
チサンリゾート沖縄美ら海

海洋博公園・沖縄美ら海水族餞

川平湾

石垣焼窯元＼

石垣やいま村一一、．

みね屋工房・一・一・げ‾‾‾‘‘■‾‘

⑳【霊

百産古家大家
OKINAWAフルーツらんど・
ナゴパイナップルパーク
YT‾‾‾‾森のガラス館

オリオンビール工場
（オリオンハッピーパーク）

鋸亜義教詳郡鞘は鈍順一備わ轟祭捗貰烹

ANA兼ら湾等那覇・宜野湾市内ホテル発着

宮古島

玉取崎

展望台

石垣島
鍾乳洞

⑳石垣空潜

翻汚凰辞林
弧自餌瀾

ビ‾竃芸サンシ＝シ1㌔NAインターコンチネンタル

（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）

○パスで人気の観光スポットを周遊
沖縄美ら海水族館（沖縄本島）、帖平湾（石垣島）、宮古
島海中公園（宮古島）など話題の観光名所を巡ります。

◎－㌫慧慧崇慧このマ瑚蒜「－一
行程中には各施設の入場料金などの割引や「施設から
のおもてなし」をご用意しております。
※施設からのおもてなし・入場割引をご利用の場合は、旅程表をご

提示ください。※入場割引は現地販売価格からの割引となります。

◎空港やホテルへの移動もおまかせ
指定のホテルや空港にて乗り降りできます。

宮古由考5島めぐりコース

宮古宝弓宮古島内コース

西平安名崎

佐和田の浜、　　伊良部島

通り池／嘉完㌦準浜
牧山展望台

宮古島東急リゾート

島尻マングローブ

ホテルアトールエメラルド宮古島
ホテルサザンコースト宮古島

熱帯植物画・宮古島市体験工芸村

乗平安名崎

ホテルプリーズベイマリーナ

Bバスの立ち寄り観光施設からの割引のご案内団
如鼓嶺 �慈捌商奮 

沖 縄 �森のガラス館 �体廣メニュー一部割引 
Ok凧AWAフルーツらんと �入園料 �大人1，000円一無料、4歳～中学生500円→無料 

ナゴパイナップルパーク �入園料 �大人600円→無料、小学生300円→無料 
本 島 ��※カー �ト利用時は別途300円必要 

百年古家大家 �沖縄そ �ざスペシ右ル20％割引く1，575円→1，260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 

石 垣 島 �川平マリアサーギス �川平琴グラスボート乗船代：大人1，090円→800円、小学生5∞円→400円 石垣やいま村 �入村料 �大人840円→650円、3歳～小学生420円→300円 

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） 

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 

lll．lll．lll．lll．lll．lll．lll．lll．lll．・．＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　駐≡聖塵！塾し

こ利用の場合は、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「旅程表」をご提示くださし㌧②パ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パス車内
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。⑬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。

●冨ヨ鑑ヨ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も★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。圧lのマークは旅程蓑の提示にて割引料金でご利用いただけます。●時刻表示の、⑳は出発、0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。

刺喜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。
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■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

牽8：25　　　　に言う二　　誓ゝ8：45　　　　　披空言＋穏8：55　　豪慧　駐9＝00　　　　　　　滋藍慧　　¢9：05　　　　　　忘望

沖縄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＝タイかピーチ常（ホテルモントレ沖凱＝リザンシーパークホテル谷茶ベイ＝

燕9：25　　　　　　　　　　葦ヨ　や9＝45　　　　　　　　　〔芸蔓　草9：55　　　　　　認　馴0：05　忘夏ヨ

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＝オキナワマリオットリゾート＆スパ＝ザ．プセナテラス＝

篭競謡語学＝盗品謡場見学＜1時間＞－海洋博公園・★沖縄美ら海水族館（約2時間50分）
㊥13：15　◎14：10　　　　　ちゆ　　　　　　　　牟17：00

コtス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　★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
¶佃ノ‾ゾ　　　】叫1‘■‾1

窃1015葦1035

道の駅許田
（約20分）

¢17：50　韮蜃　　◎18：00

（約1時間5分）由　一約1時間10分）旺凶夢　＝★有料大人（18歳以上）1，800円、中人（高校生）1，20

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

¢11：10　　　　　　　　　尊12：15　¢12：25ぅゝや一劉3‥35　馴4‥10　　ちゅ尊17＝

墓誌宗主ス毒：10＿詣品蒜（各昌蒜ヲ＿竃蒜芸臥★欄芸ら海水族館（約2品蒜

パイン園（★OK削AWAフルーツらんどまたは＿百年古家大家　　＿海洋博公園・★沖縄美ら海水族

★ナゴパイナッ刀レパーク）（約鳩間5分）匝団繭　‾（各自昼食・卿時間　＝（約凋間50分）

qOK圭N㈱Aフルーツらんど★有料大人1，00限4歳～中学生500円10分）固着

ナ封イナッ刀レパーク：★有料大人600円、小学生罰0円　　　E沖縄そばスペシャル

→無料　　　　　　　　　　　　　　　　　20％割引

¢11：40　　　　ち．う　　　　　　　　　　　　　　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

琵蔓選　　窃18：05　　　　　　　　　　通　918：25

★有料大人（18歳以上）1，800

中人（高校生）1，200円

小人（小ヰ学生）600円

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

む18：45　　　　琵望j　釧8：50　　　　　駁　①18：55　闇　釧9：10　　　琵詣　Q19：30　　郡

リザンシーパークホテル谷叢ベイ＝タイガーピー手前（ホテルモントレ沖舶＝ホテルレンピーチ＝ルネッサンスリゾートオキナワ＝沖縄積洲ロイヤルホテル

臼蒜蒜昌博．宜野湾市内ホテル発着
■■章二霊．さ

■運行日：2013年10月3日～2014年4月帽の火・木・土曜日
※12／5は運休

‾8：40　　　　　　　　　　　　．‾＿　　　8‥50　　　　∵「　．‥9：25　　　　＿∵∴

ANAクラウンプラザホテル沖縄ハーバービュー＝ホテルロイヤルオリオン＝ラグナガーデンホテル＝

篭孟㌫鹿妻‾＝箪置崇望聖子場見抑時間，＿海洋博公園・★沖縄美ら海水族館（約2時間5。分，
¢13：15　¢14：10　　　　　ちゆ　　　　　　　　串17：00

＋各自食事・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

◎11：05　啓12：10　¢12：25　ぅふや－　釧3：35　痙14：10　　　ちゆ　　　　　　尊17：00

森のガラス館静　＿百年古家大家（各自塁食・＿海洋博公園・★沖縄美ら海水族館（約2時間50分）

パイン園（★OKINAWAフルーツらんどまたは＿百年古家大家　　＿海洋博公園・★沖縄美ら海水族

◎1015　等1035

道の駅許田
（約20分）

◎18：40　　　露頭　　Q19：10

49

（約1時間5分）由　‾約1時間10分）団蓼　＝★有料大人（18歳以上）1，800円、中人（高校生）1，20

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

馴1：10　　　　　　　　　窃12‥15　◎12‥25ぅきゃー釧3‥35　8－4‥10　　ちゅ¢17：

★ナゴパイナップルパーク）（約1時間5分）匝印蓼　‾（各自昼食・約1時間　＝（約2時間50分）

qoK】NAWAフルーツらんど．★有料大人1，000円、4歳～中学生ら岬］10分）匝El蓼

ナゴパイか刀しパーク★有料大人餌0円、小学生認0円　　　り沖縄そばスペシャル

→郎1　　　　　　　　　　　　　　　　　20％割引

ゆ11：40　　　　　ち丹　　　　　　　　　　　　　　野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・中学生）6∞円

琵惑　　◎19：20　　　限　¢19：40

☆有料大人（18歳以上）1800

中人（高校生）1，200円

小人（小・中学生）600円

下ヨ
＝ラグナガーデンホテル＝DFSギャラリア沖柵ゆいレールおもろまち駅直結）＝ホテルロイヤルオリオン＝ANAクラウンプラザホテル沖札八一Jトビュー

；－…－（各自負担ト一一一十那覇空港

．∴ニー
j

遅堺ガラス館オリジナルガチヤガチヤ（イメ

施設からのおもてなし（共通）

森のガラス館／オリジナルガチヤガチヤ1回
OKMAWAフルーツらんど／ANAオリジナルワッフル

ナゴパイナップルパーク／パイナップルソフトクリーム

百年古家大家／さんぴん茶1杯

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

「ANA美ら海号」はadam操作上「素材を追加する」にてご予約ください。
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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（650）円 �1．500（750）円 

那覇パスタ1ミナル �400（200）円 �500（250）円 �600（300）円 �引IO（300）円 �1．200（600）円 �1．400（7帥）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 

那覇パスタ「ミナル �1′200（600）円 �1．200（600）円 �1．300（650）円 �1．300（050）円 �1．400（700）円 

Dエリアホテル �����Eエリアホテル 

毒瀬ビーチパレス �ザ・ブセナテラス �オキナワマリオット �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＆スパ �沖縄 �ゾートオーシャンスパ �ヴィラズ 

那覇空港＝ホテル所要時間 �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 �1，9○○（，50）円 �2．000（1，…）円 �2．100（1．050）円 �2，100（1．050）円 

那覇バスターミナル �1．800（900）円 �1．800（900）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。

【至玉ヨ �⊂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 ��［エリア7 

那覇空港 �11 �20 �11 �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 ��l ��12 �10 �1 ��1 ��1 ��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 

ザゼーチタワー沖縄 �1 ��1 ��12 �37 �1 ��l ��1 ��1 ��1 ��1 ��14 �37 �1 

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

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

沖縄残波岬D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 �� ��1 

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 �� ��1 

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

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

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

書瀬ビーチパレス � ��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＆スパ � ��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バ � ��13 �20 � �� ��1 �� ��1 �� ��15 �20 � ��i 

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

【琵ヨ �Eエリア2 ��Aエリア6 �⊂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・オーシャンスバ �1 �� � ���9 �00 �� ��� �� ��10 �20 � ��J ��1 

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

オキナウマリオットリゾート＆スバ �1 �� � ���9 �15 �� ��� �� ��10 �35 � ��1 ��1 

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

書瀬ビーチパレス �J �� � ���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 �l �� �9 �00 ��1 ��� ��� ��10 �20 �1 �� ��1 ��l 

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 �l �� �9 �27 ��1 ��� ��� ��10 �47 �l �� ��1 ��1 

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 �55 �l �� ��1 ��l 

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

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 �J ��1 ��1 ��1 ��1 

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

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

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

●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∴
できません。自由席となるため、当日バスが満席となる場合がございます。また、補助席利用となる場合がございます。●搭乗便との乗り継ぎは往路30分∴
復路60分以上おとりください。●乗り遅れの場合は、次の優をご利用ください。なお、乗り遅れ（搭乗便の遅延を含む）によりバスがご利用いただけなかっぎ
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。

■運営管理者：琉球バス交通
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くご利用予定会社〉ニッポンレンタカーまたはトヨタレンタカー
※ご予約の際にご希望のレンタカー会社をお申し出ください。

日華種指定・禁煙車指定ができ著す。※ご予約時にご希望の車種をお申し出ください。

クラス �【遜璽聾 �閻トヨqレュ可カー � �クラス �E遜選■ �傑トヨqレュqカー 

本 島 �S �☆フィット・★車種指定なし �★ヴィッツ・☆パッソ・★車種指定なし �本 島 �WC �☆車種指定なし �設定はございません 

SA �設定はございません �☆ラクテイス・☆車種指定なし ��EA �☆フィットシャトルハイブリッド・ ☆車種指定なし �☆アクア 

A �☆フィットシャトル・☆ウィングロード・ ☆車種指定なし �☆カローラアクシオ1．5L・★車種指定なし ��EB �☆プリウス☆車種指定なし �☆プリウス（1月L） 

B �☆車種指定なし �設定はございません ��EV �☆日産リーフ �設定はございません 

H⊂ �☆マークX・☆車種指定なし �☆車種指定なし �石 垣 島 �S �★車種指定なし �★車種指定なし 

HD �☆クラウン・☆車種指定なし �☆車種指定なし ��A �★車種指定なし �★車種指定なし 

WS �設定はございません �☆アイシス・☆ウイツシュ・☆車種指定なし �宮 古 島 �S �★車種指定なし �★車種指定なし 

WA �☆ステップワゴン・☆車種指定なし �☆ノア・☆車種指定なし ��A �★車種指定なし �★車種指定なし 

WB �☆車種指定なし �☆車種指定なし（10人乗り） � 

※台数に限りがあり、ご希望に沿えない場合もございます。※表記のクラスは、当社の基準で定めたものです。ニッポンレンタカー、トヨタレンタカー基準にて定められたクラスでの事

前指定はできません。あらかじめご了承ください。※★禁煙噸煙ともに設定がございます。☆禁煙のみ設定がございます。※早割30では車種の指定はできません。

臼チャイルドシートレンタル∴＋一十一十、
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 �60786S 
トヨタレンタカー �PO922R �60932P �51441P 

チャイルドシート �ニッポンレンタカー �65231T �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 �65231U �60785∪ �60786∪ 
トヨタレンタカー �PO922T �60932R �51441R 

※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ご注意ください。
※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。
※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。

ロ全章種カーナビ・CDプレーヤー標準装備
※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哀示さ

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。

8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。

【】オリジナルロードマップ付き（憎につ引冊）

臼雨傘レンタル体島の桝
※レンタカー配車時に営業所へお申し出ください。

qクイックチェックインサービス■
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：／／VVW．ana，COJp／tabuoho／または販売店にお問い合わせください。

ロ囁矧こ使しい電気自動車（【V）・ハイブリッド幸指定OK！
（本島／EV・EA・E8クラスのみ）

※EVクラスはニッポンレンタカーのみの

設定となります。

51

四一日はニッポンレンタカーご利用の場合に限ります。

旺】wEBチェックインサービスq
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す。

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ご利用機種によりご利用いただけない

Ⅲ携帯オーディオ接続端子Mu如Line標準装備本島の胡
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

猥オトクーポン㈲光大盤料割引等）付き（帽につ普1冊／本島のみ）

四一日はトヨタレンタカーご利用の場合に限ります。

田沖縄13スポットオリジナルクーポン（1台につ引冊／本島のみ）

【E沖縄隈定お菓子引き換え執1台につ引枚／本島のみ）
※那覇ショッピングセンターにて引き換え

田サムズレストラングループサービス券1，000円分
（1台につき1棟　本島のみ）

［∨クラスについては行程案内書「電気自動車のこ実内」をこ確認くだ乱1。l■



「－■‾－‾」‾－‾ l＿＿r＿　　ご利用開始日の30日前までのお申し込か予約確定ならおトク！ ［ご注意］お申し込み時にご利用開始日、車種、ご利用日数、配車場所・時間、返車場所・時間の確定が条件となります。同日中のご利用は割引 対象外となります。また、30日前以降のご利用開始日、車種、クラス、利用日数、配車場所・時間、返車場所・時間の変更は割引対象外となります。 

ヒご丈．＿＿ 
l㌶’‘’虔 

●料金（1台）※ご予約の際にご希望のレンタカー会社をお申し出ください。 ���������ハイブリッド �電気自動車 � �ハイブリッド � 

利用期間 ���利用開始日 ��Sクラス �SAクラス �Aクラス ��EAクラス �EVクラス �WSクラス �EBクラス �Bクラス �HCクラス �HDクラス ��WAクラス �WBクラス �WCクラス 
（定員5名） �（定員5名 �促昌5名） ��促員5名 �促貞5名 �促昌7名） �（定員5名） �（定員5名＿ �僅昌5名） �（定員5名） ��（定員8名 �促員10名 �（定員8名） 

車種一例 ���ニッポンレンタカー ��フィット等 �－ �フィットシ帖博 ��フィットシャト順 いイブリッド） �日産リーフ �－ �プリウス等 �レガシィB4等 �マークX等 �クラウン等 ��ス知プワゴ鳩 �ハイエース等 �アルファード等 

トヨタレンタカー ��ヴィッツ等 �ラクテイス等 �カローラアク淵且等 ��アクア �ー �アイシス等 �プリウス（1胤） �－ �マークX等 �クラウン等 ��ノア等 �ハイエース等 �－ 

同日中 �通常 料金 �下記以外 ��5．200円 �7．000円 �8．000円 ���8．300円 �10．000円 �9．500円 �9朗0円 �10，400円 �14．100円 ���16．000円 �21，0∞円 
12／21－1／3、4／26～5／6 ��5．700円 �7．500円 �8．500円 ���9．300円 �10，500円 �10．000円 �10，000円 �10，800円 �14．600円 ���16，500円 �22．000円 

1泊2日 � �下記以外 ��7700円 �10，000円 �10，900円 ���11，300円 �12，000円 �12，400円 �12，000円 �14，000円 �21，300円 ���23，400円 �－ 

30 �12／21～1／3、4／26～5／6 ��8700円 �11，000円 �11，700円 ���13，300円 �12，800円 �13，200円 �12，800円 �14，800円 �22，100円 ���24，200円 �－ 

通常 料金 �下記以外 ��9，700円 �12，500円 �13．000円 ���15，300円 �15．000円 �15，500円 �15．500円 �17．500円 �26．50・0円 ���29．500円 �33，000円 

12／21－1／3、4／26～5／6 ��10，700円 �13．500円 �14．000円 ���17，300円 �16．000円 �16．500円 �16．500円 �18，500円 �27，500円 ���30．500円 �34，000円 

2泊3日 � �下記以外 ��10，800円 �13，500円 �14，900円 ���18，300円 �18，000円 �略900円 �18，000円 �19，800円 �27，700円 ���3用00円 �ー 

l �12／21・～1／3、4／26－5／6 ��1Z300円 �15，000円 �16，100円 ���21，300円 �19，200円 �18，100円 �19，200円 �21，000円 �28，900円 ���33，000円 �－ 

通常 料金 �下記以外 ��12，700円 �17，000円 �18，000円 ���22．300円 �22，500円 �23，∞0円 �23，000円 �25．000円 �34．500円 ���40．000円 �43．000円 

12／21－1／3、4／26～5／6 ��14．500円 �18．500円 �19．500円 ���27．800円 �24，000円 �24，500円 �24，500円 �26．500円 �36．000円 ���41，500円 �45．000円 

3泊4日 � �下記以外 ��13，600円 �17，600円 �19，700円 ���22，300円 �25，100円 �2Z200円 �25，100円 �27，400円 �38，500円 ���43，400円 �ー 

30 �12／21－1／3、4／26～5／6 ��15，600円 �19，600円 �21，300円 ���25，300円 �26，700円 �23，800円 �26700円 �29，000円 �40，100円 ���45，000円 �－ 

通常 料金 �下記以外 ��17，000円 �22．500円 �25，000円 ���26，300円 �31，408円 �31，500円 �31，500円 �34，400円 �48，500円 ���54．500円 �54，400円 

12／21～1／3、4／26～5／6 ��19．500円 �24．500円 �27，000円 ���28，300円 �33，400円 �33，600円 �33．600円 �36，000円 �50．500円 ���56．500円 �56，000円 

4泊5日 � �下記以外 ��16，800円 �22．400円 �25，700円 ���30，300円 �31，600円 �28．700円 �3用00円 �35．000円 �49，700円 ���55，000円 �－ 

30 �12／21～1／3、4／26～5／6 ��19，300円 �24．900円 �27700円 ���32，300円 �33，600円 �30，700円 �33，600円 �37，000円 �51，700円 ���57，000円 �ー 

通常 料金 �下記以外 ��21，000円 �28，000円 �31．500円 ���34，3∞円 �39．600円 �40，000円 �40．000円 �43，000円 �62，500円 ���69．000円 �72，000円 

12／21－1／3、4／26～5／6 ��24，500円 �30，500円 �34，500円 ���36，300円 �42．100円 �4乙500円 �42．500円 �45，000円 �65．000円 ���71，000円 �75，000円 

以後1日 �通常 料金 �下記以外 ��4，000円 �5，500円 �6．500円 ���8，300円 �8．70岬］ �8．300円 �8．卸b円 �9．500円 �13，500円 ���14．500円 �14，400円 
12／21－1／3、4／26－5／6 ��5，000円 �6，000円 �7．500円 ���9．300円 �9．200円 �8．700円 �8．700円 �10．000円 �14，000円 ���15，000円 �14，900円 

本島 ��ニッポンレンタカー �早剖30 �65231V �ー �65231W �P5231D ��P5231E �－ �P5231C �65231X �65231Y �65231Z �P5231A ��P52318 �－ 
通常 �65231H �－ �65231l �65231Q ��65231R �－ �652316 �65231J �65231K �65231L �65231M ��65231N �65231P 

トヨタレンタカー �早割30 �PO922U �PO922V �PO922W �65274D ��－ �55274C �65274B �－ �PO922X �PO922Y �PO922Z ��65274A �－ 

通常 �PO922H �PO9221 �PO922J �PO9220 ��－ �PO922P �PO9226 �－ �PO922K �PO922L �PO922M ��PO922N �－ 

石垣島 ��ニッポンレンタカー �早削30 �60785V �－ �60785W �－ ��－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ ��－ �－ 
通常 �607850 �－ �60785R �－ ��－ �－ �－ �－ �－ �ー �－ ��－ �－ 

トヨタレンタカー �早劉30 �60932S �－ �60932T �ー ��－ �－ �－ �－ �ー �－ �－ ��－ �－ 
通常 �60932N �－ �609326 � �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ ��－ �－ 

宮古島 ��ニッポンレンタカー �早剖30 �60786V �－ �60786W �－ ��ー �ー �－ �－ �－ �－ �－ ��－ �－ 
通常 �607860 �－ �60786R �－ ��－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ ��－ �－ 

トヨタレンタカー �早削30 �61441S �－ �61441T �－ ��－ �－ �－ �ー �－ �－ �－ ��－ �－ 
通常 �61441N �－ �614416 �－ ��－ �－ �－ �－ �－ �－ �－ ��－ �－ 

※適用料金・追加料金について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い。※石垣島・宮古島は、Sクラス、Aクラスのみとなりまも

■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事故につき無制限・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。）

オプショナルレンタカー利用時のご注意 

※配車・返事は・空港・市内営業所となります。（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、一部ホテルについては別途料金が必要 

となります。）※場所により空港⇔営業所間は送迎となる場合がございます。あらかじめご了承ください。※料金は1台あたりとなります。また料金は＝∃単位（同日 

中）となり、24時間制（時間制）ではございませんのでご注意ください。営業時間内に返事となります。※料金には基本料金、保険料（上記）、車両・対物事故免責額補償 

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）、高速代など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。※カーナビにつきましては、新設道路や新規宿泊・朝光施設が 

力一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。※走行距離制限はございません。※ガソリンは 

満タン返しです。EVクラス（電気自動車）はフル充電返し不要です。※時間短縮に対する払戻はできません。 

■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

●配車は搭乗便到着時刻の30分以降、返車は那覇空港前パンヤン営業所、那覇空港営業所が搭乗便出発時刻の80分以前、石垣島・宮古島は60分以前の時間でご予約
ください。ただし、DFSギャラリア・沖縄での配車は搭乗便到着時刻の60分以降、返華は搭乗便出発時刻の2時間以前の時間でご予約ください。

（免税品の購入も、搭乗便出発時刻の2時間前までとなりますのでご注意ください。）
●石垣島・宮古島でレンタカーのホテル配車・返牽く送迎対応）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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華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。

一　二　．

●ルート※逆ルートも利用可

画出発－ト碑熱雷
小型／53497Rl中型／63497S Lジャンボ／63497T

■対象：下記A～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
一　　一■　　　　　、一　　　　　　一　　　　　　　　　一、、　　　　　　　　－

※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・返華は那覇空港、DFSギャラリア
沖縄、那覇市内ご宿泊ホテルまたはA～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。

グループ �料金 �グループ �料金 

A �500円 �F �1．000円 

B �1，200円 �G �2．500円 

⊂ �1．500円 �H 

D �1，700円 �「 �2′100円 

E �圭1．900円 

※各ホテルのグループは、下段にてこ確認ください。

t運営管理者：沖縄個人タクシー

下記ホテル

■対象：下記A～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、

出発ゆ観光ゆl下記A～帽泊ホテル主
出発疇卜観光や鴨1下記A～E・6－怖テルl

到鸞※逆ルートも利用可

小型／634976 小型（ゴールド）／63497N

中型／63497P ジャンボ／634970

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：小型2～4名、中型4～5名、ジャンボ6～9名

●料金（片道1台）

10／1～12／28

1／4～1／31、4／1～5／13

12／29・～1／3

2／1－3／31

1カ所観光

（60分以内）

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・座喜味城跡・首里城・むら恢むら・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泊の場合／
ひめゆりの塔、平和祈念公園よりいずれか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グランメールリゾート宿泊の場合／首里城・識名園・壷屋よりいずれか1カ所

★有料観光施設現地腰元価樽（2013年6月現在）
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コース �クラス �10／1～12／28 �12／29～1／3 
1／4－1／31、4／1～5／13 �2／1－3／31 

5時間 フリー観光 ※1 �小型 �12．000円 �14．000円 

中型 �13．000円 �15．〇・〇〇円 

ジャンボ �16．000円 �18．000円 

7時間 フリー観光 ※1 �小型 �15．000円 �17，000円 

中型 �16．000円 �18．0t10円 

ジャンボ �19．000円 �21．000円 

※1行程は当日乗務員とご相談ください。

琉球村・大人840円／壱・大学生730円／3歳～中学生420円　座喜昧城跡資料館：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／小や学生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酪大人300円／高校生200円／小ヰ学生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～1のご宿泊ホテルのみとなります。※規定のコース時間は、見学時間、

金串時間、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。

■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 �ホテル名 �グループ �ホテル名 

A �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 �ザ・ブセナテラス 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 ��喜瀬ビーチパレス 

ザ・ビーチタワー沖縄 ��ココガーデンリゾートオキナウ ��ザ・リッツ・カールトン沖縄 

B �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 �F �ホテルグランビューガーデン沖縄 

ルネッサンスリゾートオキナウ �C �ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート ��サザンビーチホテル＆リゾート 

恩納マリンビューパレス �D �ジ・アッタテラスクラブタワーズ �G �ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナウ 

ホテルムーンビーチ �E �沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ ��チサンリゾート沖縄美ら海 

カブーリゾートフチャフコンド・ホテル ��SPARESORTEXES �H �ホテルリゾネックス名護 

サンマリーナホテル ��オキナウマリオットリゾート＆スパ �】 �カヌチヤベイホテル＆ヴィラズ 

■運営管理者：沖縄個人タクシー

那覇空港・那覇市内宿泊ホテル・DFSギャラ
リア沖縄・ラグナガーデンホテル 出発ゆ南部観光ゆ

■対象：那覇市内ホテル、ラグナガーデン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、
フェリー代等は含まれておりません）

1利用人数ン」＼型2～4名、中型4～5名、ジャンボ6～9名

那鷺空港・那覇市内宿泊ホテル・DFSギャラ
リア沖縄・ラグナガーデンホテル

■料金（片道1台）

クラス �3時間 �5時間 

小型 �3．000円 �5．000円 

中型 �5，000円 �7．000円 

ジャンボ �8．000円 �10．000円 

小型／63497V 小型（ゴールド）／63497〕

中型／63497W ジャンボ／63497X

※配・返幸は那覇市内ご宿泊ホテル、ラグナガーデンホテル、DFSギャラリア沖縄、那覇空港のみとなります。　　　　　　　　　　竜
※規定のコース時間は、見学時間、食事時間、移動時間も含まれております。※行程は当日乗務員とご相談ください。　　　　　　ミ

■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 

朋一卜巨∃慧芸＝　≡王計石慧監讐讐桝※逆ルート棚可　・宮古島・還聖書蓋墓竃妄言言；二 

■対象‥雷話語喜憲芸孟宗霊志諾雲泥讐慰霊諾意絹泊のお客様　　　　丘i戯■■】柑】送迎用l石垣島／紬9El宮古島／試粗相Dl 

■利用可能時間：石垣島7：00～20：00　宮古島8：00～22：00 

■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） 
■利用人数：小型2～4名 

■料金（片道1酋） 

コース �石垣島 �宮古島 �空港⇔ホテル送迎 ��耶さl 

送迎用 （空港⇔ホテル） �1．000円 �500円 �※潜・→ホテルはご利用いただけません。 ※石垣島・宮古島内ホテルのみ対象となります。 �各島にて、洞までご利用可能 

≡　　　ん（

観光スポットをラクラク満喫！

宮古島内ホテル・宮古空港・平良漕 出発－観光叫ト 宮古島内ホテル・宮古空港・平良港

■石垣島・運営管理者：石垣島トラベルセンター

〔≡竺空空≡†雪空空雪空！蜘　　－．宮古島．豊富諾彗諾Z；＝

■対象：石垣島：石垣島・小浜島・西表島・竹富島・波照間島内ホテルにご宿泊のお客様

宮古島：宮古島・伊良部島・池間島内ホテルにご宿泊のお客様
■利用可能時間：石垣島7：00～20：00　宮古島8：00～22：00

■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）
■利用人数：小型2～4名

■料金（片道1台）

肋臣⊂コヨ観光l石垣島／60349Fl宮古島／む548Cl

コース �石垣島 �宮古島 �立ち寄り観光可能施設■　※フリー観光の行程は当日乗務員とご相談ください。 

3時間 フリー観光 �5，000円 �3．000円 �●石垣島／石垣島内のみ ※北部地区（米原ヤシ林・玉取崎・平久保崎）を除く ●宮古島／宮古島・来間島・池間島のみ �各島にて、いずれか　l 

4時間 �7．000円 �5．000円 �●石垣島／石垣島内のみ ※北部地区（平久保崎）を除く 
フリー観光 ���●宮古島／宮古島・釆間島・池間島のみ �llコースのみご利用可能 

6時間 �11．000円 �9．000円 �●石垣島／石垣島内のみ 
フリー観光 ���●宮古島／宮古島・来間島・池間島のみ 

※規定のコース時間は・見学時間、食事時闇、移動時闇も含まれております0※配・返車は石垣空港、宮古空港、石垣島・宮古島内ご宿泊ホテル、　r弓

石垣潜・平良港のみとなります。※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分以上おとりください。

誹技研

●ルート　下記A～Dホテル　出発韓義光嶋ト【下記A～Dホテル周曽※逆ルートも利用可

■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、駐車場代等は含まれておりません）

■料金（片道1台）

■運営管理者：沖乗交通

リゾートホテル発着（所要時間：8時間） 

観光コース �南部観光 ����中南部観光 ���中北部観光 

ホテルエリア �A・B �⊂ �P ��A・B �⊂‾ �‾D‾ �A二B �⊂ �D 

小型 �20，600円 �31．500円 �17，40：〇円 ��23．700円 �34．500円 �21．500円 �24．8〇・〇円 �31，000円 �24，600円 

加算 �中型 ���上記小型料金に一律＋3．0 ��00円　ジャンボ：上紀小型料金に ��一律‾＋10．000円 

オプショナルコlド �小型／弛13H　小型（女性ドライ／ト）／60013Ⅰ中型／8∞13Jジャンボ／60013K 

※発着エリアは同一エリアとなります。ただし、AエリアとBエリアの組み合わせは可能です。

■観光タクシー設定ホテル

A �沖縄残波岬ロイヤルホテル �B �ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート �C �カヌチヤベイホテル＆ヴィラズ 

ルネッサンスリゾートオキナワ ��ジ・アツタテラスクラブタワーズ ��ホテルリゾネックス名護 

A」恩納ビルリゾートホテル ��沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ ��チサンリゾート沖縄美ら海 

恩納マリンビューパレス ��SPARESORTEXES ��ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナウ 

ホテルムーンビーチ ��オキナウマリオツトリゾート＆スパ ��マリンピアザオキナウ 

カフーリゾートプチヤクコンド・ホテル ��ザ・ブセナテラス �D �ラグナガーデンホテル 

サンマリーナホテル ��ザ・テラスクラブアットブセナ ��ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス 

リザンシーパークホテル谷茶ベイ ��喜瀬ビーチパレス ��ザ・ビーチタワー沖縄 

ココガーデンリゾートオキナウ ��AJ幸喜リゾートホテル ��東京第一ホテルオキナウグランメールリゾート 

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート ��ザ・リッツ・カールトン沖縄 ��EMウェルネスリゾートコスタビスタ沖縄ホテル＆スパ 

※定員は小型：1－4名、中型：1～5名、ジャンボ：1～9名となります。（添い寝・乳幼児のお客様も人数に含みます。）

※規定のコース時間は、見学時間、食事時間、移動時間も含まれております。※行程は当日乗務員とご相談ください。
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安栄観光が運航する下記の航路が、利用開始白より3日間以内であれば最大4区間、
7日間以内であれば最大8区間までご利用いただけます。（片道1区間）

石垣島←→竹富島・小浜島・西表島（大原港・上原溝）・黒鳥・鳩間島
竹富島←→小浜島・西表島（大原漕）、小浜島←→西表島（大原潜）、西表島（上席港）←・鳩間島

フェリーパス引換日より3日間もしくは7日間

■運営管理者：安栄観光

有効期間 �利用区間 （片道1区間） �料金（お一人様） ��プショナル l岩l 

3日間 �最大4区間 �大人 �3．300円 �62979F 
小人（6～11歳） �1．700円 

7日間 �最大8区間 �大人 �5′500円 �62979E 
小人（6～11歳） �2．800円 

〈ご利用条件〉
※「美ら島フェリーパス」は、安栄観光の時刻表掲載便のみ利用可能です。
※石垣潜‥波照間漕、大原潜←・波照間港間はご利用いただけません。
※5歳以下のお子様は、大人1名につき1名無料となります。お2人目からは、

小人用パスをお買い求めください。
※一部区間を利用されなかった場合や、天候不良等による欠航により、有効

期限内にご利用できなかった場合でも、払戻はございません。
※「美ら島フェリーパス」利用日に、飛行機のご搭乗がある際は、石垣空港

⇔石垣港間の乗り継ぎ時間を往路60分、復路80分以上おとりください。

星空を眺めながらロマンチックなナイトクルーズ。船上でドリンク1杯（ビールまたはソフトドリンク）付き。

■設定期間：2013年10月1日～11月30日、2014年3月1日～5月12日利用分　※4月1日以降は2便の設定はございません。

■出航時聞く所要時間：約45分）

添い寝プラン 乳幼児（0～2歳）

10／1～＝／30

■定員：各30名※ANAスカイホリデーの他商品でご参加のお客様を含みます。■最少催行人員：2名

※ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾートにご宿泊のお客様のみお申し込みいただけます。※現地にて空席がある場合でも、当

料金でのご利用はできません。現地でご購入の場合は、1，500円となります。（ANAスカイホリデーでご参加のお客様）※小学生以下は保護

者同伴でご参加ください。※大人1名につき乳幼児1名の出発前予約が可能です。※天候により星が見えない場合がございます。※運

航日により船が替わる場合がございます。　　　　　　　　　　　　　■運営管理者：ANAインターコンチネンタル万座ビーチリゾート

イルカについてのお話を聞いた後、イルカたちと遊ぶことができます。

■設定期間：2013年10月2日～2014年5月13日（利用分）

12／1～2／28

10／2～11／30、3／1～5／13
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カメラ・ビデオ頬の持込可能

大人・小人（4歳以上）

■開始時間：15：00　■所要時間：約30分　■対象：0歳以上（3歳以下無料）

■定員：各20名※ANAスカイホリデーの他商品でご参加のお客様を含みます。
※ルネッサンスリゾートオキナワにご滞在中のお客様のみお申し込みいただけます。※現地にて空席がある場合でも、当料金でのご利用はで

きません。（3歳以下を除く）※現地販売価格：お一人様（4歳以上）1，500円　※2名様以上でご予約ください。※小学生未満は保言望著同伴でご

参加ください。※3歳以下のお子様は大人1名につき、1名までのご予約が可能です。■運営管理者：OMR⊂（オキナワマリンリサーチセンター）

イルカについてのお話を聞いた後、ひざ位の深さまで海に入りイルカたちとふれあい遊んで学べるプログラムです。

0歳～未就学児

カメラ・ビデオ頬の持込不可

■設定期間：2013年10月2日～2014年5月13日（利用分）※4月10日以降は変更となる場合がございます。

■開始時間はイルカの体調等により調整いたします。正式な開始時間はチェックイン時のご案内となります。

●所要時間：約50分　■対象：0歳以上　■定員：9名※ANAスカイホリデーの他商品でご参加のお客様を含みます。

※ルネッサンスリゾートオキナワ（スーペリアツイン宿泊を除く）にご滞在中のお客様のみお申し込みいただけます。※現地にて空席がある場合、現地販売価格（上記同額）にてご

利用いただけます。※未就学児は保護者同伴でご参加ください。※大人1名につき3歳未満のお子様1名の出発前予約が可能です。※水に濡れてもよい服装でご参加ください。

1運営管理者：OMRC（オキナウマリンリサーチセンター）



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

ローロの各施設に1回ずつ入場できま

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

、■∴∴1二さし二号i，・一・二∴し　　　　・＿∴∴Jlじ■ミ▲：∴∴ニ∴■一二二‾i．

ソフトドリンク1杯付き　　　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

1＿∴1∴＼三二■＿■・∴＿㌧二∴∵二軍、，

アロマジェリーキャンドル体験
10％割引

（3～15歳）200円

．・＿三二二・千、1二二‾－∴∴：∴．．◆、し

ミニそば（お椀）1杯付き

〈現地販売価格〉　　　　　　　　〈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

∴　■し三・■∴∴　∴■二r云

ソフトクリーム1個付き

〈現地販売価格〉　　　　　　　　〈現地販売価格〉
（大人）630円（中高生）315円　（大人）800円
（4歳～小学生）210円　　　　　（4歳～中学生）500円

∴■・．・－さ．．・＿二．‾　二＿．∴　　　　　．　－光二‥　∴∴－　■■二．・

鳥の羽の記念品　　　　　　　　薬草茶1杯付き

、．＿1．．3、∴‾＿r■∴＝∴∴】．

スカイホげ－ラウンジにてカップスイーツ付き

グラスボート乗船〈現地販売価格〉
（大人）1．500円（4歳～小学生）800円
※馬主車場有料（500円・1台）

、、、＿　二∴‥、，　■・．

マリンメニュー20％割引

弱をそれぞれ1メニューと、書ヨすべてのメニューをご利用いただけま筑

〈MAP＆クーポンのご案内（共通）〉
※MP＆クーポンの購入は当パンフレットにてご宿泊を手配さ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。※MAP＆クーポンの有効期間は旅行期間中となります。

ランチや体躾メニュー
などから1メニュー 0グラスボート遊覧＆小人にはアイスケノーム付き

（川平マリンサービス）

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）
0鍾乳洞入洞＆1ドリンク（石垣島鍾乳洞）
⊂）一日レンタサイクル／竹富島・波照間島・黒

島のいずれか（石垣島トラベルセンター離
島ターミナル営業所）

n石垣午寿司（山海亭）

疫苧警警などから　姦悪記呈葦竺㌘イル
闇瀾 匡簸重言＿王室二二二■i
0タクシー乗車代500円分　轄島ぞうり（瀬戸商店）

（石垣タクシー）　　　㊧北島清隆氏撮影クリアファイル2枚セット
●入相＋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）

●オリジナルスイーツ
オリジナ㌫（nagom卜⊂afeHaaya）

7施設で割引やポイントが
ご利用いただけます。

高Uランチや体験メニュー
羨謎などから1メニュー

盈讐警などから

り宮古和牛ステーキ井＋コーヒー付き

（楽園の果実⊂afe＆おみやげ館）

0ハンバーグステーキ（レストランのむら）
r－タコそば・ジーマミー豆腐セット

（お食事処すむぼり）
Cl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）

rコ海中観察施設入館／大人（宮古島海中公園）

閲振糎■義塾＿麗韮ヨ遡
○宮古そば（宮古空港レス

トランぱいぼいのむら）
○紅いもクレープ＆ソフトドリンク

（バーニーズダイニング）

㊨タクシー乗車代500円分
（協栄タクシー）

蕊豊富冨i崇ごム
匿F魂■表敬字間W＝＝＝コ
0ソフトクリーム（ユートピアファーム宮古島）

0バナナケーキ2個（宮古島銘菓モンテ

盈儲深謝謝ントが
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青の濁音職ダイビング爾掃魚と遊ぶちゆら海シユノーケリング

大人（12～59歳）：9，800円

■出発・集合時間：8：00、10：30、13：20、15：30

■所要時間：約3時間
■集合場所：マリンクラブナギ
■参カロ資格：12～59歳かつ身長1《km以上

■料金に含まれるもの：講習代・ツアーガイド代・
ダイビング器材レンタル代・シュノーケル3点セット
レンタル代・施設使用料・保険代・
バスタオルレンタル代

■運営管理者：マリンクラブナギ

8：00発作2702【

10：30発／52702F

13：20発／62702G

15：30発／62702H

くご案内） です。■ ●15歳以 �●ご出発前までにご参加者全員分の病歴についての確認書の提出が必要 ●未成年のお客様は保護者の同意書が出発前に必要です。■ 

のお客様は保護者同伴となります。●あらかじめ水着を着用」ご集合ください。 

現地での連絡先（携帯番号）をANAスカイホリデー予約センターへご連絡ください。

ホエールウオッチング

大人3．800円 小人（3～11歳）2．800円

■設定期間：2013年12月28日～2014年4月6日（利用日）

■出発時間：9：00、13：30　■所要時間：約3時間

■集合場所：那覇市三重域港
●集合時間：出発時間の30分前
●料金に含まれるもの：乗船代・ガイドブック代・ラ
イフジャケットレンタル代・保険代
■運営管理者：トータルマリンスポットNEWS

9：00発／65錮9A

13：30発／653498

（ご案内〉●中学生以下のお子様は保護者同伴となります。●2歳以下のお子様は無料
でご参加いただけます。●下記「ホエールウオッチング共通のご案内」をご覧ください。

現地での連絡先（携帯番号）をANAスカイホリデー予約センターへ
ご連絡ください。

ガンガラーの寄ツアー

■出発時間：10：00、12：00、14：00

■所要時間：約1時間20分
■集合場所：ケイブカフェ（ガンガラーの谷入口）
●集合時間：出発時間の15分前
■料金に含まれるもの：ガイド代、ガンガラーの谷

入場代、お飲み物代、玉泉洞・王国村入場代、
保険代　※小人は、玉泉洞・王国村入場代のみ

■運営管理者：おきなわワールド

くど幕内〉●小学生以下のお子様は保護者同伴となります。●3歳以下のお子様は
無料でご参加いただけますので、ご予約時にお申し出ください。

3歳以下のお子様が参加の場合は、ANAスカイホリデー予約センターへご連絡ください。

‖1チョイスメニュー体験＆ランチ

大人2．500円 小人（4～12歳）1．800円

大人・4歳以上／61799D

0～3歳／61799E

●設定除外日：11／1・11／2

■集合場所：もとぶ元気村オーシャンデスク
●集合時間：10：50
●料金に含まれるもの：体験プログラム代、昼食代
■運営管理者：もとぶ元気村

（チョイスメニュー）

1．ドルフィンガイドツアー（約50分）※イルカに触れることはできません。

2コーラルビュークルージング（約40分）3．美ら海染め（約50分）
※ドルフィンガイドツアー・コーラルビュークルージングは3歳以下のお子様は無料でご参加

いただけますが、事前予約が必要です。ご参加はお子様1名につき大人1名同伴となります。

※3歳以下のお子様の美ら海染め体験は2，100円現地払いにてご参加いただけます。

くご案内〉●天候やイルカの体調などによリコーラルビュークルージング、ドル
フィンメニューが中止の場合は現地にて代替メニューをご案内します。

ケラマブルーの海で海がめウオッチング＆無人島2島めやリ

大人9．800円 小人（6～11歳）6．800円

那覇泊港～座間味港→神の浜展望台→阿真ビーチにて海がめウオッチング→座間境港～ア 

ゲナシク島着（無人島散策）～ガヒ島（無人島散策）～座間味港→シラハマアイランズリゾート 

（昼食後フリータイム※現地にて有料オプショナルツアー設定あり）→座間味港～那覇泊港 

■設定期間：2013年10月1日～2014年3月31日（利用日）

■出発時間：9：00　■所要時間：約8時間30分

■集合場所：とまりん1階スカイツアーズ旗の前
■集合時間：8：20

■料金に含まれるもの：乗船代・座間味島散策代・昼食代・保険代
■運営管理者：スカイツアーズ

くご案内〉●5歳以下のお子様は大人1名につき1名まで無料でご参加いただけ 
ます。（昼食なし）●海ガメが見られない場合もございます。その場合の払戻は 
ございません。●当日の海洋状況により行程を変更する場合がございます。 

水中観光船オルカ弓

大人2．700円 小人（6～12歳（小学生））1′200円

■出発時間：1億／9：00、2便／10：15、3便／＝：30、4便／13：45、5便／15：00

■所要時間：約50～60分
■集合場所：ウエストマリン案内所（那覇埠頭船客待合所内）
■集合時間：出発時間の20分前
■料金に含まれるもの：乗船代・保険代
■運営管理者：ウエストマリン

くご案内〉●5歳以下のお子様は無料でご参加いただ 

けますので、ご予約時にお申し出ください。 

●12歳以下のお客様は保護者同伴となります。 

現地での連絡先（携帯番号）ならびに5歳以下のお子様がご参加の
場合は、ANAスカイホリデー予約センターへご連絡ください。

ホエールウオッチング

大人4．800円 小人（6～11歳）3．800円

■設定期間：2013年12月28日～2014年4月6日（利用日）

■出発時間：9：00、13：30■所要時間：約3～4時間
■集合場所：トップマリン残波（読谷村都屋漁港）
■集合時間：出発時間の30分前
■料金に含まれるもの：乗船代・ガイド代・

ライフジャケットレンタル代・保険代
■運営管理者：トップマリン残波

（ご案内〉●中学生以下のお客様は、保護者同伴となります。●0～5歳のお子様 
がご参加の場合、現地にて500円（保険代）をお支払いください。●また当日の海 
洋状況によリ0～5歳のお子様は乗船いただけない場合がございます。●下記 
「ホエールウオッチング共通のご案内」をご覧ください。 

現地での連絡先（携帯番号）ならびに0～5歳のお子様がご参加の場合は、
ANAスカイホリデー予約センターへご連絡ください。

』・池間島・来間島・伊良部島・下地島5島めくり重要

大人・小人同額（6歳以上）14．300円

ホテルう平良港～伊良部島・佳良浜港→フナウサギ／けタ→白鳥崎（車窓）→佐和田の浜→下地島パイロット訓 飛行場→通り池→溝口の浜→牧山展望台→アギヤー（昼食）→佳良浜港～平良港→雪塩ミュージアムう池同大 う池間島う乗平安亀崎→☆ユートピアファーム宮古島（マンゴーソフト付き）→来閻大橋→竜宮城展望台うホテノ �鰊 橋 レ 

■設定除外日：12／31～1／2・2／15

■出発時間：9：20　■所要時間：約8時間30分

■集合場所：宮古島内ご宿泊ホテルロビー前
■集合時間：9：20　※ホテルアトールエメラルド宮古島ご宿泊者は9：40ト　∵∴や等第

・…意志蕊上声ミ：二蕊卜呑む一．雪
■運営管理者：宮古島旅倶楽部．※ご利用は宮古島内ご宿泊のお客様に限ります。

〈ご案内〉●島内観光はタクシーでの移動となります。タクシーは1グループ（ト4名）につき小型1台のご利用 

となります。ただし、ご参加人数によリパスの利用となり、他のお客様と混乗となる場合がございます。●5歳以下 

のお子様は無料でご参加いただけますので、ご予約時にお申し出くだ乱、。（食事なし・タクシー乗車人数に含む。） 

＜ホエールウオッチング共通のご案内＞
●天候等により船が出航しない場合がございます。また、クジラは野生動物のためご覧いただけない場合がございます。その場合の払戻はございません。●ホエールウオッチング
はルールによリ50～100メートル離れての見学となります。●水しぶきで濡れる場合や、海洋状況により船の揺れが激しい場合がございます。着替え、タオル、雨具、酔止薬などは

57　お客様ご自身でご持参ください0●当日の海洋状況によりお子様やご高齢のお客様は乗軌、ただけない場合がございますoe妊娠中の方はご参加いただけません0



石垣島天文台星空観察

大人・小人同額（6歳以上）3．200円

■設定期間：2013年10月4日～

2014年5月9日の毎週金曜日（利用日）
■開始時間：10～4月20‥00、5月20：30　巨

■所要時間：約30分
t集合場所：石垣島天文台
■集合時間：開始時間の10分前
■料金に含まれるもの：
天文台ガイド代・消費税等諸税　　　t増ヽ

■運営管理者：石垣島トラベルセンター

くご案内〉●観測・天候によリツアー中止または内容が変更になる場合がございます。

●5歳以下のお子様は無料でご参加いただけます。

現地での連絡先（携帯番号）、移動手段ならびに0～5歳のお子様がご参
加の場合は、ANAスカイホリデー予約センターへご連絡ください。

西表島・由布島・小浜島・竹富島4島めやり

大人16．300円 小人（6～11歳）11．500円

石垣港～西表島・大原港→仲間川マング⊂仁一ブクルーズ→美原→水牛車にて由 
布島植物園→美原→大原港～小浜港→（小浜島島内昼食）→小浜島内バス観光 
→小浜港～竹富港→グラスボート→マイクロバスにて島内観光（星浜の浜 

カイジの浜）→コンドイビーチ（車窓））→竹富港～石垣港 

■設定除外日：11／20・11／21

■出発時間：8：30
■所要時間：約8時間30分
■集合場所：石垣港離島ターミナル内　石垣島トラベルセンター
■集合時間：8：10
■料金に含まれるもの：往復乗船代・仲間川ボート乗船

代・西表島・小浜島・竹富島内観光バス乗車代・由布島
入園料（水牛車含む）・昼食代・グラスボート代・保険代

■運営管理者：石垣島トラベルセンター
LJ上空警

ナイトサファリツアー

大人2．000円 小人（6～12歳）1．500円

●出発時間：18：30～19：15

■所要時間：約1時間30分
■集合場所：石垣島内ご宿泊ホテルロビー
■集合時間：出発時間の5分前
■料金に含まれるもの：ガイド代・保険代
■運営管理者：ぷしいぬしま

くご案内〉●12歳以下のお客様は保護者同伴となります。●5歳以下のお子様 
は無料でご参加いただけます。●歩きやすい服装、靴でご参加ください。また、 
虫除け対策をお願いいたします。●状況によりご覧いただける生き物は異な 
リます。また、天候により星座観察のできない場合もございます。 

現地での連絡先（携帯番号）をANAスカイホリデー予約センターへ
ご連絡ください。

マリユドゥの汚・カンピレーの汚・星砂の浜と由布島

石垣島発：60985Ⅰ

小人（6～11歳）8

小人（6－11歳）7

西表島発：60985J

石垣島～西表島・大原港（上原港）→浦内川ボート遊覧→マリュドゥ・カンビレー 
の滝トレッキング（上流船着場下船～徒歩約40分～折り返し乗船）→（昼食）→ 
星砂の浜→美原→水牛車にて由布島植物園→美原～大原港～石垣港 

1出発時間：（石垣発）8：30（西表発）10～3月9：10／4～5月9：00
1所要時間：（石垣発）約9時間15分（西表発）約8時間
■集合場所・集合時間：（石垣発）石垣港離島ターミナル内西表島観光センター8：10

（西表発）10～3月大原港西表島総合案内所9：00／4～5月大原港西表島総合案内所
8：00、上原港9：00、またはやまねこレンタカー上原港営業所8：50

■料金に含まれるもの：往復乗船代（石垣発のみ）・
観光バス乗車代・浦内川ボート乗船代・昼食代・
由布島入園料（水牛車含む）・保険代

■運営管理者：西表島観光センター

西表島・由布島と竹富島3島めぐり
‾　　－　　ト‾【‾　■■‾　－　●、▲‘‾▲h■　一▼‘、一　■■－‾1▲・一一‾－‾■一一■‾　一一°一一‾一°ト　ー■■　一一・・一・・－■一一一一一一・〉・・■一一・一一′・一一　　■◆一一一一一一・I、、－：■一一川■

石垣島発：P3071M

小浜島発：P30715

西表島発：P3071N

石垣港・小浜港～西表島・大原港→仲間川マングローブクルーズ→美原→水牛車にて
由布島植物園→美原→（昼食）→大原港～竹富港→グラスボート→マイクロバスにて島
内観光（星砂の浜カイジの浜）・コンドイビーチ（車窓）・ゆがふ館）→竹富港～石垣港

●設定除外日：11／20・11／21

■出発時間：（石垣発）8：30（小浜発）8：50（西表発）9：10　■所要時間：約8時間
■集合場所・集合時間：（石垣発）石垣港離島ターミナル内石垣島トラベルセンター　8：10

（小浜発）出発時問までに西表島大原港行きにご乗船ください。
（西表発）大原港待合所　9：00

書料金に含まれるもの：往復乗船代（石垣発・小浜発のみ）・
復路乗船代（西表発のみ）・仲間川ボート乗船代・
由布島入園料（水牛車含む）・昼食代・
グラスボート代・竹富島内観光バス乗車代・保険代

●運営管理者：石垣島トラベルセンター

】竹富島・水牛車とサンゴ礁ツアー

■設定除外巳：11／20・11／21

■出発時間：8：30～11：30の30分おき　午後は13：30、14：30発のみ

※復路のフェリーの時間は当日現地でお選びください。

■所要時間：約2時間30分
■集合場所：石垣港離島ターミナル内石垣島トラベルセンター

■集合時間：出発時間の20分前
∫料金に含まれるもの濯復乗船代・グラスボート代・水牛車代・保襖代

■運営管理者：石垣島トラベルセンター

（ご案内〉●ご希望の出発時間をご予約時にお申し出ください。

希望出発時間をANAスカイホリデー予約センターへご連絡くださ
い。ご希望時間で確定となります。

仲間川と由布島

石垣島発：P3071R

小浜島発：P3071T

西表島発：P3071S

石垣り」、浜港～西表島・大原港→仲間川マングローブクルーズ→美原→水牛垂
にて由布島植物園→美原→（昼食）→大原港～石垣港

■出発時間：（石垣発）8：30または8：40　※出発時問はご集合時に決定いたします。
（小浜発）8：50（西表発）9：10

■所要時間：約7時間
●集合場所・集合時間：

（石垣発）石垣港離島ターミナル内石垣島トラベルセンター　8：10

（小浜発）出発時間までに西表島大原港行きにご乗船ください。
（西表発）大原港待合所　9：00

■料金に含まれるもの：往復乗船代（石垣・小浜発の
み）・西表島内観光バス代・仲間川ボート乗船代・由布
島入園料（水牛車含む）・昼食代・保険代

■運営管理者：石垣島トラベルセンター

ピノキオ胃

大人2．500円 小人（5～15歳）1，500円

■出発時間：9：00、11二00、13：00、15：00

■所要時間：約1時間
■集合場所：石垣港離島ターミナル内

トムソーヤ案内所
■集合時間：出発時間の10分前
■料金に含まれるもの：乗船代・保険代
■運営管理者：石垣島トラベルセンター

くご案内〉●15歳以下のお客様は保護者
同伴となります。●4歳以下のお子様は
無料でご参加いただけます。

9：00発：P3071〕

11：00発：P3071V

13：00発：P3071W

15：00発：P3071X

室等マークがあるプランに臥一部ホテルから、催行地までの送迎がございます。詳しくは行程案内書をご覧くだ乱、。電l
＜ダイビング・シュノーケル共通＞●ダイビングご利用後、当日は飛行機の搭乗はできません。●天候虜洋状況により、ツアーの中止または行程変更（ダイビン

グ・シュノーケルポイントの変更）になる場合がございます。●催行の確認は、前日の夕方までにお客様ご自身で各施設にお願いいたします。
＜「西表島・由布島と竹富島3島めぐり」、r西表島・由布島・小浜島・竹富島4島めぐり」、「仲間川と由布島」、「竹富島・水牛車とサンゴ礁ツアー」、「マリュドゥの滝・カ

ンビレーの滝・星砂の浜と由布島j共通＞●5歳以下のお子様は大人1名につき1名が無料でご参加いただけますので、ご予約時にお申し出ください（座席・食事

なし）。2人日からは小人料金が必要です。現地にてお支払いください。
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ーj聾二㌍撃彗

那覇空港より車で約30分

エメラルドコ一・ストゴルフリンクス 宮古空港から車で約15分

■プレースタート：（10～3月）7：51～9：22、11：56～13：20

（4～5月）8：26～9：22、11：56～13：41

●設定除外日：10／28

∃■現地払い料金（お‾人様）利用税等：820円

カートフイ4B・3B：2．625円　2B：（右記期間以外）3．675円（12／16

■運営管理者：エメラルドコースト

肇嘉瑞き郵緩㍍き㊧憲芸慧誓粁客様と一毒

雷亨E彗K　田嘉諾伊　⑳壬禦妻妾㌘　因頴諾伊

（ただし、プレーは他のお客様と一緒になる

59

料金 �10／1一一10／31 ��11／1一一5／13※ 
週末 �平日 �週末 

（お一人様） �平日 

13．800円 �19．800円 �14．抑0円 �22，500円 

※12／29～12／31、1／2～1／3のご利用は週末料金が適用となります。

〈午前〉：64494C

〈午後〉：64494D

料金 �10／1～10／31 ��11／1～5／13※ 
日 �週末 �平日 �週末 

（お一人様） �平 

13．抑0円 �21．200円 �1‘．000円 �25．伸0円 

※12／29～1／3のご利用は週末料金が適用となります。

〈午前〉：64866C

〈午後〉：64866∈

料金（お一人様） � �10／1～10乃 �1、4／1～5ハ3 �川1～12／28、1／4－3／31 ��12／29～1／3 
平日 �週末 �平日 �週末 

がチヤ舶者（3叫亀プレー） � �9．0的円 �12．000円 �11．500円 �15．511円 �1‘，500円 

がチヤ宿泊者（2名プレー � �12．800円 �16．000円 �15．000円 �19，¢00円 �20′000円 

プレーのみ（3～4名プレー） � �10．500円 �14．帥0円 �13．000円 �18．500円 �18′500円 

プレ瑚（2名プレー） � �15．800円 �21．伸0円 �19．‘00円 �28．000円 �28′000円 

カヌチヤ宿泊者 〈午前〉：60752E〈午後〉：60752F

〈午前〉：60752G〈午後〉：60752H

料金 �1研～10乃L4／ト5／13 ��Ⅲ1～11／3仇3月～3乃1 ��12／1～2／28※ 

（お一人様） �平日 �週末 �平日 �週末 �平日 �週末 

対象ホテル 宿泊脊≡…1 �9．000円 �12．000円 �12，00lR �1‘．200円 �13．200円 �2l．400円 

プレーのみ �11．500円 �14．510円 �14．501円 �18．500円 �1‘．5仰円 �23．5帥円 

※12／29～1／3のご利用は週末料金が適用となります。

対象ホテル宿泊者＼／1 〈午前〉：60762E〈午後〉：60762G

〈午前〉：60762F〈午後〉：60762H

料金　　′ �10ノト11月0、封1～4／25、5蒔～5／13 ��12／1～ガ28、4／加～5／5※ 

（お一人様） �平日 �週末 �平日 �週末 

対象ホテル 宿泊者封 �9．000円 �11．000円 �10，500円 �13．000円 

プレーのみ �11．000円 �13，000円 �12．600円 �14，700円 

※12／29～1／3のご利用は週末料金が適用となります。

対象ホテル宿泊者＼ 〈午前〉：60936E〈午後〉：60936F

〈午前〉：60936G〈午後〉：60936H

料金 お一人様 �10／1～10／31 ��11／1～12／28、 1／4～3／31 ��4／1～5／13 

平日 �週末 �平日 �週末 �平日 �週末 

糾叫円 �13．…円 �1㌔5仰円 �1，，700円 �8，…円 �13．500円 

〈午前〉：60933C　〈午後〉：60933D

料金（お一人様） �10／1～12／15、3／16～5／13 ��12／16～3／15※ 
平日 �週末 �平日 �週末 

宮古島東急リゾート 宿泊者 �9．900円 �14，‘00円 �9．刑円 �15．700円 

プレーのみ �11．500円 �15．800円 �11，500円 �17．100円 

※12／29～1／3のご利用は週末料金が適用となります。

く午前〉：61497E〈午後〉：引497G宮古島東急リゾート宿泊者

〈午前〉：61497F〈午後〉：61497H

ゴルフプレー料金（お一人様）

（18Hグリーンフィ、消費税、諸経雲）
※キャディーフイまたはカートフィ、利用税、
交通費等はお客様負担となります（現地払い）

二・主ミミ丁昔誓う‥言忘∴し∴主肯；圭誓し．震ミ三貴工yL芋㌣言ヲ■、gr、．言‥・・三二さ澤ご二宣・号：－‥圭一立昔：丁、
′毒●ゴルフスタート時間は、約1週間前に決定いたします。ただし、都合によリスタート時間の決定が遅れたり、記載の時間帯から変更になる場合がございます。●ご利用便はご予
J約時に決定いたしますが、便の時間変更や、スタート時間によって1ラウンドのプレーが不可能な場合もございます。また天候不良、日没等によリプレーが18H最後までできなくなる

場合がございますので、あらかじめご了承ください。その際プレー料金の払戻はございません。●ゴルフ場の公式競技、定休日等のために設定中止となる場合がございますのでご確認ください。
●各ゴルフ場の規定によリゴルフ場の定める入場資格を満たさない方については、お申し込みをお断りすることがあります。また、現地ゴルフ場にて不適格者と判明した場合、ゴルフ場の判断でプ
レーをお断りすることがあります。●乗用カートを運転する場合は、普通自動車運転免許が必要です。なお、運転の際はスピードの出し過ぎ等には十分にご注意ください。●スタート時間に
よっては朝食付きのホテルでも食事がおとりいただけない場合がございます。その場合は払戻はございませんのであらかじめご了承ください。●メタルスパイク禁止、帽子着用、上着着用等の
ゴルフ場がありますので各コースのマークをご確認ください。●天候等の理由によリゴルフ場がクローズとなリプレーができなかった場合、お客様がご利用されなかった部分の費用について
のみ払い戻しいたします。●ご利用便により行程初日または最終日のご利用はできませんのでご注意ください。●消費税法改正に伴い、現地払い料金が変更する場合がございます。



1．200円　2，000円　3，000円　4，000円　5，000円　6．000円

●メニュー内容・品数・営業時間・定休日は変更となる場合がございます。　　　●ホテルのご利用レストランは現地でお選びいただけます。ただし、ご利用時

●料金設定により、利用できるレストラン・メニューは限定となります。　　　　　問によってレストランが込み合い、ご希望のレストランにてお食事がとれない

●セットメニュー以外の追加飲食などは、現地にて別途料金をお支払いください。　場合もございますので、事前にお客様自身で各施設へご予約ください。その際

●料金には税金・サービス料が含まれます。特に明記のない限り料金は大人1名　「ANAスカイホリデーグルメメニュー」をご利用の旨をお申し出ください。

様の料金となり、お子様のメニュー設定はございません。ご希望のお客様は現　●利用ホテルのフロントへ旅程表をご提示のうえ、ミールクーポンをお受け取り

地レストランにてご注文ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ください。（ホテルディナー）

●お客様ご自身で、除外田等を行程案内書にて必ずご確認ください。

ホテル名 �　料金 ミ3，000円■4．000円5，∞0円6，000円 ���� 

ANAインターコンチネンタル � �● �「・ ��60501C 

万座ビーチリゾート 

ルネッサンスリゾートオ辛ナウ � �● �● ��60503E 

※ご利用は3／31までとなります。 

沖縄かりゆしビーチリゾート � �11 ��● �63076B 
オーシャンスパ 

リザンシーパークホテル �● ��� �62小15B 
たんもゃ 谷茶ベイ 

カヌチヤベイホテル＆ヴィラズ � �● �了1 �● �60502E 

ザ・ブセナテラス � �● �● �● �605048 

オキナウマリオツト � �● �● �● �629728 

リゾート＆スパ 

さんぽ 沖縄残波岬ロイヤルホテル � �● �● �● �62447B 

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート � �● � �● �65189B 

ホテルムーンビーチ � �● �● �● �651778 

ラグナガーデンホテル �● � �● �● �60499C 

ANAクラウンプラザホテル � �● �● �● �60879B 

沖縄ハーバービュー 

ロワジールホテル那覇 �・妻・ ��● �● �63124B 

ANAインターコンチネンタル �要・… ���● �62759C 

石垣リゾート 

ビーチホテルサンシャイン � �・‖ ���64678C 

石垣リゾートクちンヴィリオホテル � �・＝ ���651788 

はいむるぶし � �・i ���505088 

宮古島棄急リゾート �下「「丁 ����605098 

店名　　1，2。胴2澗悪。肌。叩 

RyukyuModernCLasSic YOTSUTAKE（国際通り店） � � �千・ ���1部 62749E 

2部 

62749F 

ライブハウス朗島等］耳＝仁丹08768 

サムズレストラン　　l �� �て‾「丁 ��● �62747D 

キげテンズ鮎ブ　　ヨ �� �・…・巨正室 

百年古家大家（うふや－） �● ��・l �� �63089B 

ぉきなわビール園　　　「ヨコすす・ ������65319A 

沖縄地料理波照間（国際通り店） �� �丁且j］ ���65321A 

誌否提窟夕‾　　　日日・ ����塁・∃62535C 
ふなくら 郷土料理丹蔵の里 � �「 ��● �王＿引001C 

メニュー内容・営業時間・定休日などの詳細は
行程案内書をご覧ください。

モピーディック弓サンセツげイトクルーズ・デイトクルーズ　祭器讐毘となる場合がございます。

■出発時間：10～3月・1便17：00、2便19：45

4～5月・1便17：45、2便20：15

■所要時間：約1時間45分

■集合時間：出発時間の30分前

■料金に含まれるもの：乗船代・食事代・保険代

■集合場所：那覇埠頭船客待合所内ウエストマリン案内所
※那覇市内の一部のホテルからは送迎バスが運行してお

ります（1便のみ）。詳しくはウエストマリン（℡098－866－

0489）へお問い合わせください。

F二」

■運営管理者：ウエストマリン

くご案内〉●12歳以下のお客
様は保護者同伴となります。

現地での連絡先（携帯番号）
ならびに食事をされないお
子様がご参加の場合は、ANA
スカイホリデー予約センター
へご連絡ください。

～メニュー内や（jノ老母コース）～

●スープ　●サラダ　●ライスまたはパン

●デザート　●コーヒーまたは紅茶

★カトレアコース（オードブル5種盛、ロブス

ターのテルミドール、牛フィレのステーキ）

☆オーキットコース（オードブル鳩盛、アミューズ、

魚介のムニエル、牛リブロースステーキ）

☆ブーゲンビリアコース（オードブル3種盛、

ゲルクンのチリソース煮、鶏胸肉の蒸し煮）

※ウェルカムドリンク1杯付き
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往　路 �復　路 

福岡空港 �福岡空港 

熊本空港 �熊本空海 

長崎空港　　　　　　　　　匡猫仁王 �那覇空港　　　　　　　　　　　E隅F＝　　　　　　　　　長崎空漕 

宮崎空港 �宮崎空港 

鹿児島空港 �要竜　　　　　　　　　　　　　　　　鹿児島空港 

車重画 ∃ ‡i焦‾報頗遠ノ‘＿・．定義 

中日Y　Vニー2‾「簑鱒準巌2 

福岡空港　　　　　　　　匡隅F＝櫨 �石垣空港　　　　　　　　　　匡隅F招　　　　　　　　福同空港 

※1ANA579便、580便のみ直行便となります。 �※2石垣⇒宮古、宮古⇒石垣は「ホテルチョイス石垣島＆宮古島」コースのみで片道ご利用いただけます。 

［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、［コBフライト、［コC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礁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さい。　　　　　　　　　　　髄覇空港　は0分以上l

●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・復路いずれか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 �三 イ ト �ノ●・‾ ���到着地 出発　■　　　　　　　　直行　　　　　　　　■　到着 

福岡 � �481 �A �08 �05　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　09 �40 �那覇 

tヨ �483 �A �09 �00　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　10 �35 

四 �485 �A �10 �25　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　12 �00 

野 �487 � �11 �50　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　13 �25 

四 �489 � �13 �55　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　15 �30 

嘔 �491 � �16 �40　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　18 �15 

飽 �493 � �18 �30　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　20 �05 

囚 �495 � �20 �10　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　21 �45 

579キト1 � �12 �30　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　14 �30 �石垣 

熊本 � �467 �B �11 �50　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　13 �20 �那覇 

長崎 � �471 �⊂ �11 �50　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　13 �20 

宮崎 �■1 �3767 �D �08 �35　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　10 �00 

鹿児島 � �475 �E �10 �25　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　11 �45 

■ ■ �3783 � �12 �15　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　13 �35 

3785 � �17 �50　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　19 �10 

※110／1～10／26運航。

（往　路）
、1■‾　■‘．▲‾二

㌔琉霊巌＿

出発地 �便名 �出発　卜到着 ���到着地 

那覇 �1761 �07 �45108 �40 �石垣 

1763 �09 �25り0 �20 

1765 �10 �55■11 �55 

1771 �12 �25ト13 �25 

1773 �13 �10■14 �10 

1777 �16 �15ト17 �15 

1779 �17 �10り8 �10 

1781 �19 �30ト20 �25 

1721 �09 �35■10 �25 �宮古 

1723 �11 �50■12 �40 

1725 �14 �25■15 �15 

1727 �16 �25■17 �15 

1729 �18 �00◆18 �50 

（復　路）

出発地 �便名 �出発　一到着 ���到着地 

石垣 �1762 �08 �10■09 �00 �那覇 

1764 �09 �15日0 �05 

1766 �10 �55■11 �45 

1768 �12 �30日3 �25 

1770 �14 �45日5 �40 

1774 �16 �15■17 �10 

1780 �17 �50日8 �45 

1782 �18 �45日9 �35 

宮古 �1722 �11 �00り1 �50 

1724 �13 �15り4 �05 

1726 �15 �45り6 �35 

1728 �17 �50■18 �40 

1730 �19 �20■20 �10 

出発地 � �便名 �三 イ ト �出発　■　　　　　　　　直行　　　　　　　　■　到着 ���到着地 

那覇 �幻 �480 � �07 �05　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　08 �40 �福岡 

屯 �482 � �09 �35　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　11 �10 

匂 �484 � �11 �35　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　13 �10 

暫 �488 �A �14 �20　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　15 �55 

暫 �490 �A �16 �15　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　17 �50 

召 �492 �A �17 �30　　　　　　　　　　－　　　　　　　　　19 �05 

暫 �494 �A �19 �00　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　20 �35 

496 �A �20 �10　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　21 �45 

石垣 � �580※1 � �15 �05　　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　17 �05 

那覇 � �468 �B �15 �10　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　16 �35 �熊本 

472 �C �15 �30　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　16 �55 �長崎 

■ �3768 �D �16 �15　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　17 �35 �宮崎 

■ �3784 �E �10 �35　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　11 �50 �鹿児島 

478 �F �17 �45　　　　　　　　　　ト　　　　　　　　　　19 �00 

暮 �3786 �E �19 �45　　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　21 �00 

出発　■　到着

14：00日4：30

出発　■　到着

15：00日5：30

※発着時刻が、掲載の予定時刻表の出発時闇より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（共同運航）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。

窃
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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・軽食に代えて、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。

●福岡空港では国内線の「ANALOUNGE」をご利用いただけます。

●ご搭乗の際には優先搭乗案内で機内にお入りいただけますム
●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、プレミアムクラス席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。に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フライト利用追加代金（大人・小人岡醸／お一人様）　　　　　　　　　　　　　単位：円 

福岡発 �10／1～10／10、10／13～10／31、11／3′）12／20 12／22～12／27、1／1′－1／10、1／12～3／19 ��10／11 11／1 �10／12 �11／2 �12／29～12／31 �3／20 �3／21 �5／2 

往路搭乗日 �3／22′）5／1、5／4～5／6 ��12／28 1／11 ��12／21 ���5／3 

日～木 �金・土 

Aフライト �1，080 �2，000 �9，088 �18，5tIO �15，008 �7，000 �6，000 �17，000 �4，500 

熊本発 ′ヽ �10／1（一10／10、10／13～10／31 1り3～11／30、12／6～12／19 12／22～12／271／1′、1／9 �10／11 11／1 �10／12 11／2 �12／1～12／5 �12／20 �1／11 4／26 4／27 �2／8 2／9 �3／21 �5／2 

往路搭乗日 �1／12～1／31、2／10～3／19 3／22～4／25、4／30、5／1 �り10 3／20 �12／21 �2／1（一2／7 �12／28～12／31 �4／29 5／4～5／6 �4／28 ��5／3 

Bフライト �1，500 �2，0・00 �7，000 �500 �3，000 �8，500 �2，50・0 �6，000 �11，000 

長崎発 �10／1～10／11、10／13～11／1 11／3～11／30、12／6～12／20 ��3／14～3／19 ��4／1～4／26 ��10／12 �12／1～12／5 �12／28～12／31 �1／1 �1／11 �3／20 �4／27（ノ 
12／22～12／271／6（ノり10 ��3／22～3／31 ��5／2 ��11／2 

ほ路搭乗日 �1／12～3／13 ������12／21 3／21 �5／4～5／6 �1／3′－り5 �1／2 �5／3 ��5／1 

日～木 �金・土 �日～木 �金・土 �日～木 �金・土 

Cフライト �500 �1，500 �2，000 �3，000 �1，00tI �2，500 �11，500 �追加なし �7，508 �3，5t柑 �18，800 �3，000 �2，500 

※リゾートステイ「星のや竹富島」にご参加の場合、往路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）　　　　　　　　　　　　単位＝円

10／2（ノ10／13、10／15（ノ11／3

12／1～12／22、12／24～1／1

り6～1／12、1／14～5／13

※リゾートステイプレミアム「THESHIGJRA」、リゾートステイ「シギラベイサイドスイートアラマンダ」、ホテルチョイス「宮古島」・「石垣島＆宮古島」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」といいます。）
本旅行条件卦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J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堤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す。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▼l⇒＝妬⊂ココ 旅づくりを目指します！ 

≡慧≡≡賢にア㌫慧慧霊芝jJ志望慧慧≡1喝 
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r旅行代金
として表示した金額」または「基本代金として表示した金乳と「追加代
金として表示した金額」の合計金額からr割引代会として表示した金
額」を差し引いた金額をいいます。この合計金顔がお申し込み金」「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す。

●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
きます。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圭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 さかのぼって � � 

20日昌以降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

安心してこ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？（ノけフレットに記載されているl苗距コi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・実施ANAセールス株式会社
観光庁長官登録旅行業第1656号
〒105－7134東京都港区東新橋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。　　10458180（01）
このパンフレットは地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。

総合旅行 業所での �業務 引 日が �取扱管理者（国内）とは、お客様の こ関する責任者です。この旅行費的 れば、ご遠慮なく右記の取扱管理 �旅行を取り扱う旅行会社・営 に閑し、担当者からの説明に 

ご不明な ���者におたずねください。 

パンフレット請求コード SL－3A350－009

軌軌鎧紙あ診熟
1年ttは一書み

1商品区分コードロ

※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「取扱旅行会
社」といいます。）では、旅行お申し込みの受け付けに際し、お客様から
の所定の申込書にて、お申し込みいただいた旅行のサービスの手配
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。こ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塩供いたします。

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／／WWWanaS．COJP）をこ参照ください。

●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旅庶ホテル等において、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。

お申し込みの隙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。
※旅行参加に際し介助をしていただく方の同伴をお願いします。

※取扱旅行会社の方もお気軽にご相談ください。

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・日・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。

宿泊、レンタカーまたは観光施設の入場のみをご利用の場合にご出発の 
一前日（一部を除く）までお申し込みいただける「あなたび」をご用意しています。 

※詳しくはANAスカイホリデー取扱旅行会社にお問い合わせください。 

（お客様専用ダイヤル＞　ご参力陀ホ �村中のお客様 
・ご希望のご出発田と商品コードをお知らせください。 � 

菅福岡（092）720－ �8600 
営業時間9：30～18：00 � 

（12／31～1／3を除く） � 


