M �61．300 

2名1王 �27．800 �29，800 �30．800 �31．800 �32，800 �乳800仁叫鱒！ 36．300…37朋○ ��35．800 �38，300 �41．300 �42，300 �45．300 �46．300 �46．800 �47，300 �54，300 �58，300 �62，M 

1名1圭 �30．300 �32，300 �33．300 �34．300 �35，300 ���38．300 �38，800 �43．朋0 �4l，880 �貞47．800 �48．8tIO �49．300 �49．800 �56，800 �別）．… �‘4．800 

小人 �25．800 �27．800 �28，即○ �29．800 �30．800 �夏31．800重32．名聞 ��33．800 �34．300 �38，300 �∃39．測0 �42，300 �43－300 �43．800 �4l．300 �49．00座3．300 ��54．300 

ホテル追加代金（お＿人様／1泊につ割

※★は金・土曜日代金適用となります。

際白 �宿泊日 �10／1～10／10 ��11／4－11／29 ��12／2′－12／19 1／6－1／9 ��2／1～3／13 4／7－4／25 ��3／14一一3／19 ��10用～10日3 Ⅲト11／3 �11／刃～12／1 �12／27 �4／26－5／1 �5／2－ 

ホテル のレープ �1裏 利用人数 �10／14一一10／31 ����1／13－1／31 ��5／7 （★2／10） ��3／23－4／6 ��1封加～12／26 3／28～3／22 �1／5 1／10－1／12 �～1／4 �5／6 �5／5 

臼一木 �金・土 �日一木 �金・土 �日一木 �金・土 �日～木 �金・土★ �日一木 �金・土 

農∃珍妙＝鶉拓馳 ��追加代金なし0円 

義 幸糎疹 �4名1塞・小人 �500 �500 �500 �・500 �追加なし �500 �追加なし �500 �追加なし �500 �1．000 �1．000 �500 �500 �2．000 
3名1呈 �1．000 �1．000 �500 �500 �500 �1．000 ��500 ��500 �1．000 �1．000 �1．000 �1．000 �2′500 

2名1室 �1，000 �1．000 �500 �500 �500 �1．000 �500 �1．000 �500 �1．000 �1，000 �1，000 �2．000 �1．500 �2，500 

1名1重 �1．000 �1′000 �1．000 �1′000 �1．000 �1．500 �1．000 �1．500 �1′000 �1．500 �1．000 �1．000 �2．000 �1′500 �2，500 

4～5名1圭・小人 �追加なし �500 �追加なし �500 �追加 �なし �追加なし �500 �追加 �なし �500 �追加なし �500 �追加なし �追加なし 

b �3名1茎 ��500 ��500 �500 �500 �500 �1′000 �500 �500 �500 �500 �500 �500 

2名1室 �500 �1．000 �500 �1．000 �500 �500 �1′000 �1．500 �500 �500 �500 �500 �1．500 �1，000 �1．500 

1名1圭 �1．500 �2，000 �1．500 �2．000 �1．500 �1′500 �1′500 �2′000 �1．500 �1．500 �1，500 �1．500 �2．500 �2，000 �2′000 

宅 、 �4名1重・小人 �1．000 �1．000 �1．000 �2．500 �500 �1′000 �1′500 �1．500 �1．500 �1．500 �2，000 �3′000 �3．500 �2．500 �4．000 
3名1圭 �1．500 �1．500 �1′500 �2．500 �1，000 �1′500 �2．000 �2′000 �1．500 �1′500 �3′000 �3，500 �3．500 �3，500 �4．000 

2名1塞 �2．000 �2．000 �1．500 �2，500 �1′500 �2．008 �2．500 �2．500 �2．500 �2′500 �3．500 �4．000 �5．500 �4，000 �5′000 

1名1室 �3．000 �3．000 �2．500 �3．500 �2．500 �3．000 �3．500 �3′500 �3．500 �3．500 �4，500 �5．500 �6．500 �5．000 �6．500 

感 動匝孝■ �2～3名1室・小人 �2，500 �3′000 �2．000 �3．500 �2，000 �2，500 �2．000 �3′000 �2．000 �3．000 �3．000 �5′500 �5．000 �2′000 �4．500 

1名1墓 �4．500 �5．500 �4．500 �5，000 �3．500 �4．000 �3，500 �4，500 �3．500 �4，500 �5．500 �6．000 �5．500 �3．500 �5．000 

4名1皇・小人 �1，500 �3．000 �1．500 �2．500 �2．500 �4．000 �3．500 �5，500 �4．000 �4．500 �6．500 �9．000 �14′000 �5．500 �13，000 

グJEプ �3名1室 �2′500 �3．500 �2．000 �3．500 �3．000 �4．500 �4，500 �6．000 �4．500 �5．500 �7．500 �9．500 �16′500 �6．500 �15′000 2名1墓 �3．000 �4．000 �2．500 �3．500 �3．500 �5．000 �5．500 �7．500 �5．500 �6．500 �8，500 �10．500 �18，500 �7．000 �17′500 

1名1室 �9′500 �11，000 �9′000 �11．000 �11．000 �12．500 �14．000 �16，000 �12．500 �14′000 �17．000 �19．000 �26．500 �15′500 �26，000 

3名1室・小人 �7．500 �9，500 �7′000 �9．000 �5，000 �7′000 �7′500 �9．500 �7′500 �9′500 �14．000 �10，500 �18．000 �17′500 �16．500 

2名1室 �8．000 �10，500 �8．000 �10，000 �6．000 �7，500 �9．000 �11．000 �9．000 �11．000 �15．500 �11．500 �19．000 �18，500 �18．000 

1名1圭 �15，500 �17．500 �15．500 �17′500 �13，500 �15．000 �16．000 �18．000 �16．000 �18．000 �22′500 �18．500 �26′000 �26．000 �25．500 

「
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賢憲遥晋＝驚エヤマヤシ群落＝喜蓋獣で警云㌶票㌫思莞剛ンサ＿…崇＝竃詳
¢12：25　　　　　　　　　　　　尉4：10　　¢14：20尊14：40　　愈14：50　　　　　　昏15：30　　　　　　閻

＝★石垣やいま村（各自昼食・約1時間45分）臣Ⅲ螢＝車重犀享房諺＝★石垣島鍾乳洞（約40分）闘将＿ホテル・石垣空港
q★有料大人840円→650円、3歳～小学生420円→300円‾（約20分）　　　由★有料大人1 050円、4歳～中学生525円－（下記参照）

欝＝濫造晋＝芸賃憲マヤシ＝喜一慧君子，漂霊言濫漂莞引は川平マリンサ：：芸＝竃置茸＝（漂欝

甲翌蚤∴讐警　諾㌫いま村（約45分）旺欄　釧10＿警完芸豊富＝誓謡島鍾乳洞（糾。分，品＝ぎ＿ホ帥石題
予石垣空港（下記参照）＝月☆有料大人840円→650円、3歳～小学生420円→300円－（約20分）　馴有料大人1卿か粧掛中学生珊→420円一（下記参照）

施設からのおもてない騨 

川平清／（川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 

石檀紙窯元／1．050円以上のお買い上げで500円割引（焼物のみ） 

石垣やい手相／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／手織り布ストラツス商品15％割引卜部商品を除く） 

石壇島鍾乳洞／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／発着場所 �l＝持説＿ 出発時間到着時間 ����出発暗闇 ���汚喜 剋 �舅。。 �　菖巨≡ 出発時間 �観光 到着時間 

ビーチホテルサンシャイン � �：30 �15：40 �� �：3 �0 � �� �15：40 

石垣湾※ �8 �45 �15 �50 � �：4 �5 �－ ��－ �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 �：0 �0 �－ ��－ �16：00 

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

※石垣島トラベルセンター離島ターミナル営業所 

感襲撃　宮古島号宮古島諾内良島年　芸茶利水　　　仙
‾　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■■■

■指臨㌫■転詔　窃8：35　　　　窃8：50

ホテル（下記参照）＝来問大橋（展望台）（約15分）

¢11：35　等11：45　¢11：55　　¢12：15

＝渡口の浜（約10分）＝牧山展望台（約20分）＝

＝ホテル（下言慧＝蒜望先議蒜＝諾㌫浜（諾ig芸冒＝詣離蒜ツト＝笠憲㌫憲デ＝
（約30分）

温良浜港′宏票汗良港＝あばら樹（各自昼食．芸認諾ア＝謡蒜蒜芸三三デ＝芸還崎農芸芸デ＝惣ヒ許壇

¢8‥35　　　昏8‥50　　　適宜∃　宅与9‥45（フェリー）¢10：15　訓川　帝甘50　下地島パイロット　聖1‥95馴：25
でhRlヨ＿」▲碁　′l：：：コ■・R′＿ヽ　′▲HL．一■′・しヽ　　　　　⊥－＿－　′－＿＿一．＿・、　　　　t■■■生し5－＿亡1－ノ＝ヽ．▲■＿■±■ナt±±■■ホテル（下記参照）＝来問大橋（展望台）（約15分）＝ホテル（下記参照）＝平良港蒜蒜）佐良浜港＝佐和田の浜（約10分）＝義蒜最遠ソ「＝通。池（約20分）

¢11：35　昏11：45　¢11：55　　躊12：15　窃12：35（フェリー）◎13：05　藁13：10　　　　螢14：00　　　　　　　　閻

＝渡口の浜（約10分）＝牧山展望台（約20分）＝佐長浜港盃宏、平良港＝あばら樹（各自昼食・約50分）＝∴膏古妻港（下記参照）

瞥闇扇ヨ　　¢14：55　劉5：15　馴6：05　劉6：55　　　　　　　磁

予青古妻港（下記参照）＝池問大橋（約20分）＝乗平安名崎（約50分）＝ホテル・宮古空港（下記参照）

■陪臨錯■琵ヨ¢835　　　等850
」▼▼一　・∃

①9：30　　窃10：00　◎10：15　　　　　　　串10こ55　①11：10　等11：40

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）＝砂山ビーチ（約30分）＝★宮古島海中公園（約40分）田l＝池間大橋（約30分）＝

馴1：55　　　窃12：05　馴2＝25　　　　樹3：25　馴3：35　　　　　等14：55　馴5：35　　樹6：25　　　　　　　　透ヨ

＝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＝束平安亀崎（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）

監葡混用忘慧◎8：35　　　¢8：50 89：30　　昏10：00　¢10：15　　　　　　　窃10：55　¢11：10　琴11：40

ホテル（下記参照）＝来間大橋（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）団＝池間大橋（約30分）＝

◎11：55　　　　諺12：05　　◎12：25　　　　　等13：25　　　　　　　　　惣

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

EE辺遜忘蔓　　馴4‥15　　　　　　昏14‥55　¢15：35　　樹6：25　　　　　　振ヨ
′ヰ雪盲空港（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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チサンリゾート沖縄美ら海

百崖古家大家
OKINAWAフルーツらんど・
ナゴパイナップルパーク

㌻森のガラス館
㌻‾オリオンビール工場

ト㊥（オリオンハッピーバーク）

川平湾

石垣焼窯元＼

石垣やいま村・・・．＿－

みね屋工房一・一・・・一‾一■ ／；

玉取崎

展望台

石垣島

鍾乳洞

石垣空港

減宛細と⊃臣
淵自餌脚

ビ‾慧芸智ニメシ＝シ1㌔NAインタ＿コンチネンタル

（石垣島トラベルセンター　石垣リゾート

離島ターミナル営業所）

qバスの立ち寄り観光施設からの割引のご案内田

51

①沖縄残波岬ロイヤルホテル �⑧オキナワマリオットリゾート＆スパ 

②ルネッサンスリゾートオキナウ �⑨ザ・ブセナテラス 

③ホテルムーンビーチ �⑯ANAクラウンプラザホテル沖縄Jトバービュー 

④タイガービーチ前（ホテルモントレ沖縄） �⑪ホテルロイヤルオリオン 

⑤リザンシーパ」クホテル谷茶ベイ �⑩DFSギャラリア沖縄（ゆいレールおもろまち駅直結） 

⑥ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾヰ �⑯ラグナガーデンホテル 

⑦沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ 

佐和田の浜

通り慧二轟
牧山展望台

富姦意志憲氾吏」辛

来間大橋一一瑠

来間島

－宮古島胃5島めく、リコース

－宮古島胃宮古島内コース

宮古島海中公園

島尻マングローブ

ホテルアトールエメラル宰宮古宏

印テ刃ノサザンコ、hスト宮古忘

熱帯植物匿・宮古島市体願工芸村

ひがしへ　ん　ぶてざ蟹

乗平安名崎

ホテルプリーズベイマリーナ

脛姦 �剥郡郡‾’r　　　　F呼野1 � �琵要義：T■櫛ノ平野■ブ1 �習酎勒 �間 

沖 縄 �森のガラス館 �体廉メニュー一部割引 �石 垣 島 �川平マリンサービス �川平湾グラスボート乗船代：大人1．000円→80：岬ヨ、小学生500円→咄0円 
OKINAWAフルーツらんど �入園料：大人1，000円→無料、4歳～中学生500円→無料 ��石垣やいま村 �入村料：大人840円→650円、3歳～小学生420円→300円 

ナゴパイナップルパーク �入医科：大人600円→無料、小学生300円→無料 ※カート利用時は別途300円必要 ��石垣島鍾乳洞 �入洞料：大人1．050円→840円、4歳～中学生525円→420円 売店商品10％割引（一部商品を除く） 
本 島 

百年古家大家 �沖縄そばスペシャル20％割引（1，575円→1．260円） �宮 古 島 �宮古島海中公園 �観覧料：大人1′000円→700円、高校生800円→550円、 小・中学生500円→350円 

チサンリゾート沖縄美ら海 �レストラン昼食、ティータイムメニュー10％割引 

lll．lll．lll．lll．lll．lll．lll．lll．lll．・．⊥拙塁墜毒蒙」．lll．lll．lll．lll．lll．lll．lll．lll．lll．lll．lll．lll．lll．lll．＿

ご利用の場合は、必ず事前予約してください（事前予約のない場合はご利用いただけません）。

①ご乗車の場合はr旅程表」をご提示ください。②バスは定刻で出発いたしますので、乗車場所・時間には十分ご注意ください。出発時刻をご確認のうえ、10分前までにご集合ください。

乗り遅れた場合の責任は負いかねますのでご了承ください。③天候・交通事情等により時間が変更となる場合があります。また、やむを得ず行程を変更する場合があります。④バス車内
は禁煙です。⑤他社のお客様と混乗となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。⑥ご乗車人数によってはタクシーに変更となる場合もございます。⑦座席は原則自由席で

すが、予約状況により乗務員の判断で座席を指定させていただく場合がございます。⑧行程中の昼食代・有料施設入場代等はお客様負担となります。⑨観光施設の閉館時間・休館日は

変更となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。⑥原則として途中乗車はできません。また、特に記載のない限り、行程内の一部区間の利用はできません。また、途中下車等
をされる場合も払戻はございません。

●選ヨ歴翌のマークが付いている場所で乗車・下車が可能です。●観光地で赤文字の箇所は下車観光となります。ヅrのマークが付いている場所は有料入場施設となり、入場料等を現地
にてお支払いください。（一部の施設は遊悠パス〈詳細P56〉にて入場可能です）。記載の有料観光施設は、2013年7月現在の料金となります。有料観光施設の入場料等は予告なく変更

となる場合がございます。E田のマークは旅程表の提示にて割引料金でご利用いただけます。●時刻表示の、串は出発、宙は到着時間です。●2歳以下のお客様は無料でご乗車いただけ
ますが、座席のご用意はございません。

※搭乗便との乗り継ぎ時間は、往路は各空港とも30分以上、復路は石垣・宮古空港では45分以上、那覇空港では60分以上おとりください。

また、ゆいレールおもろまち駅にて降車の場合は降車時間より90分以上おとりください。



■運営管理者：ANAセールス株式会社

人気の沖縄実ら海水族館へGO！

ANA美ら海号中北部リゾートホテル発着 ■運行日：2013年10月2日～2014年3月31日の日・月・水・金曜日

※12／4は運休

舘8：25　　　　遠望　　袋8：45　　　　　　しま遥慧　嘩8：55　　忘翌　を9：00　　　　　　　忘翌　姿9：05　　　　　　還語

沖繊残濾岬ロイヤルホテル＝ルネッサンスリゾートオキナワ＝ホテルムーンビーチ＝タイガーピーチ蔚（ホテルモンル沖紺＝リザンシーパークホテル谷茶ベイ＝

ち9：25　　　　　　　　　　還空　夢9：45　　　　　　　　　盛宴喜　免9：SS r諒ヨ　窃10：05　忘望

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート＝沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ＝オキナワマリオツトリゾート＆スパ＝ザ・ブセナテラス＝

篭墓誌宗語学＝箪置聖望竺1耳場見学＜1時間＞＿海洋博公国・榊縄美ら海水族館（約2時間5。分，
窃13：15　◎14：10　　　　　ち．＞　　　　　　　　魚17：00

＋各自昼食・約2時間25分）　　　　　　☆有料大人（18歳以上）1，800円、中人（高校生）1，200円

小人（小ヰ学生）600円

Qll：05　　穂12：10　の12：25　ぅふや一　幕13：35　馴4：10　　　ち．わ　　　　　　尉7：00

森のガラス館蓼　＿百年古家大家（各自昼食・＿海洋博公園・就中縄美ら海水族館（約2時間50分）

■Yu‘ノ叫¶【肌叩γ1

810：15孝10：35

道の駅許田
（約20分）

①17：50　施　　療18：00

（約1時間5分）由　‾約1時間10分）四着　＝☆有料大人（18歳以上）1，8∞円、中人（高校生）1，20

8★体験メニュー一部　　口沖縄そばスペシャル20％割引　　小人（小ヰ学生）600円

賀器品（★。K．NAWAフルーツらん品鑓＿筈堤品芙㌔13‥35＿竃品品．★沖娩芸蒜
☆ナゴパイナップルパーク）（約1時間5分）固着　‾（各自昼食・約1時間　こ（約嫡聞50分）

むOKINAWA刀レーツらんど絹料大人1聞円、聴ヰ学生∝珊10分）EEl諺　　☆有料大人（18歳以上）1，800
ナ罰でイナッ刀レトク★有料大人餌0円、小学生300円　　　白沖縄そばスペシャル　　中人（高校生）1，200円

う無料　　　　　　　　　　　　　　　　20％割引　　　　　小人（小ヰ学生）6∞円

¢11：40　　　　　ち．）　　　　　　　　　　　　　　等け：∞

海洋博公園・★沖縄美ら海水族館（各自昼食・約5時間20分）
☆有料大人（18歳以上）1，800円、中人（高校生）1，200円、小人（小ヰ学生）600円

這　　◎18：05　　　　　　　　　　嗣　◎18：25

ザ・ブセナテラス＝オキナワマリオットリゾート＆スパ＝沖縞かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ＝A仙インターコンチネンタル万座ビーチリゾート

◎18：45　　　　鷹至言　¢18：50　　　　　　閻　◎18‥55　義認　馴9：10　　　　詣　¢19：30　　隈

リザンシーパークホテル谷叢ベイ＝タイガービーチ前（ホテルモントレ沖縄）＝ホテルムーンビーチ＝ルネッサンスリゾートオキナワ＝沖縄肘帆コイヤルホテル

百品蒜蒜隔．宜野湾市内ホテル発着 ■運行日：2013年10月3日～2014年4月1日の火・木・土曜日
※12／5は運休

窃8：40　　　　　　　　　　　忘慧　　窃8：50　　　還蔓ヨ　a9：25　　　豪望a

Al抽クラウンプラザホテル沖札ハーJトビュー＝ホテルロイヤルオリオン＝ラグナガーデンホテル＝

篭孟㌫完語学＝筆墨望望禦享観学＜，時間，＿海洋博公園・★沖縄美ら海水族館（約2時間5。分，
¢13：15　◎14：10　　　　　如　　　　　　　　学17：00

＋各自昼食・約2時間25分）　　　　　　★有料大人（18歳以上）1，800円、中人（高校生）1，200円

小人（小ヰ学生）600円

①11：05　等12：10　◎12：25　ぅふや一　劉3＝35　¢14：10　　　ちゆ　　　　　劉7：00

率のガラス館螢　＿百年古豪大家（各自屋食・＿海洋博公園・☆沖縄美ら海水族館（約2時間50分）

◎10：15　等10：35

道の駅許田
（約20分）

窃18：40　　　閻　　◎19：10

（約1時間5分）由　‾約1時間10分）団調静　＝☆有料大人（18歳以上）1，8∞円、中人（高校生）1，

召☆体験メニュー一部　　む沖縄そばスペシャル20％割引　　小人（小や学生）600円

気嵩品（★。K…AWAフルーツらん品差違＿筈旨品芙宗13：35＿竃品品．★適ら芸；
★ナゴパイナップルパーク）（約1時間5分）団蓼　‾（各自昼食・約1時間　＝（約2時間50分）

印αlNA㈱フルーツらんと絹料大人1，000円、4歳～中学生500円10分）同着

ナ剖汀ナッフルパーク：★有料大人600円、小学生300円　　　白沖縄そばスペシャル

→無料　　　　　　　　　　　　　　　　　　20％割引

Qll：40　　　　　ちゅ　　　　　　　　　　　　　　窃17：00

海洋博公園・★沖縄美ら海水族館（各自昼食・約5時間20分）
☆有料大人（18歳以上）1，800円、中人（高校生）1，200円、小人（小ヰ学生）600円

琵琶弐　　Q19：20　　　琵萱ヨ　◎19：40

★有料大人（18歳以上）1，8

中人（高校生）1，200円

小人（小ヰ学生）600円

＝ラグナガーデンホテル＝DFSギャラリア沖縄伸いレールおもろ穿ち朋直結）＝ホテルロイヤルオリオン＝州Aクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー

：一一一一一（各自負担ト…∵那覇空港

ANA美ら海号共通の 　ご案内 �※112／31～1／3、3／15は工場休業のため設定中止となります。また、法定点検のため、オリオンビール工場が休業となる場合、オリオンビール工場見学＆沖縄美ら 海水族館コースは設定中止となります（法定点検日は未定）。なお、オリオンビール工場の製造ラインは、土・日は稼働していませんが、見学・試飲は可能です。ピー 

ルの試飲はグラスでのご提供となります0また、未成年の方にはソフトドリンクをご用意しています。召P．51の観光施設からの割引のご案内をご覧ください。 
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■料金（片道あたり／お一人様）※（）は小人料金（3歳～小学生）となります。6歳未満の方は大人1名につき1名無料となります。

Aエリアホテル ����Bエリアホテル 

ムーンオーシャン宜野湾 �ラグナガーデン �ザ・ビーチタワー沖縄 �ベッセルホテル �ルネッサンスリゾート �沖縄残波岬 

ホテル＆レジデンス �ホテル ��カンパーナ沖縄 �オキナウ �ロイヤルホテル 

那覇空港＝ホテル所要時間 �約35分 �約42分 �約1時間2分 �約1時間5分 �約1時間6分 �約1時間26分 

那覇空港 �500（250）円 �600（300）円 �700（350）円 �700（350）円 �1．300（古50）円 �1．500（750）円 

那覇バスターミナノ �400（200）円 �500（250）円 �600（300）円 �600（300）円 �1，200（600）円 �1．400（700）円 

⊂エリアホテル 

ホテルムーンビーチ �タイガービーチ前 �サンマリーナホテル �リザンシーパークホテル �ANAインターコンチネンタル 
（ホテルモントレ沖縄） ��谷茶ベイ �万座ビーチリゾート 

那覇空港＝ホテル所要時間 �約1時間6分 �約1時間8分 �約1時間11分 �約1時間17分 �約1時間35分 

那覇空港 �1．300（650）円 �1′300（650）円 �1．400（700）円 �1．400（700）円 �1．500（750）円 

那覇バスターミナル �1．200（600）円 �1．200（引和）円 �1．300（650）円 �1．3〇・〇（650）円 �1．400（700）円 

Dエリアホテル �����Eエリアホテル 

葦瀬ビーチパレス �ザ・ブセナテラス �オキナウマリオット �ザ・リッツ・カールトン �沖縄かりゆしビーチリ �カヌチヤベイホテル＆ 
リゾート卑スバ �沖縄 �ゾートオーシャンスパ �ヴィラズ 

那覇空港＝ホテノ �レ所要時間 �約1時間23分 �約1時間29分 �約1時間36分 �約1時間41分 �約1時間50分 �約1時間40分 

那覇空港 � �1．900（950）円 �1′900（950）円 �1，900（950）円 �2．000（1．000）円 �2．100（1．050）円 �2．100（1，050）円 

那覇′顆夕 �墟コ再■■」 �1．帥0（900）円 �1，800（9・00）円 �1，800（900）円 �1．900（950）円 �2．000（1．000）円 �2，000（1．000）円 

■設定期間：2013年10月1日～2014年3月31日の毎日（利用日）

［10／1－3／31運行時刻表］※記載のない便もご利用いただけます。詳しくはお問い合わせください。

旺≡匹】 �⊂エリア9 ��Dエリア9 ��Aエリア7 ��Bエリア5 ��Eエリア3 ��Bエリア9 ��Eエリア5 ��⊂エリア21 ��Dエリア21 ��Aエリア15 ��Eエリア7 

那・範空港 �11 �20 �‖ �30 �11 �35 �11 �40 �11 �40 �13 �00 �13 �10 �13 �20 �13 �30 �13 �35 �15 �30 

那覇バスターミナル �11 �30 �11 �40 �11 �45 �11 �50 �11 �50 �13 �10 �13 �20 �13 �30 �13 �40 �13 �45 �15 �42 

ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス �1 ��1 ��12 �10 �l ��l ��l ��1 ��1 ��1 ��14 �10 �1 

ラグナガーデンホテル �1 ��1 ��12 �17 �1 ��1 ��1 ��1 ��1 ��1 ��14 �17 �1 

ザ・ビーチタワー沖縄 �1 ��1 ��12 �37 �1 ��1 ��l ��1 ��1 ��1 ��14 �37 �1 

ベッセルホテルカンパーナ沖縄 �1 ��1 ��12 �40 �l ��1 ��1 ��1 ��1 ��1 ��14 �40 �1 

ルネッサンスリゾートオキナワ �l ��1 �� ��12：46 ��1 ��14 �06 �i ��1 ��i �� ��1 

沖縄残波岬ロイヤルホテル �1 ��1 �� ��13：06 ��1 ��14 �26 �1 ��1 ��1 �� ��1 

ホテルムーンビーチ �12 �26 �1 �� �� ��1 �� ��1 ��14 �26 �1 �� ��i 

タイガービーチ前（ホテルモントレ沖縄） �12 �28 �1 �� �� ��1 �� ��1 ��14 �28 �1 �� ��l 

サンマリーナホテル �12 �31 �1 �� �� ��1 �� ��1 ��14 �31 �1 �� ��1 

リザンシーパークホテル谷茶ベイ �12 �37 �1 �� �� ��1 �� ��1 ��14 �37 �1 �� ��l 

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート �12 �55 �ト �� �� ��1 �� ��‾1 ��14 �55 �1 �� ��1 

毒瀬ビーチパレス � ��12 �53 � �� ��1 �� ��1 �� ��14 �53 � ��1 

ザ・ブセナテラス � ��12 �59 � �� ��1 �� ��1 �� ��14 �59 � ��1 

オキナウマリオットリゾート＆スバ � ��13 �06 � �� ��1 �� ��1 �� ��15 �06 � ��1 

ザ・リッツ・カールトン沖縄 � ��13 �11 � �� ��1 �� ��1 �� ��15 �11 � ��1 

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ � ��13 �20 � �� ��1 �� ��1 �� ��15 �20 � ��1 

カヌチヤベイホテル＆ヴィラズ � �� �� �� ��13：20 �� ��14：50 �� �� �� ��17：10 

匝ヨ �Eエリア2 ��Aエリア6 �Cエリア10 ���Dエリア10 ���Bエリア6 ��Aエリア12 ��⊂エリア18 ��Dエリア18 ��Bエリア10 ��Eエリア4 ��Eエリア6 

カヌチヤベイホテル＆ヴィラズ �8：50 �� � ��� ��� �� �� �� �� ��10：50 ��12：40 

沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ �1 �� � ���9 �00 �� �� �� ��10 �20 � ��1 ��1 

ザ・リッツ・カールトン沖縄 �1 �� � ���9 �10 �� �� �� ��10 �30 � ��1 ��1 

オキナウマリオツトリゾート＆スパ �1 �� � ���9 �15 �� �� �� ��10 �35 � ��1 ��1 

ザ・ブセナテラス �1 �� � ���9 �23 �� �� �� ��10 �43 � ��‾l ��l 

毒瀬ビーチパレス �1 �� � ���9 �30 �� �� �� ��10 �50 � ��1 ��1 

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート �1 �� �9 �00 ��l ��� �� ��．10 �20 �1 �� ��1‾ ��1 

リザンシーパークホテル谷茶ベイ �1 �� �9 �19 ��1 ��� �� ��10 �39 �1 �� ��1 ��1 

サンマリーナホテル �1 �� �9 �27 ��1 ��� �� ��10 �47 �1 �� ��1 ��l 

タイガービーチ前（ホテルモントレ沖縄） �1 �� �‾‾　9 �32 ��1 ��� �� ��10 �52 �1 �� ��1 ��1 

ホテルムーンビーチ �1 �� �9 �35 ��1 ��� �� ��10 �5‾5 �1 �� ��1 ��1 

沖縄残波岬ロイヤルホテル �1 �� �1 ���1 ���9：29 �� ��1 ��1 ��10 �49 �1 ��l 

ルネッサンスリゾートオキナウ �1 �� �1 ���1 ���9：51 �� ��1 ��1 ��11 �11 �1 ��1 

ベッセルホテルカンパーナ沖縄 �1 ��9：00 �1 ���1 ���1 ��10 �30 �1 ��1 ��1 ��1 ��1 

ザ・ビーチタワー沖縄 �1 ��9：03 �1 ���l ���1 ��10 �33 �1 ��i ��1 ��1 ��1 

ラグナガーデンホテル �1 ��9：27 �1 ���1 ���1 ��10 �57 �1 ��1 ��1 ��1 ��1 

ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス �i ��9：37 �1 ���1 ���1 ��11 �07 �1 ��1 ��l ��l ��1 

那覇バスターミナル �10 �20 �10：07 �10 ��35 �10 ��45 �10 �50 �11 �37 �11 �55 �12 �05 �12 �10 �12 �20 �14 �10 

那覇空港 �10 �28 �10：23 �10 ��43 �10 ��53 �10 �58 �11 �53 �12 �03 �12 �13 �12 �18 �12 �28 �14 �18 

i●那覇市内問（那覇空港、那覇バスターミナル）または各リゾートホテル相互間は利用できません。●座席の指定はございません。●乗車時問の予約は

．．′‥　　＿．∴　●い．．．．・．．、．∴㍉∴．・＿、∴．．．．．．．二・．こ．∴！∴　∴三二三∵ニ∴ごl、

訂た場合は、お客様負担による移動となります。（注）上記スケジュールは2013年7月1日現在の予定時刻となり、予告なく変更になる場合がございます。
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l】チャイルドシートレンタル
子供用シートは年齢によりベビーシート、チャイルドシート、ジュニアシートの
3種類があります。6歳未満の幼児は必ずご予約ください。

子供用シート �レンタカー会社 �本島 �石垣島 �宮古島 

ベビーシート �ニッポンレンタカー �65231S �60785S �60786＄ 
トヨタレンタカー �PO922R �50932P �61441P 

チャイルドシート �ニッポンレンタカー �65231丁 �60785T �60786T 
トヨタレンタカー �PO922S �60932Q �614410 

ジュニアシート �ニッポンレンタカー �65231∪ �50785∪ �60786∪ 
トヨタレンタカー �PO922T �60932R �61441R 

※チャイルドシートの予約がない場合は、レンタカーの貸し出しができませんので

必要な種類を人数分ご予約いただくようこ注意ください。‘※台数に制限があり
ますのでご希望に添えない場合がございます。車の空きがあってもチャイルドシート
がご用意できない場合、レンタカーの貸し出しはできません。

臼全車種カーナビ・CDプレーヤー標準装備

B全車種ETC標準装備
※ETCカードは搭載しておりません。お客様のカードをご利用ください。

臼禁煙車を指定可能！団
※本島のSクラス・Aクラス（トヨタのみ）、石垣島・宮古島のS・Aクラスは喫煙車の指定が可能です。

日オリジナルロードマップ付き（1台につき1冊）

ロ雨傘レンタル（手島のみ）※レンタカー配車時に営業所へお申し出ください。

臼クイックチェックインサービス毘
空港営業所にてレンタカー手続きが手短に終わるクイックチェックインシートをご用意。

行きたい場所にすぐに出発できます。
詳しくはhttp：／／www．ana．COjp／tabuoho／または販売店にお問い合わせください。

日～臼はニッポンレンタカーご利用の場合に限ります。

BWEBチェックインサービス』
WEBサイトでレンタカー手続きが可能です．現地でスムーズに手続きできまも詳しく

はhttp：／／www．ana．cojp／tabuoho／をご覧ください。（パソコンからアクセスを

お願いいたします。携帯電話、タブレットからはご利用いただけません。スマート
フォンについても機種によりご利用いただけない場合がございます。）

8携帯才書デイ才線続端芋『MusicLine』標準装備（手島のみ）
お客様がお持ちの携帯デジタルオーディオプレーヤーをレンタカーに接続して
音楽が聴けます。

四才トクーポン（柄光入園料割引等）付き（憎につきⅧ／本島のみ）

山～田はトヨタレンタカーご利用の場合に限ります。

江】沖縄13スポットオリジナルクーポン
（1台につき1冊／本島のみ）

肱沖縄陣定お菓子引き換え芳（帽につ引枚／本島のみ）
※那覇ショッピングセンターにて引き換え

取サムズレストラングループサービス券右000円分
り台につき1棺／本島のみ）

■レンタカー料金に含まれる保険内容
くニッポンレンタカー〉・対人補償…1名につき無制限（自賠責3，000万円を含む）・対物補償…1事故につき1億円まで・車両…1事故につき時価まで

●人身傷害補償…1名につき3．000万円まで。搭乗者の自動車事故によるけが（死亡・後遺障害を含む）につき、運転者の過失割合にかかわらず、損害額を補償いたします。

（限度額3，000万円：治療費を含む損害額は保険約款に定める基準に従い算出します。）
〈トヨタレンタカー〉・対人補償…1名につき無制限・対物補償…1事故につき無制隈・車両補償・・・1事故につき時価まで

●人身傷害補償‥・1名につき3．000万円まで。搭乗者の自動車事故によるけが（死亡・後遺障害を含む）につき、運転者の過失割合にかかわらず、損害額を補償いたします。

（損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施します。）

レンタカー利用時のご注意※走行距離利昭はありません。※ガソリンは満タン返しです。※時間短縮に対する払戻はできません。※カーナビにつきましては、新設道路や 新規宿泊・観光施設がカーナビに表示されない場合がございますので、道路状況など詳細は貸し出し時にレンタカー係員へご確認ください。※料金は1台あたりとなります。※配車・返 章は、空港・市内営業所・一部ホテルとなります。（配車・返車可能なホテルなど詳しくはお申し込み時にお問い合わせください。また、一部ホテルは別途料金が必要となります。）ただし、「トクト クシャトルレンタカー」は配車・返車場所が限定となります。詳しくは下記「トクトクシャトルレンタカー」をご覧ください。※空港⇔営業所間は送迎となる場合がございます。あらかじめこ了承 ください。※料金には、基本料金、保険料（上記L車両・対物事故免責顔補償制度加入料、消費税が含まれております。※駐車料金、ノンオペレーションチャージ（NOC）、高速代等はお客様 負担となります。※乗車定員には乳幼児・添い寝のお子様も利用人数に含みます。また、チャイルドシートの装着により定員の乗車ができない場合がございます。 

■対象：おけクなっ得ステイ・リゾートステイ・那覇チョイスにご参加のお客様
※宿泊されている島でのみご利用いただけます。（例：石垣島rリゾートステイ」の最終泊那覇でご参加の場合、各島で1回ずつご利用が可能です。）

■料金（1台）

利用 時間 �利用開始日 �Sクラス（定員5名） ���Aクラス（定員5名） ���WHクラス促員7名 �WSクラス促員7名 �忙クラス促昌鴇） �㈱Aクラス風量鴫） 
フィット等 ���カローラ等 ���ストリーム等 �アイシス等 �マークX等 �ステップワゴン等 

本島 �石垣島i宮古島 ��本島1石垣島1宮古島 ���本島 �本島 �本島 �本島 

1日 （同日中） �10／1～12／20、1／5～3／15、4／1－4／25、5／7～5／10 �も500円 �3，000円 ��4，000円 ���5．別〇円 ��6．桝粕円 �l．000円 
3／16一一3／31 �3．300円 �3．3 �00円 �4，800円 ���5，8 �00円 �6．500円 �I．000円 

12／21～1／4、4／26～5／6 �3，…円 �3，l00円 ��5．300円 ���6．300円 ��7．000円 �9，500円 

ニッポンレンタカー �P5231F �60785X �50786X �P5231G �60785Y �60786Y �P5231J �－ �P5231H �P5231Ⅰ 

コlト �■トヨタレンタカー �65274E �60932∪ �61441∪ �65274F �60932V �61441V �－ �65274Ⅰ �65274G �55274H 

※2白目以降は1日ごと、上記料金が追加料金として必要となります。※適用料金・追加料金は利用開始日が基準となります。※料金は1日単位（同日中）となり24時間（時間制）ではありませんのでご

注意くだ乱lo　※車種指定はできません0　※その他ご案内・ご注意については上記「レンタカー利用時のご注意」をご覧くだ乱、0　■運営管理者：ニッポンレンタカーまたはトヨタレンタカー

■対象：「リゾートステイ」にてANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート、カヌチヤベイホテル＆ヴィラズ宿泊のお客様　　●料金（片道6時間／1台）

●ルート※逆ルートも利用可

l　和空港、棚営業所、DFS軸ヲリア沖傭　‡刷拝聞以内ゆ

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート
カヌチヤベイホテル＆ヴィラズ 6時椰以内輝ト

ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート

カヌチヤペイホテル＆ヴィラズ

静翳空港、那嘱営業所、
DFSギャラリア沖縄、那徽市内ホテル

Sクラス（定員5名

10／1～12／20、1／5～3／15

4／1－4／25、5／7－5／10

12／21－1／4、3／16～3／31

4／26～5／6

ニッポンレンタカー

トヨタレンタカー
※配・掛摘男前ノ冊ン営新にッポルンタカー）、那覇盟営業所（トヨタレンタカー）、珊罪S営斯、開講所、仙インターコンチネンタル万座ビーチリゾ＋、力　※適用料金l捌用開始日が基準とな。ます。

ヌチヤベイホテル＆ヴィラズ、用市内ホテル限定となります。※華掛できません※その他ご案内・ご注意については上記rレンタカー棚特のご注乳をご覧くだ乱も　　　＿拙．＿．．ふ、日、一月▲　★山．．「′，．＿、．一．
■運営管理者：ニッポンレンタカーまたはトヨタレンタカー

●配返車時間の入力〈配車〉搭乗便到着時刻の30分以降、〈返車〉那覇空港前パンヤン営業所、那覇空港営業所：搭乗便出発時刻の80分以前、石垣島・宮古島：60分以前
ただし、DFS軸ラリア沖縄での配車は搭乗便到着時刻の60分以臥返車は搭乗便出発時刻の2矧郡的時間でご予約くだ乱1。（免税品の購入も、搭乗便出発の2時間前までとなりますのでご注意くだ乱1。）

●石垣島・宮古島でレンタカーのホテル配車・返車（送迎対応）をこ利用の場合、現地での連絡先（携帯番号）を「連絡先1または2」に入力してください。
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幸の免許がなくても沖縄周遊を味わいたい！etC・・・たっぷり楽しみたいお客様のご希望を叶える、トクトクタクシーがオススメです。

●ルート※逆ルートも利用可

那覇空港・那¶市内宿泊ホテル・DFSギャラリア沖縄　出発鴫下記A～C・ト囁泊ホテル舅曽

小型／63497Rt　中型／63497Slジャンボ／63497T

■対象：下記A～⊂・E～lのホテルにご宿泊のお客様

■配車可能時間：7：00～21：00発※ただし、那覇空港深夜到着便・那覇空港早朝出発便を当日にご利用のお客様に限り、配車可能時間外でも対応いたします。

■料金に含まれるもの：片道のタクシー代（有料道路代、フェリー代等は含まれておりません）
■利用人数：小型2～4名、中型4～5名、ジャンボ6～9名

※料金は乗車人数分が必要となります。（添い寝、乳幼児のお客様も人数に含みます。）※配・返車は那覇空港、DFSギャラリア
沖縄、那覇市内ご宿泊ホテルまたはA～⊂・E～lのご宿泊ホテルのみとなります。※途中、立ち寄り等はできません。

※各ホテルのグループは、下段にてご確認ください。

■運営管理者：沖縄個人タクシー

下記Fホテル

●対象：下記A～⊂・E～lのホテルにご宿泊のお客様

■利用可能時間：7：00～21：00
■料金に含まれるもの：タクシー代（有料道路代、入園料、駐車場代、

小型／634978 小型（ゴールド）／63497N

ジャンボ／634970中型／63497P

フェリー代等は含まれておりません）。料金は利用開始日が基準となります。
■利用人数ン」＼型2～4名、中型4～5名、ジャンボ6～9名

■料金（片道1台）

コース �1カ所観光（60分以内） ��5時間フリー観光 ��7時間フリー観光 

クラス �10／1～12／28 �12／29一一1／3 �10／1～12／28 �12／29－1／3 �10／1～12／28 �12／29～1／3 
り4～1／31、4／1～5／10 �2／1～3／31 �1／4－1／31、4／1～5／10 �2／1～3／31 �1／4－1／31、4／1～5／10 �2／1～3／31 

小型 �6．000円 �8．000円 �12．Ot和円 �14．〇・〇〇円 �15．…円 �17．000円 

中型 �7，000円 �9．0的円 �1九〇〇〇円 �15，000円 �16．…円 �18，000円 

ジャンボ �10．000円 �12．000円 �16．別lO円 �1帆仙〇円 �19，000円 �21．000円 

〈1カ所観光〉立ち寄り観光可能施設 
●中北部地区ホテル（下記ホテル以外）／琉球村・座書味臓跡・首里城・ぢら朕むら・ビオスの丘よりいずれか1カ所 
●サザンビーチホテル＆リゾート、ホテルグランビューガーデン沖縄宿主 ���白の場合／ひめゆりの塔、平和祈念公国よりいずれか1カ所 
●ラグナガーデンホテル、ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス、ザゼーチタワー沖縄、東京第一ホテルオキナウクランメールリゾート宿泊の場合／首里城・′識名 ������画・壷屋よりいずれか1カ所 

く5時間・7時間フリー観光〉行程は当日乗務員とご相談ください。 

★有料観光施設現地販蕎価格（2013年6月現在）

琉球村：大人840円／高・大学生730円／3歳～中学生420円　座吾味城跡資料館：大人200円／小・中高生50円

首里城（正殿入場料）’大人800円／高校生600円／小・中学生300円　むら咲むら：大人500円／中高生400円／小学生300円
ビオスの丘：大人690円／4歳～小学生350円　ひめゆり平和祈念資料館：大人300円／高校生200円／小・中学生100円　平和祈念資料館：大人300円／小学生～大学生150円

平和祈念堂：大人450円／中高生350円　識名園：大人300円／小・中学生100円

※配・返車は那覇空港、DFSギャラリア沖縄・那覇市内ご宿泊ホテルまたはA～⊂・トlのご宿泊ホテルのみとなります。※規定のコース時間は・見学時肖

間、食事時聞、移動時間も含まれております。※赤文字は有料観光施設（お客様負担）となります。一部の施設は遊悠パス（詳細P．56）にて入場可能です。姜

■沖縄本島トクトクシャトルタクシー・トクトクタクシー設定ホテル

・グループ‡ �ホテル名 �【グループ蔓 �ホテル名 �Lグループl �ホテル名 

A 

l L F B 

ラグナガーデンホテル �B �リザンシーパークホテル谷茶ベイ �E �喜瀬ビーチパレス 

ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス ��ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート �F �ホテルグランビューガーデン沖縄 

ザ・ビーチタワー沖縄 ��ココガーデンリゾートオキナワ ��サザンビーチホテル＆リゾート 

沖縄残波岬ロイヤルホテル ��東京第一ホテルオキナウグランメールリゾート �G �ホテルマハイナウエルネスリゾートオキナウ 

りレネッサンスリゾートオキナウ �⊂ �ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート ��チサンリゾート沖縄英ら海 
H �ホテルリゾネックス名護 

l �カヌチヤベイホテル＆ヴィラズ 

恩納マリンビューパレス �E �沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ 

ホテルムーンビーチ ��SPARESORTEXES 

カフーリゾートプチヤクコンド・ホテル ��オキナワマリオツトリゾート＆スパ 

サンマリーナホテル ��ザ・ブセナテラス 
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■運営管理者：沖縄個人タクシー

ホテルまでラクラク送迎！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■石垣島・運営管理者：石垣島トラベルセンター 

脚卜標語＝諸芸王‡石慧諾芳漕軒逆ルートも利用可…脱帽．送迎用．完璧慧藍． 

■対象：石垣島：石垣島・小浜島内ホテルにご宿泊のお客様　　　　　　　　　　　　　　　　■料金（片道1台） 

．利用可墓誌至宝墓守温室宗訝驚誤誓。～22：。。　　　　　　　lコース【石垣島‡鮎島‡ 
■料金に含まれるもの：タクシー代（入園料、駐車場代、フェリー代等は含まれておりません）　　　　　　送迎用（空港⇔ホテル）　1．000円　　　　500円 

■利用人数：小型2～4名 

■ご注意：・港⇔ホテル間はご利用いただけません。 
・フェリー出港・到着時問にご注意のうえ、石垣港・平良港での乗り継ぎ時間を10分以上おとりくだ乱、0　　　　　　　　　　　　　　　血Ⅶ 



【鱒二＿畔二蛸嘉甜　‖こ封＝三l・こ　＿＿・慮ム・一
価州別棚㍗妹蘭越野師岳i示劇皿‾丁寧準将野：二二二：＝醒堅塁

沖緯本島内ホテルにご宿泊のお客様限定

〈遊悠／でスのご案内〉※遊悠パスに含まれるものは入場料のみとなります0　※当バスの有効期間は旅行期間中となります0　※未使用時や紛失した場合でも払戻はございません。

遊悠パス対象施駿と沖縄輿ら渇水族館
に入場できます。

〈現地販売価格〉　　　　　　玉泉洞・王国村の入場
休｛）糾0円（高・大学生）730円　〈現地販売価格〉

〈現地販売価格〉
（大人）690円

（3歳～中学生）420円　　　　（大人）1′200円（4歳～中学生）600円（4歳～小学生）350円

＿　∵仁子‾．■∴■■・∴1．L

ソフトドリンク1杯付き

・、「一∴＼〔・∫∴■．∴▲ニ’TL－き－

ANAオリジナルポストカード付き

〈現地販売価格〉（大人）500円　〈現地販売価格〉
（中高生）400円（小学生）300円　（大人）400円

∴　∴）三二・二一∴∴∴∴■‾∵

アロマジェリーキャンドル体験
10％割引

（3～15歳）200円
、．．－＝∴㍉‘、▼消し∴∵＿し

ミニそば（お椀）1杯付き

〈現地準亮価格〉　　　　　　〈現地販売価格〉
（大人）600円（小学生）300円（大人）1．000円

（4歳～中学生）500円

〈現地販売価格〉
（大人）630円（中高生）315円　（大人）‾百　両【‘
（4歳～小学生）210円　　　　（4歳～中学生）500円

l一丁1－r・・ご＿、ぎー　　　　　　　∵ごていざ∵き

＝、∴1■‾畑か∵∴ト二㌢ごi、＞

スカイホげうウンジにてカップスノトツ付き

グラスボート乗船〈現地販売価格〉
（大人）1．500円（4歳～小学生）8∞円
※駐車場有料（500円・1台）

∴∴‾言一己∴∴∵∴∴’∴．
マリンメニュー20％割引

ll‾l；い二r二三：二二才賛空襲鞭言頑醇彗蟹l

野宮越をそれぞれ1メニューと、 すべてのメニューをご利用いただけますも

〈MAP＆クーポンのご案内（共通）〉警聖A璧告ぎン禦ききだ聖サl…三三寧泊李堅牢れているお客様に限ります。 ※未使用時や紛失した場合でも払戻はございません。
※クーポンメニューの設定店舗、内容は一部変更になる場合がございます0　※MAP＆クーポンの有効期間は旅行期間中となります。

芸話芸監‾　二二，、ミ．∴1．．、＿一，．、0グラスボート遊覧＆小人にはアイスクリーム付き

ギ）＝笥（川平マリンサービス）

軽食や観光などから
－1メニュー

0水牛車観光＋小人にはミニソフトドリンク付き
（竹富観光センター）

○鍾乳洞入洞＆1ドリンク（石垣島鍾乳洞）
8－日レンタサイクル／竹富島・波照間島・黒

鳥のいずれか（石垣島トラベルセンター離
島ターミナル営業所）

や石垣午寿司（山海亭）

こき．転三主さい塵’二も＿三二＿∋亡
し〕タクシー乗車代500円分　0島ぞうり（瀬戸商店）

（石垣タクシー）　　　0北島清隆氏撮影ケノアファイル2枚セット
0人村＋小人にはポスト　（とうも～るショップ）

カード付き（石垣やいま村）

鼻オリジナルスイーツ
オリジナ）と認諾（nagom卜CafeHaaya）

全7伽で割引やポイントが
ご利用いただけます。

盈三悪蒜冨際‾

三三‾二

盈雫だ禦などから

○宮古和牛ステーキ丼＋コーヒー付き
（楽園の果実Cafe＆おみやげ館）

○ハンバーグステーキ（レストランのむら）
0タコそば・ジーマミー豆腐セット

（お食事処すむぼり）
○マンゴーパフェ＆ドリンク（カフェ新香茶）

〇三線体験1時間（重信民謡研究所）
○海中観察施設入館／大人（宮古島海中公園）

光やソフトクリーム
などから1メニュー

亘近三三這コEヨ
○宮古そば（宮古空港レス　爺ソフトクリーム（ユートピアファーム宮古島）

トランぱいぼいのむら）㊦バナナケーキ2個（宮古島銘菓モンテ
○紅いもクレープ＆ソフトドリンク　ドール）

○タクシ‾乗車代500円分濫謂謂斑許外が
（協栄タクシー）
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福岡空港　　　　往路 � � �復　路 � �福岡空港 

熊本空港 � � � � �熊本空港 

長崎空港　　　　　　　　　匡焔郁三 � �那覇空港 �巨踊［＝ � �長崎空港 

宮崎空港 � � � � �宮崎空港 

鹿児島空港 � � � � �鹿児島空港 

弓　　　　柔毛1こう三三老若‡蓄 � � � 

録彗頑 � � � 

つア〔二重垂直二〕 � � � 

福岡空港　　　　　　　　匡招花」適量 � �石垣空港 �直行便辣1 � �福岡空港 

※1ANA579便、580便のみ直行便となります。 � � � � � 

［コ基本フライトは、基本代金に含まれております。

［コAフライト、［＝】Bフライト、［コ⊂フライト、［コDフライト、［コEフライト、［コFフライトは、

フライト追加代金が必要となります。

臨…プレミアムクラス設定便（追加代金が必要となります）

〈乗り継ぎ時間のご案内〉乗り継ぎには、右記の乗り継ぎ時間が必要となります。予約時にはご注意くだ乱1。　　　　　　　　　脚覇空港㈱㈱

●発着空港は同一空港となります。●那覇⇔石垣・宮古路線ご利用の場合、往復または往路は同日中の乗り継ぎとなります。

〔往　路）　　　　　　　　　　　　　　〔復　路〕

〈直行便〉
出発地 �便名 �Z ■＝ン イ ト �出発　卜　　　　　　　　直行　　　　　　　　■　到着 ���到着地 

福岡 �481三：日 �A �07 �25　　　　　　　　　■　　　　　　　　　09 �10 �那覇 

囲483 �A �09 �20　　　　　　　　　1　　　　　　　　　11 �05 

国485 �A �10 �25　　　　　　　　　■　　　　　　　　　12 �10 

487 � �12 �30　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　14 �15 

489 � �14 �00　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　15 �45 

491 � �15 �30　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　17 �10 

国493 � �16 �35　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　18 �15 

495 � �20 �10　　　　　　　　　■　　　　　　　　　21 �50 

579†：†ユ � �12 �30　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　14 �30 �石垣 

熊本 �467 �B �10 �0・0　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　11 �35 �那覇 

長崎 �471 �C �11 �45　　　　　　　　　■　　　　　　　　　13 �20 

宮崎 �雷3767 �D �08 �35　　　　　　　　　■　　　　　　　　　10 �・00 

鹿児島 �475 �E �10 �・30　　　　　　　　　■　　　　　　　　12 �00 

u3783 � �12 �：15　　　　　　　　　■　　　　　　　　　13 �：35 

■3785 � �17 �50　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　19 �：10 

※112／20～1／6はプレミアムクラス設定予定。

※210／1～10／26の運航予定。

〔往　路」

∴㍉．言∴

出発地 �便名 �出発l到着 ���到着地 

那覇 �1763 �09 �40■10 �40 �石垣 

1765 �10 �50り1 �55 

1771 �13 �15日4 �20 

1775 �14 �15日5 �20 

1777 �16 �20日7 �25 

1779 �17 �50り8 �50 

1781 �19 �30■20 �30 

1721 �09 �45日0 �35 �宮古 

1723 �12 �10－13 �00 

1725 �13 �●10日4 �05 

1727 �16 �：20日7 �15 

1729 �17 �25■18 �：15 

〔復　路〕

出発地 �便名 �出発　■　到着 ���到着地 

石垣 �1762 �08 �10ト09 �05 �那覇 

1764 �09 �20ト10 �15 

1766 �11 �10■12 �05 

1768 �12 �25日3 �20 

1774 �14 �50日5 �45 

1776 �15 �55日6 �50 

1780 �18 �00り8 �50 

1782 �19 �25■20 �20 

宮古 �1722 �11 �05ト11 �55 

1724 �13 �35日4 �25 

1726 �14 �35日5 �25 

1728 �17 �50日8 �35 

11730 �18 �45ト19 �●30 

出発地 �便名 �妄 イ ト �出発　■　　　　　　　　直行　　　　　　　卜　到着 ���到着地 

那覇 �召480 � �07 �05　　　　　　　　ト　　　　　　　　　08 �40 �福岡 

482 � �09 �35　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　‖ �10 

匹484 � �11 �45　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　13 �20 

488 �A �15 �10　　　　　　　　　■　　　　　　　　　16 �45 

490 �A �16 �20　　　　　　　　　■　　　　　　　　　17 �55 

492宣誓1 �A �17 �50　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　19 �25 

蘭494 �A �18 �55　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　20 �30 

496 �A �20 �10　　　　　　　　　■　　　　　　　　　21 �45 

石垣 �580ミ‡壬2 � �15 �05　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　17 �00 

那覇 �468 �B �15 �25　　　　　　　　　1　　　　　　　　　16 �50 �熊本 

472 �C �15 �40　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　17 �40 �長崎 

姐3768 �D �16 �15　＿　　　　　　　　■　　　　　　　　　17 �35 �宮崎 

弾3784 �E �10 �・35　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　11 �5・0 �鹿児島 

478 �F �17 �40　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　18 �55 

［ヨ3786 �E �19 �：45　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　21 �00 

※発着時刻が、掲載の予定時刻表の出発時間より60分を超えて変更に

なった場合、代金が変更となる場合がございます。

※当日やむを得ない理由（天候・その他）でご予約いただいた便の便名お

よび時刻の変更等があった場合でも差額の払戻はございません。

※乗り遅れによる代替交通費用は、お客様負担となり、航空券の払戻はで

きませんのでご注意ください。また代替交通手段についてもお客様ご

自身での手配となります。

■【SNA（ソラシドエア）／ANAコードシェア（共同還航）便ご利用の場合】
・SNAの機材および乗務員にて運航し、機内のサービスはSNAの基準により

行います。

臼

57

日本の空に、すべてがプレミアムなひとときを。

●ANAこだわりのお食事・軽食※やお飲み物をご用意しています。※一部の飛行時間の短い路線では、お食事僧食に代えて・茶菓のご提供となります。

●ゆとりのシートで快適なフライトをお楽しみいただけます。

●福岡・那覇空港では国内線の仏NALOUNGE」をご利用いただけます。
●ご搭乗の際には倭先搭乗案内で機内にお入りいただけます。

●プレミアムクラスご利用のお客様は通常の搭乗マイルに加えてさらに区問マイルの50％を加算いたします。

※座席仕様や機内サービス等、詳しくは、ANAホームページをご確認ください。

※A～Fフライトをご利用の場合、別途A～Fフライト追加代金が必要となります。プレミアムクラス設定機材路線でもご利用いただけない区間・便がございます。

また、対象となる座席数には限りがあり、ご希望の座席がお取りできない場合がございます。
※ご予約便が予告なく任用機材の変更により、プレミアムクラス庶手配不可能になった場合、同便の一般席による座席の振替手配での対応とさせていただきます。

※事前にご予約いただかない場合でも当日空港にて空席がある場合は、ANAカウンターにてプレミアムクラス席の申し込みができます。（この場合は一区間片道8，000円となります。）



A～Fフライトをご利用の場合は、往路、復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとに下記の追加代金が必要となります。

（往　路〕A～Eフライト利用　追力馴憶（大人・小人欄／お一人様）

※リゾートステイ「はいむるぶし」にご参加の場合、往路福岡線485便はフライト追加代金不要となります。

（復　路）A～Fフライト利用　追加代金（大人・小人同額／お一人様）

福岡着 復路搭乗日 �10／2へノ5／10 

月～木・土 �金・日 

Aフライト �1，000 �2，000 

熊本着 復路搭乗日 �10／2′－10／12、10／15～10／31 12／1～12／22、12／24～り1 �10／13 1り1～11／3 �10／14、1り4 12／23、1／2 1／3、3／23 5／5、5／6 �11／5～11／30 �4／26、4／27 
1／6～2／8、2／10、2／12～3／21 �1／4 ��2／9 �4／29、5／3 

3／24～4／25、4／28 4／30～5／2、5／7～5／10 �1／5 3／22 ��2／‖ �5／4 

Bフライト �1，50・0 �2，00■0 �500 �2，50■○ �8，500 

10／2（ノ10／13、10／15～11／3

12／1へノ12／22、12／24′）1／1

1／6～1／12、1／14～5／10

鹿児島着 �10／2～10／11、10／14′、10／26、11／1 11／5～12／20、12／24～12／26 ��10／27～10／31 ��10／12 �11／211／4 �12／28～1／1 �1／4 1／2、1／3、1／6～1／10、1／14～2／8 ��2／9、3／20 ��10／13 �12／2112／23 

復路搭乗日 �2／10～3／19、3／21、3／23～4／27 ��4／28～5／1 ��11／3 �12／271／11 �5／3へノ5／6 �1／5 

5／2、5／7～5／10 ����12／22 1／12 �3／22 ��1／13 

月～土 �日 �月～土 �日 

Fフライト �3，500 �6，000 �2，000 �4，50：0 �7，500 �5，0・0・0 �追加なし �11，000 

※リゾートステイ「宮古島東急リゾート」にご参加で復路を宮古空港ご利用の場合、復路福岡線488便はフライト追加代金不要となります。
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●1募集型企画旅行契約
この旅行は、ANAセールス株式会社（以下「当社」という）が企画・募

集・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型
企画旅行契約を締結することになります．また、旅行契約の内容・条件
は、募集パンフレットまたはホームページ（以下「契約書面」といいまも）
本旅行条件書・出発前にお渡しする最終旅程表および当社旅行業約款
募集型企画旅行契約の部（以下「約款」といいます。）によります。

●2　ご旅行のお申し込みおよび契約成立

①所定の旅行申込書に所定の事項を記入し、下記お申し込み金を添
えてお申し込みいただきます。お申し込み金は、旅行代金、取消料ま
たは違約料のそれぞれ一部として取り扱います。

②当社らは電話、郵便、ファクシミリ、インターネットおよびその他の
通信手段（以下「電話等」という）による旅行契約のお申し込みを受
け付けることがあります。この場合契約はご予約の時点では成立し
ておらず当社らが電話等による旅行契約の予約の承諾の旨通知し
た日の翌日から起算して3日以内（インターネットでの予約の場合
当社が定める期間内）に申込書の提出とお申し込み金のお支払い
または会員番号（クレジットカード番号）を通知していただきます。
この期間内にお申し込み金を提出されない場合または会員番号

（クレジットカード番号）を通知されない場合は、当社らはお申し込
みがなかったものとして取り扱います。

③ただし、特定コースにつきましては別途募集パンフレットまたはホームペー
ジに定めるところによりまも当社とお客様との旅行契約は当社が契約の

締結を承諾し、お申し込み金を受理した時に成立するものといたします。

●3　お申し込み条件

①20歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要
です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
15歳未満の方が契約責任者となるお申し込みは受け付けません。

②特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する
旅行については、年齢、資格、技能その他の条件が当社の指定する

お客掛こ・よりご満足いただける■▼1▼川；嚢i弘エコ■ 旅づくりを目塙します！ 

≡冨≡慧さに慧諾慧慧慧j霊慧慧l岡 
お答えいただいたANAマイレージ会員のお客様全員に 

ANASKYコイン50コインプレゼント！ 

条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。
③お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力であると判明した場

合は、お申し込みをお断りする場合があります。
④その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りす

る場合がございます。

●4　お支払い対象旅行代金

参加されるお客様は旅行開始日当日を基準に満12歳以上の方は大
人代金、満3歳以上12歳未満の方は小人代金が適用となります。ただ
し、コースによって小人代金を設定していない場合があります。この場

合大人代金が適用となります。また、コースによっては幼児代金・乳幼
児代金等の設定がございます。「お支払い対象旅行代金」とは、募集広
告またはパンフレソトまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金
として表示した金魚」または「基本代金として表示した金軌とr追加代
金として表示した金軌の合計金額から「割引代金として表示した金
軌を差し引いた金額をいいます。この合計金額が「お申し込み金」r取
消料」「違約料」「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

●5　旅行代金のお支払い

旅行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前
までにお支払いいただきます。なお、14日前以降にお申し込みされた
場合は旅行開始日前の当社らが指定する期日までにいただきまも

●6　取消料

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消しされる場合
には、旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料をいただ
きまもなお、複数人数でご参加で、一部の方がキャンセルの場合は、
ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をい
ただきます。

取消日 �取消料 

旅行開始日の 前日から起算して さか朗あて � � 

208日以降8日目にあたる日まで �旅行代金の20％ 

7日目以降2日目にあたる日まで �旅行代金の30％ 

旅行開始日の前日 ��旅行代金の40％ 

旅行開始日の当日 ��旅行代金の50％ 

旅行開始後の解除・無連絡不参加 ��旅行代金の100％ 

※オプショナルプランも上記料率による取消料が利用日を基準として
別途適用されます．ただし、旅行開始後の取消料は100％となります。

国内旅行傷害保険加入のおすすめ

安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますようおすすめいたします。

お申し込みのお客様へ　～ご協力ください～

ツアーお申し込みの時には下記の内容をあらかじめメモしていただくか
順番にお申し出いただくとお早く予約申し込み手続きが完了します。
0ご希望のコースはどのコースですか？（ノひフレットに音己載されているⅧ番号をお申し出くだ乱1。）

○ご出発日はいつですか？
◎何名様でご参加ですか？（3歳未満の幼児を含めない人数をお知らせください。）
○ご希望の往復の航空便を便名または出発時間帯でお知らせください。
◎ご希望の宿泊施設名またはルームタイプをお知らせください。
◎その他コースに応じて必要なメニューやオプショナルメニューなどございましたらお申し出ください。

ご参加される方全員のお名前と年齢を必ずお申し出ください。

※ANAマイレージクラブ会員のお客様は、ご予約時に販売店係員へ会員番号をお伝えください。

旅行企画・報ANAセールス株式会社
観光庁長官登録旅行業第1656号
〒105・7134東京都港区兼新橋1丁目5番2号

ポ⊃ド憬旺会員 塵旅行業公正取引協議会会員

当パンフレットの記載内容の無断転載を禁じます。
このノマンフレットは地球環鰍こやさしい印刷用紙を使用しています。

合旅行業 所での取弓 不明な点が �取 � �管理者（国内）と �は、お客様の旅行を取り扱う旅行会社・営 
に閑 あれl ��ま、ご遠慮なく右記の取扱官 �� �に閑し、担当者からの説明に 者におたずねください。 

パンフレット請求コード SL－3A350－012 商品区分コード

※当社の定める申し込み期限内に、お客様のご都合で出発日・コー
ス・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変更される場合にも取り
消しとみなし、上記の取消料が適用されます。

●7　旅程保証

当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた場合、旅行代
金に一定の率を乗じた変更補償金をお支払いいたします。詳しくは別
途交付する旅行条件書（全文）でご確認ください。

●8　旅行条件・旅行代金の基準日
この旅行条件は、2013年7月1日を基準日としています。また、旅行代金

は、2013年7月現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。

●9　個人情報の取り扱いについて

①当社およびパンフレソトに記載の受託旅行業者（以下r取扱旅行会

禁慮諾詣誤儲至霊宝豊票裟罷腎哀駈ぎ‰
およびそれらのサービスの受領のために必要となる個人情報を、お客
様よりすべてご提供いただきます。ご提供いただきましたお客様の個
人情報（氏名・住所・電話番号・メールアドレスなど）について、お客様
とのこ連絡に利用させていただくほか、お申し込みいただいた旅行に
おいて、運送・宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれら
のサービス受領のための手続きに必要な範囲内で、運送・宿泊機関、
保険会社などに対し、電子的方法などにより提供いたします。

②当社は、当社が保有するお客様の個人情報のうち、氏名・住所・
電話番号・メールアドレス・旅行内容などのお客様へのご連絡に
あたり、必要となる最小限の範囲のものについて、当社グループ
企業との間で共同して利用させていただきます。当社グループ
企業の名称、プライバシーポリシーについては、当社ホームページ
（http／／www．anas，COjp）をご参照ください。

●10　その他

①お客様のご都合による航空便の変更・行程変更はできません。
②旅館ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービスを

追加された場合、原則として消費税などの諸税が課せられます。
③特に記載のない限り、他のお客様との相部屋はお受けいたしません。

旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。

お申し込みの際には詳しい旅行条件と個人情報の取り扱
いを説明したご案内をお渡しいたしますので、事前にご確
認のうえ、お申し込みください。

おからだの不自由なお客様へ
ご高齢のお客様やおからだの不自由なお客様の、
ツアー参加に関するご相談を伺っております；
※旅行参加に僚し介助をしていただく方の同伴をお隕いします。

※取扱旅行会社の方もお気軽にご相故ください。

ツアーアシストデスク

03－6251－8550
受付時間10：00～12：00／13：00－18：00

（土・目・祝日および12／29－1／3を除く）

※詳しくはhttp：／／www．ana．⊂0．jp／traveL／info／assist′をご覧ください。

（お客様専用ダイヤル＞　ご参加を検討 �駁混成磯当限 
・ご希望のご出発日と商品コードをお知らせください。 � 

℡福岡（092）720・86 �00 
営業時間9：30－18：00 � 

（12／31～1／3を除く） � 


