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◆申夢争ン便利搭JALタッチ＆ぎー慎一酪
～空港カウンターへ寄らずにそのまま搭乗できるサービスです～

＊事前に座席指定をお済ませであればご利用いただけます。便出発15分

前までに保安検査場のピッと端末に「eチケットお客さま控」に記載の2
次元バーコードをかざし、「ご措乗案内Jをお受け取りください。搭乗口へは
便出発10分前までにお越しください。

唱評潔猥誤蒜踪課粗抑
＊無料手荷物許容量を超える場合は、別途超過手数料をいただきお預かりいたします。
また、お一人種合計100kgを超える場合は、お預かりできません。

＊機種により大きな手荷物はお預かりできない場合があります。お預け可能なサイズ等、詳しく

はりALホームページ」にてご確認ください。

聖慧禦慧惣藍感
まや妊娠中のお客さまについて優先的に機内
へとご案内を行うなどサポートが充実していま

す。お手伝いが必要なお客さまに、安心の旅を
お約束いたします。

三’⑳麦誘

ベビー
かでか廿サポート

キッズ
おでかけサポート

嘩塾蜘与睡弓堕些払鱒目盛軍政墟嘩唾些

屯色艶駕艶、沖縄ならではの抑街に。

屯盛鵬や乱さにつつまれる旅。

毒見蛙歩璃嘩億蕊雛
沖縄のメインアイランドで、観光も、スポーツも、お買物も。

謁鰻亮艶、沖縄ならではの脚この街に。

冬準阜♪撃う！
豊かな自然が織りなす絶景の中で、ゆったりと島遊び。

′　　∴

神秘的な美しさを誇る海で、いろいろな思い出を作りたい。

囁

吼

二言．二十二十一∵」章二■‾二≒
初めての家族旅行にもオススメのホテルをご用意。
パルママの不安を解消し、サポートします。

女性におすすめ翔問責諺
那覇空港からホテルへ荷物をお届け。手ぶらでらくらく観光！
2・3日目はレンタカー付きで移動もらくらくl

麹謎審雛墜雰豊壌簸
自分のペースでまわれるから、スケジュールも自由に！

．＿二・＿＿‥　ここ

お手ごろ価格で、選りすぐりの上質ホテルでゆったり過ごす！

t国王ヨ忘芳誓認諾認諾慧望漂諾蒜志蒜課ます。　　　露無精事項別田有料駐車斬り霊芸…；言壬諾鷲刻冨己フご；崇芸妄言諸芸

旺国3匹＝フリータイム（ご利用便によってはフリータイムがおとりできなし禁があります。）監碧霊琵書芸；仁霊警芸と豊ナますぷ約時にお申し出くだ鋸
※＝お客さま負担虫＝ニッコー・ホテルズ・インターナショナルJ如［＝ホテルJALシティ＝芸芸＝蓋害誓三雲荒屋至芸苦言禁嘆断やロト等‾猷ペ‾スで喫駒能です。

E逼ヨ酢朝鮒き囲＝夕食付き　　　　　　　　　　　　　　■特に指定が机、齢は、禁煙喉鮎お選びいただけません。

●設備・サービスについては、設備有無のご案内となります（一部対応や貸出し、期間限定の場合があります）。ご利用方法・料金等の詳細については各施設へお問い合わせください。●各施設の駐車場は隣接する契約駐車場になる
場合があります。また、立体駐車場の場合、一部車両につきましてはご利用いただけないことがありますのでご注意ください。●駐車場料金は現地払いとなります。

【利用便】●フライトスケジュールの変更に伴い、便名・発着時刻が変更となる場合があります。また、お乗り継
ぎのお客さまは空清での乗り継ぎ時間が必要です。最新の国内線時刻表でご確認ください。

【宿泊矧劉●宿泊施設に記載した部屋タイプのはたはJ表示はいずれかのお部屋タイプとなり、指定はでき
ません。●特に記載してある場合を除き、宿泊施設はバス／トイレ付きとなります。また洋室をご利用の場合、原則
として1名／1室はツインルームまたはダブルルームまたはシングルルーム．2名／1室はツインルームのご利用と

なります。3名以上でご利用の場合はツイン＋エキストラベッド、ソファーベッド、スタツキングベッド、デイベッドの
いずれかとなりますのであらかじめご了承ください。●3歳未満の幼児をお連れの場合、一缶宿泊施設では、別途

施設使用料がかかる場合があります（現地払い）。●客室写真は一例となり、実際と異なる場合があります。また、
ホテルの立地状況、お部屋の向き、ご利用階数によりお部屋からの景観（オーシャンビューなど）に差異がある場
合があります。●記載した平米数は実際と異なる場合があります。●rおもてなし」は矧こ注釈がないかぎりお1人
様につき滞在中1匡】のご利用となります。なお、ご利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。また、4月
以降は内容が一部変更となる場合があります。●1室利用人数は宿泊旧すべて同一利用人数でご予的ください。

【オプショナルプラン取消料について】●轍輌取消料基準は取消料Aまたは取消料Bを適
用します。懐表紙をご覧ください）●隈肖料なし】取消料はかかりませんが、予約をしている場合は、必ず事前に取
り消しの連結をしてください。無連絡の場合は取消料が請求される場合があります。●各コースに適用取消料が

記載されている場合は、その取消料を適用いたします。

【食事】●料理の写真と器は一例です。時節により内容が一部変更となる場合があります。●年末年始のお食事
は、記載されている内容から年末料理またはお正月料理に変更となる場合があります。●料理内容および食事場
所のrまたは」表示はいずれかのお料理・食事場所となり、指定はできません。●ご利用便によっては、朝食が召し
上がれない喝合があります。また夕食付き宿泊施設をご利用で、お客さまのご都合により宿泊施設への到着が遅
くなる場合、夕食を召し上がれない場合があります。

【旅行代金表】●出発日により旅行代金が異なります。該当の出発日カレンダーのアルファベットをご参照のう
え、旅行代金をご確認ください。●旅行代金表に1名／1室の表示がない場合は、1名様参加およびシングル利用
はできません。●旅行代金は宿泊施設の1室当たりの利用人数を単位として適用します。●こども旅行代金は、満
3歳以上12歳未満のお子さまで、3名以上／1室利用で1室につきおとなおとな旅行代金適用者2名以上ご利用
の唱合のみ適用となります。●にども添い寝」については、4ページのにども添い寝旅行代金Jをご覧ください。

【旅行代金に含まれるもの】●旅行日程表に明示した往復航空運賃（個人包括旅行軌引運賃適用卜料金、
宿泊膏、食事代（一部ホテルを除く）、ごきげんクーポン代（一部ホテルを除く／未使用の場合でも払い戻しいた
しません）、消費税等諸税。くいっしょにベビちゃん＆キッズ〉くらく楽贅沢プラン〉（レンタカーDEチョイス〉コース
は各ページをご覧ください。

【その他】●観光施設の休業日・イベント開催期間・時間などは変更・追加になる場合があります。また、パンフ
レット記載の観光地の入場料金などは変更になる場合があります。

旅行会社の皆さまへ

壁画マークはた蝕の「たびマニュアル」にて乱い榔ご覧いただけます。囲志望呈憲器軍票荒濫禁巌警濫完警詔彗警護課妄
●ホテルからのおもてなしの内容は「たび」AL」にて詳しい情報がご覧いただけます。各メニューはご利用にあたってお客さま自身による事前のご予約が必要な場合があります。

【1ページ上の写真・古宇利島（イメージ）】

JALパックふらり www．jaL．⊂0．jp／domtour／jaLpak／furari／
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要撃些壁21二‘ 10／1～‖／30チェック祈訝で同一ホテル3連泊以上のお客さまに

軒塁黛潤を推服まき如卸窪のお子さ鰍固
仁1日・巨二う

●対象コース：くいち押しセレクション〉〈本島リゾートへ行こうl〉く八手山諸島へ行こう！〉

〈久米島へ行こうl〉コースの指定ホテルとなり、左記マークが目印となります。

JALプライベートリゾートオクマ（P．11）

ルネッサンスリゾートオキナウくP．13）

カヌチヤベイホテル＆ヴィラズ（P．15）

沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ（P．17）

リザンシーパークホテル谷茶ベイ（P．18）

沖縄残波岬ロイヤルホテル（P．19）

書瀬ビーチ／ルス（P．20）

恩納マリンビューパレス（P．20）

フサキリゾートヴィレッジ（P．26）

石垣リゾートグランヴィリオホテル（P．27）

ホテル日航アリビラ（P．12）

ザ・ブセナテラス（P．14）

オキナウマリオットリゾート＆スパ（P．16）

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート（P．17）

サンマリーナホテル（P．18）

ザ・ビーチタワー沖縄（P．19）

ホテルリゾネックス名護（P20）

ホテル日航八重山（P．26）

石垣シーサイドホテル（P．27）

リゾートホテル久米アイランド（P．28）

＊いずれもレストラン・メニュー限定です。

±リl叩己ノt二二二【亡空U、乙′伊具ノ⊂ン

●対象コース：くいっしょにベビちゃん＆キッズ〉くらく楽贅沢プラン〉くレンタカーDEチョイス〉くいち押しセレクション〉く本島リゾートへ行こう！〉く那覇へ行こうl〉

〈八重山諸島へ行こう！〉〈宮古島へ行こう！〉〈久米島へ行こう！〉コースの指定ホテルとなり、上記マークが日印となります。
●ごきげんクーポンは下記【クーポン利用可能施設】にて1校1．000円相当分の利用券（お1人様につき1．000円×2枚付き）としてご利用いただけます。●地の割引サービスとの併用および現金との引き換えや釣り銭の

返金はできません。また、未使用時や紛失時の場合でも払い戻しはできません。●旅行期間中のご利用となり手す。●八重山諸島、宮古島、久米昂コースの方が本島でご利用になる腰は、滞在時間が充分にないとご利用
できない場合がありますのでご注意ください。●詳しくはお申し込み旅行会杜にお問い合わせください。

【クーポン利用可能施設】（本土〉タウンプラザかねひで、（本土〉沖縄アウトレットモールあしびな－（暮見城市）、く本土〉おきなわワールド（雨域市）、く本島〉琉球ガラス村（糸満市）・〈本島〉ナゴパ
イナップルパ⊥ク（名護市）、〈本島〉OKINAWAフルーツらんど（名疇市）、く本書〉サムズレストラン、（本島〉大京（うふや－目名離市）、く本島〉中辛レストラン花林（那覇空港内）、く本島〉琉球村（恩納
村）、く本島〉琉営城蝶々圃（本部町）、（本島〉大石林山（だいせきりんざん）（国頭村）、く石垣島〉石垣やいま村、く石垣島〉レストランシアターあじ彩石垣島、（石垣島〉石垣島縞乳濁、（宮古島〉宮古島市体
塀工芸村、く宮古ヰ〉モンテドール、く宮古島〉苦塩製塩所、く宮古島〉言古空湾内店繍（ていだ待茶屋・欒ら旅・やり一んリーふ）、く久米■〉／トデハウス久米書、く本土・石垣島〉Coralway（空港売店）、
く石垣島〉八i山観光フェリー・安栄観光・平田観光・石軸ドリーム観光

輌悶笥恥鹿遥誹副職粗
蜘醐調一≡‘才芸認諾瓢の瑞。ご利札、ただけ紺。
●対象コース：くいっしょにベビちゃん＆キッズ！l〉くらく楽贅沢プラン〉くレンタカーDEチョイス〉くいち押しセレクション〉く本島リゾートへ行

こうl〉〈那覇へ行こう】〉

＊商品券はお1人様につき1枚となります（12歳未満のお手さまは除く）。＊1会計2．000円以上ご購入の場合にご利用いただけます。＊1回のお会

計につき商品券1枚のご利用となります。＊一部除外店舗があります（DFSギャラリア沖縄内一部店舗、DFSギャラリア店1倍お土産売り場、飲食施

設、那覇空讃店ではご利用いただけません）。＊つり銭はお返しいたしません。＊ご旅行滞在中のみご利用いただけます。未使用の場合でも払い戻

しはいたしません。＊引換券でのお買い物はできません。

1．000円分商品券ご利用の流れ（12歳未満のお子様は除く）

■営業時間／
月～木9こ00－21：00
金～日・祝日9100～22：OQ

磯＝コ　　ト　L
r引換券」は旅程表とご一緒
にお渡しいたします。

▼」塑要哲学や夢妙矛禦二位

款託だ完宗話芸謂濃雷獣テお引きキ諸賢蒜腰誤・諾買い

tアクセス／・ゆいレールにて「おもろまち駅j直繹那繁空
港より所要時燭約19分もお客さまご自身にて乗車券をご購
入ください／お客さま負担）・那覇空港より車で約30分

■お闘い合わせ先／0120－782－460く9：08～21‘00刺
黒営業時間は季節により異なる場合がありますヵ

■ホームページアドレス　http：／／ww軋d管SOkinawa・COm

2013年7用1日現在
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●フリーコース●最少催行人員：2名（一部コースは1名／一部コロスは3名）●出発日：2013年10月1日～2014年4月30日の毎日出発（一部を除く。詳しくは各ホテルページをご覧ください。）

●食事：2日間＝1朝食付き　3日間＝2朝食付き　4日間＝3朝食付き　5日間＝4朝食付き　6日間＝5朝会付き

2日間 �3日間 �4日間 1 �5巳Ⅶ �6日間 �福岡空港Qト那覇空港且各ホテル四　　　　　　　　　　　　　　本島（泊） 　　■石垣島へ那覇空港へ．石垣空港（注1）Å各ホテル6王ヨ　　　　　　　　石垣島（泊） �食事 

1 �1 ��1 �1 
■久米島へ　　那覇空港○■久米島空港（注1）且各ホテル四　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　久米島（泊） 

●宮古島へ　　那覇空港ゝ宮古空港（注1）且各ホテル配コ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　宮古島（泊） 

2 �2 ● 3 �2 �2 �tlll■m■■⊂⊃別府甜■■llll田各ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本島または各島（泊） �圃 i �i �」司諾Ⅳ≧認；【j碓i三相■＝■廷小玉祈誠▲　　　（注2）各ホテル且各那覇市内ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　那覇（泊〉 

4 �5 �一菰‡m【j経i主I－⊂⊃灯臆測▲　　　（注3）各那覇市内ホテル且各ホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本島（泊） 

2 �3 �4 �5 �6 �Eコ各ホテル旦那覇空港d■福岡空港 �匪】 
t石垣島から　6！コ各ホテル（注1）且石垣空港ゝ那覇空港ゝ福同空港 

■久米島から　四各ホテル（注1）且久米島空港叫那覇空港ゝ福岡空港 

■宮古島から　配コ各ホテル（注1）ヱ宮古空港ゝ那覇空港Q■福岡空港 

▲：ミご利用便は下記をご貰ください。（注1）一部ホテルでは空港－ホテル間のホテル送迎バスまたは送迎車をご利用いただけます。詳しくは各ホテルページをご覧ください。（注2）那覇市内へは、4日間コース3日目、5巳間コースは4

白目、6日間コースは5日目の移動となります。（注3）那覇市内からは、2白目の移動となります。
※＝お客さま負担

j腰萱而 �市内でもう1泊！〈前泊那覇〉〈後沌 �白那覇〉】 �rいち押しセレクションJr本島リゾートへ行こう目 前泊那胃コースの方へ：バゲージチェックインプランをご利用いただけます。ト鮮しくは26ページ 

㊨ �rいち押しセレクション」「本島リゾートへ行こう！jでは前泊那覇、後泊那覇コースの設定がございます。 ・・六・・　　　　　　ご利用リゾ小ホテル　那覇での宿泊ホテル 
＊ルーム、レ一、、つい　　l・ピー　　　ー 

J 一 �＊那覇での宿泊は1泊のみとなり、2泊以上のこ利用や前泊・後泊の併用はできません。 ���ザ・プセナテラス �ト ト �ザ・ナハテラス � 
●基本代金はリゾート滞在日数（リゾートホテルでの日数）となります。 ���上記以外のホテル ��ホテル巳航那覇グランドキャッスル ホテル」ALシティ那覇 沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ ホテルロイヤルオリオン 東京第一ホテル那覇シティリゾート 

旅行代金は、lリゾート滞在日数基本代金＋前（後）泊那覇追加代金lでご覧ください。 ●出発日カレンダーは、那覇を含めた旅行日数となります。 lリゾート滞在日数＋1日（前（後）泊那覇）の合計滞在日数lでご覧ください。 出発日が基準となります。前泊那覇の方は前泊される日が旅行出発田となります。 （例）12月1日出発「那覇＋オクマ4月間」コースの場合（那覇＋くオクマ2泊3日〉） 

◆旅行代金：リゾート滞在E凱3日間⊇本代金＋前（後）泊那覇追加代金 ��◆出発日カレンダー：4自問の12月1日適用 ���のいずれかよりチョイス 
＊詳しくは各ホテルページにてご確認ください。 

『旅のプランに合わせてお好きなフライトが選べます。
追加代金なしでご利用いただける基本フライト、また追加代金でご利用いただける
A～Dフライトをご用意しました。かしこく選んでお得に楽しみましょう。

●当日やむを得ない理由（天候など不可抗力、その他）によりご予約いただいた便名および出発時刻が
変更になった場合でも、フライト差顔の払い戻しはございませんので、あらかじめご了承ください。

JALグループ時刻表

［＝基本フライト→基本代金でご利用いただけます。

⊂コAフライト［］　Bフライト［コ⊂フライト［二二］Dフライト
→往路・復路それぞれのご搭乗日に応じて片道ごとにフライト差顔が必要となります（おとな・こども同額）。

ロ白□ロ田尻l　ご利用いただけます。那覇⇔離島間の一部略線を除く

仕　名 �椚発 ��蓼■暮 �� � �t　名 �瓢■発 ��T■暮 

ロ　凰JTAO51 �07 �50 �09 �25 � �′ �JTAO50 �07 �40 �09 �15 

由仁際JTAO53 �09 �55 �11 �40 � � �JTAO52 �10 �05 �11 �45 

8ト園JTAO57 �12 �25 �14 �05 � � �直JTAO54 �14 �10 �15 �50 

D　JTAO61 �16 �30 �18 �10 � �′ �圃JTAO56 �14 �45 �16 �25 

む　」TAO63 �17 �05 �18 �50 � � �魯JTAO60 �17 �55 �19 �30 

窃JTAO65 �20 �10 �21 �45 � � �督JTAO62 �19 �55 �21 �30 

往路搭乗日 � ��� ���10／11 11／1・2 �10／12 1拍＞31 �10／13 4／27－30 ������12／21 3／20 �3／21 4／26 �1／11 

月一木 �金・土 �白 �月一木 �金・土 �日 

Aフライト差頴 �差繰なし �＋1．m �差顕なし �差顕なし �差頴なし �差顔なし �＋4．000 �＋6，000 �＋1，500 

Bフライト差頴 �＋1，m �＋2，000 �差額なし �＋1，000 �＋1．000 �差鰯なし �＋8，500 �＋11．ODO �十6．0（】0 

Cフライト差額 �＋3．000 �十4．m �差顔なし �＋3，000 �＋3，000 �差辞なし �＋8．500 �＋11．000 �＋6．000 

Dフライト差薪 �差額なし �＋7，500 �差額なし �差顕なし �＋7，500 �差綾なし �＋15，000 �差群なし �差障なし 

［八重山諸島へ行こうl宮古島へ行こうlコース］

往題搭乗日 � �� ��10／11・～13 4／27～30 ���� 

日～木　l　金・土 ��巳～木　l　金・土 

Aフライト差綬 �差綾なし 

8フライト差顕 �＋3，000 �＋4．000 �＋2．000 �＋3．000 �＋6，000 

⊂フライト差辞 �＋3，00・0 �＋4．000 �＋2，000 �＋3．000 �＋6．000 

Dフライト差額 �差薪なし 

JAUでック

3

●敷島コースの方は乗り継ぎ可能な便をお

選びください。

●レンタカー利用のDFS配車・返率の方はご

利用便にご注意ください。

●上記運航スケジュールは2013年8月現在

の10月の運航予定で、運航会社・スケジュ
ール・便名は変更または運休になる場合が

あります。壷新の」ALグループ国内線時刻

表、または旅行会社でご確認ください。

lJTA＝日本トランスオーシャン航空l

復路搭乗日 � ��� ���10／13 �11／24 �10／14 
11／25・－1／1 ���11／4 �1／2・3 

4／30、5／2 ��� ���1／4・5 3／22 4／29 �1／13 5／3・4 �3／23 5／5 

月一木 �金・日 �土 �月～木 �金・日 �土 

Aフライト差額 �差顔なし �差観なし �差顕なし �差諌なし �差額なし �差綾なし �＋2，500 �差褒なし �＋6．m 

Bフライト羞顔 �＋1．000 �＋3．000 �差辞なし �＋1．000 �十1，000 �差額なし �＋7，000 �＋4．000 �＋10．000 

〔フライト差額 �＋1．0（）0 �＋2，000 �差綾なし �＋1，000 �十1，000 �差綾なし �＋8．500 �＋4．000 �十10∝M 

Dフライト差顔 �＋2，000 �＋3，000 �差顔なし �十2，00・0 �＋2，080 �差繍なし �十9．500 �＋6，000 �＋10，000 

［八重山諸島へ行こうl宮古島へ行こうlコース】

復路搭乗日 � �� ��10／13・14 �11／24 
11／25、1／1、 ��11／4 �1／2・3 

4／30一一5／2 �� ��1／4・5 3／22・23 4／29 �1／13 5／3・4 

月～木・土】　金・日 ��月一木・土l　金・日 

Aフライト差額 �差額なし 

Bフライト差額 �差頴なし 

Cフライト差頴 �＋1，500 �＋1，500 �＋1．500 �＋1，500 �十1，580 �＋2，500 

Dフライト差辞 �十3．000 �十4．M �＋2，000 �＋3，000 �＋6．000 �＋6．000 

那覇⇔離島間はフライト差額なしで全便利用OK（ただし乗り継ぎ可能な優をお選びください。乗り継ぎ時間は20分以上お取りください）

福岡⇔那覇問はご利用便により基本代金に上記フライト差顔を加算してください。

竃㌔（クラス」料金および事前確約代金は別途必要）

●久米島へ行こう！



ノ十王な茄子己手遅れにモ‾〕れし止l

ベッド・お食事を必要としないお子さまに、にども添い寝旅行代金」を設定しています。にども添い寝」は「おとな旅行代金」

適用者1名につき、「こども添い寝」1名までとなります。ただし、3歳未満の幼児を同伴されるおとなの方については、にども

添い寝」はご利用いただけません。

■こども添い寝適用区分表

対象年齢 �3歳未満 � �11歳以下（注） 

航空座席 �使わない � �使う �一　便う 

食事・ベッド �使わない � �使わない＊1 �使う 

アメニティーグッズ頬 �付かない � �付かない＊1 �付く 

旅行代金 �無料 � �鑑司諏且■】■■ �こども 旅行代金 

（注）こども添い寝の対象年齢はコースにより異なります。詳しくは各ページをご覧
ください。

＊1ルネッサンスリゾートオキナウご利用のお客さまは食事（朝・夕食）付き（おと

■こども添い寝旅行代金（1名様）＊伺日間でも同一代金　　　　　　　単位●円

出発屈 �‖／1～1a／22 �10／1～31 �1乙／23～27 1／5 �12／28～1／4 
1／6－26 �1／27～3／8 �3／9～4／27 �4／28～30 

本島 �23．600 �25，800 �28，800 �31．800 

石垣島 �26，800 �28．800 �35．800 �45．800 

富古島 �25．800 �27．800 �32，800 �41，800 

久米島 �24．800 �26，800 �29，800 �36，800 

蒜完売蒜あ崩遍畠品了ご買；三芳茹還前言品蒜蒜嵩こく※豊芸濃認器孟芸…芸譜讐慧芝諾先主芸豊警にて幼児宿泊代
はP．7をご覧ください。

●「こども添い寝旅行代金jは、上記マークの付いている

コースに設定されております。●にども添い寝旅行代

金」には、明示した往復の航空運賃・料金、消頸税等諸税

のみ含まれます。●「こども添い寝」の対象年齢は3～5

歳または3－6歳（未就学児）または3～11歳となり、コー

スにより異なります。各ページをご覧ください。●1室当

たりのご利用人数には「こども添い寝」は含まれません。

●タブルルームご利用の場合はベッド1台につき「こども

添い寝目名までとなります。●添い寝の際、ベッドが手

狭になりますのであらかじめご了承ください。●食事を

お召し上がりの際は現地でお支払いしていただく場合が

あります。詳しくは宿泊施設に直接お問い合わせくださ

い。●にども添い寝」は各商品ごとに設定されているホ

テル追加代金、フライト差額は不要です。●「こども添い

寝旅行代金」が通常のこども代金より高い場合は、通常

こども代金をご利用ください。

1ご利用いただける期間：2013年10月1日～2014年5月5日ご利用分

．旅行出発前予約（出発日の前掛ら起臥て，。目前までに旅行会社にてご予約ください。）慧施ジャルパック，
■レンタカー会社：本島・・・オリックス、タイムズカーレンタル、日産、トヨタ、フジ、スカイ

石垣島・宮古島・久米島・・オリックス
■利用クラス：本島HS・WAクラス　離島（石垣島・宮古島・久米島）…Sクラス

Sクラス（定員5名／ヴィッツ、キューブ、マーチなど同等クラス）、WAクラス（定員8名＊一部車種を除く／ノア、ヴォクシーなど同等クラス）

単位●円

エリア �本島（禁煙車指定） �����離島（禁煙車指定 ��） 

利用クラス �Sクラス ��WAクフス ��圏 （限定） �Sクフス ��団 （限定） 

利用日数 �代金（1台） ��代金（1台） ���代金（1台） 
10／1～12／20 �12／21一一1／3 �10／1～12／20 �12／21～1／3 ��10／1～12／20 　　25 �12／21、1／3 

1／4～4／25 5／5 �4／26～5／4 �1／4～4／25 　5／5 �4／26～5／4 ��1／4～4／ 　5／5 �4／26～5／4 

1日間 �2．500 �4．500 �8．000 �9，000 �NG9411⊂】 �4．500 �7，000 �NG94■15 

1泊2日間 �6．000 �8，500 �17．000 �19，500 �NG9412［コ �7．000 �9，500 �NG941■25 

2泊3日間 �8．000 �10．500 �22，500 �25，000 �NG9413［］ �9．000 �11，500 �NG94■3S 

3泊4日筒 �11．500 �14．000 �33．500 �36，000 �NG9414［コ �12，500 �15，000 �NG941■45 

4泊5日間 �15．000 �17，500 �42，500 �45，000 �NG9415［コ �17．000 �19，500 �NG94■55 

5泊6日間 �18．500 �21．000 �51，500 �54．000 �NG9416［］ �－ �－ �－ 

l●スカイレンタカーは、上記代金より一■1，000円割引となりまう。

商品コード口内：Sクラス…Q／WAクラス…T

商品コードt内：石垣島‥・2／宮古島…3／久米島…6（久米島は4泊5日間の設定はありません）

■i若耳巨E君箋睨砺】■レンタカー料金（カーナビ料金含む）、免責補償料金、保険（下記「保険について」参照）、消費税等諸税。

l躍御制有料透過料金、駐車料金、ガソリン代。

r憶拍騰lMf孟拝呈軒Il保検・補償は予告なく変更になる場合がありますのでこ了承ください。

●対人補償■無制限（1名につき、自賠責保険を含む）
●対物補償■無制限（1事故限度額）
●車両補償■時価まで（1事故限度額）
●人身傷害補償：トヨタレンタカー・オリックスレンタカー・タイムズカーレンタル・スカイレンタカーは1名につ

き3，000万円まで、日産レンタカーは1名につき5，000万円まで（介護を要する後遺障害1、2、3級の
所定の症状の場合は、1億円まで）。

※搭乗者の自動車事故によるケガ（死亡・後退障害を含む）につき、運転者の過失割合に関わらず、頂霊廟を補儲いたします。
獣お支払い額はレンタカー各社加入保険会社の約款に定められた基準での実損払いとなります。

●フジレンタカーの搭乗者傷害保険の補償内容は別表を参照してください。

会社名　　補償内容 �死亡時 �医療補償 �後遺障害補償 

1名につき � �程度により2，000万円を限度 

2．000万円まで×乗車定員 �通院1日につき10，000円まで・ 

ートの着用が義務付けられています。

該当する方は、レンタカーご予約時にご利用になるチャイルドシート
の種類をお申し出ください

塵1　　　　　　　　　　－二日　●各レンタカー会社では貸し漉し時

に運転者のお名前、ご連絡先などのお申し出が必要となります。また、過去に

ご利用時における駐車違反処理を行っていない場合は、貸し渡しができない

場合があります。また、利用期間中の交通違反は返納までに反則金のお支払
いをお済ませください。●運転中に事故などにあわれた場合でも、当社は代替

サービスの手配はできません。●レンタカー配車場所、配車時間、台数、返車

白、返車時間、返車場所を旅行出発前にご指定ください。現地で指定場所を変更

した場合には、配車・乗り捨て料金が必要となる場合があります（配車時に現地

にて現金でお支払いいただきます）。●車種のリクエストはお受けできません。

原則としてオートマチック車・カーステレオ（CDプレイヤー）・カーナビ付きと

なります。カーナビにつきましては走行状況や利用条件によっては正常に作動

しない場合があります。また、5年以内の新設の道路や新規宿泊・研光施設は

カーナビに表示されない場合があります。●走行距離に制限はありません。●

利用時間の短矧こよる払い戻しはできません。また、延長料金は現地にて現金
でお支払いいただきます。●沖縄本島はETC標準装備。ご利用の場合、お客さ

まのET⊂カードをご利用ください。（ETCカードの貸し出しなどは行っておりま

せん。）●1日間コースの場合は、ご利用になるその日の営業時間内に返要し

てください。●貸し出しの際、「専用貸渥書」にご署名いただく場合があります。

●万一事故・盗難・故障・汚損などを起こされ、車両の修理・清掃が必要となっ
た場合、営業補償として下記金額をご負担いただきます。（免責補償制度に加

入されていてもご負担いただきます。）予定の店舗・営業所に車両が返還され

た場合（自走可能）20，000円（タイムズカーレンタルのWAクラスは30，000

円）、その他の場合50，000円（タイムズカーレンタルのWAクラスは70，000

円。※ノンオペレーションチャージは予告なく変更になる場合がありますのでご

了承ください。

配車・遍華場所●沖縄本島「那覇空港対応営業所」または「那覇市内指定営
業所（詳しくはP．21）J離島「各レンタカー会社指定営業所」（魯レンタカー
会社指定営業所については旅行会社にお問い合わせください。）●各空漕対
応営業所で記章・返重される場合、空港⇔空沼対応営業所間は無料送迎いた
します。●オリックスレンタカーの那現空港記喜・返亘対応は「レンタカーステ
ーション沖縄」（那覇空滝より車で約13分）となります。空海からの送迎車内で

手続きを完了しますので、スムーズにご出発いただけます。●石垣島の各レン
タカー会社指定営業所をご利用で、レンタカー配車前・返牽後に石垣酒をご利

用の場合は、レンタカー指定営業所⇔石垣著聞は無料送迎いたします。送迎を
ご希望の場合は、レンタカー会社まで事前に直接お問い合わせください。●那

覇空港では1閥到着ロビーを出て、横断歩道を渡った先で、係員がお待ちして
おります。（その他各空港については旅行会社にお問い合わせください。）

配車・返事時間●各レンタカー会社指定営業所で配車・返車される場合、営

業時間内に限ります。詳しくは旅行会社へお問い合わせください。●各空港対

応営業所では、日本航空・日本トランスオーシャン航空・琉球エアーコミュータ
ーの始発便～最終便まで配車・返華が原則可能です。ただし、航空便に接続し

ない配車・返事につきましては、レンタカー会社営業時間内となります。●
DFSギャラリア沖縄にて配車・返章される場合、9．00－20．00となります。

●空港対応店舗への返納時間の目安l才、ご搭乗便の1時間前となります。（那

覇空沼対応店舗は1時間30分前、DFSギャラリア店舗は2時間前となります。）

また、あくまでも目安時間となりますので混雑状況などにより変更となる場合

もあります。

！型堅型型型出Il￥’　・

蒜蒜等箋誌等毘㌫二へ行こうりのみの甜　　　匡寧日凍徹酔実紺ルパック〉固
那覇市内ホテルく前（後）泊那覇設定ホテル〉～ビーチホテル間をタクシーで一直線。

■ご利用いただける期間：2013年10月1日～2014年5月5日ご利用分

■旅行出発前予約（出発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にて

ご予的ください。）

囲（限定） �固く限定） 
那覇空港⇒名護・恩納北部地区ホテル　　　　　　　　　NG9260A �名護・恩納北部地区ホテル⇒那覇空港　　　　　　　　　　NG9260B 

那覇空港⇒北谷地区ホテル　　　　　　　　　　　　　　NG9260⊂ �北谷地区ホテル⇒那覇空港　　　　　　　　　　　　　　NG9260D 

那覇空港⇒上記以外ホテル　　　　　　　　　　　　　　NG9260E �上記以外ホテル⇒那覇空港　　　　　　　　　　　　　　NG9260F 

那覇市内ホテル⇒名護・恩納北部地区ホテル　　　　　　　NG9260G �名東・恩納北部地区ホテル⇒那覇市内ホテル　　　　　　　NG9260H 

那覇市内ホテル⇒北谷地区ホテル　　　　　　　　　　　NG9260」 �北谷地区ホテル⇒那覇市内ホテル　　　　　　　　　　　NG9260K 

那覇市内ホテル⇒上記以外ホテル　　　　　　　　　　　NG9260L �上記以外ホテル⇒那頸市内ホテル　　　　　　　　　　　NG9260M 

●上記マークが付いているrいち押しセレクション」、「本島リゾートへ行こうリコース（一部ホテルを除く）でご利用いただけます。●定員4名。2名以上4名

までに1台の配車。1名様でのご利用はできません。おとなてども代金でご参力口の2名様以上でお申し込みください。●こども添い寝の方は適用条件の人数

に含まれません（料金も不要）。ただし、乗車定員には含まれますのでご注意ください。●小型車または中型車利用。●配季時間は、原則として7：30～19・30

となります。●配車返牽場所、配季時間、台数をご指定ください。ホテル配車・返車はご宿泊ホテルのみとなります。●有料道跨料金、駐車料金などは含まれ
ません。●1日に限定10台。

名護・恩納北部地区ホテル＝ザヴセナテラス、オキナウマリオットリゾート＆スパ、沖縄が」ゆしビーチリゾートオーシャンスパ、喜瀬ビーチパレス
北谷地区ホテル＝ザ・ビーチタワー沖縄

上記以外ホテル＝ホテル日航アリビラ、ルネッサンスリゾートオキナウ、サンマリーナホテル、ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート、沖縄残波岬ロイヤルホテル、

リザンシーパークホテル谷茶ベイ、恩納マリンビュー／ルス

＊上記キャンペーンは」AL実施・運営のキャンペーンとなります。

観光やグルメなどお得な情報満載のWEBサイト

「旬香周島おきなわjをチェック！

毒　しゆんおき

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー
JALパック
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●ご利用いただける期間：2013年10月1田～2014年3月31日（ルートによりご利用いただける期間が異なります）

●旅行出発前予約（出発日の前日から起算して10目前までに旅行会社にてご予約ください。）

JAL／†ツタ

5

鎚▲▲▲塾頭

■謬許＝脅＝・器守〒・歩留侭

下記観光施設では、ちょっぴりうれしいおもてなしをご用意。

●ナゴパイナップルパークソフトクリーム1つ　●OKINAWAフルーツらんどカップスイーツ1つ

敵配掩漑管再膵①ドリンク券1枚②ランチビュッフェ10％割引券1枚

⇔諺め珍り義援健康茶＋サーターアンダギー1つ　澄祭震おう買澤はLtき1つ

l取消料m匿麺短

く旅行企画・実施ジャルパック〉

孔軍産等蟹肇蜜墾攣
膏温ま監矧紛

ィ1－・¶一一一一・一・・　¶－ノ一・一＿廿・Y　　　で…′‾ゝh

∵∵∵「
「沖縄の観光を盛り上げよう」と≡綽好　　　J“

きなバスガイドさん達で結成されたバ

ンドrうたばす」。JALライナーでは

12／21～3／29の期間中、毎週土曜日

限定で、rうたばす」ガイドによる三線演

奏と島唄を車窓の美しい景色とともに

お楽しみいただけます。

J �J �Lライナー共通 �共通のご案内 �汀●定員制ですので満席になり次第締め切らせていただきます●初日および最終日はフライトによりご利用いただけません●JALライナーは全席自由席・禁煙です●露、助掛は使用しておりま 

せん。正座席のみの利用となります0●全てのパスに化粧室はありません。●ご乗車の際はパス係員に「旅程表」をご渾示ください。●多奮詩の増車対応、整備などのやむを得ない事矧こより、特別塗装車でない場合や通常のバス （大型・小型）・タクシー（ジャンボ・小型）となる場合があります。なお、タクシー（ジャンボ・小型）の場合はバスガイドは付きませんのであらかじめご了承ください。●季節・天候・道路・その他の事情により予告なしにルートを変更・割 

受する場合があります。また、ルートに記載している発着時刻が前後する場合があります。●観光地からの途中乗車はできません。また、観光以外ではご利用いただけません。●」ALライナーがご宿泊のホテルに停車しない場合は、 

鼻寄りの停車するホテルからご乗降ください。●行程内の色文字は口文字：下車観光地、孟夏呈皿＝入場観光地を表示しています。また各観光地の後の（各自払：金袈）は、有料施設となり、お客さま負担の料金（おとな1名機あ たり）を表示しています。ただし、青草卜無料に関する記載はご利用いただくコースに対してのご案内です。記載の観光地の入場料金などは変更になる場合があります。古宇利島・美ら海胃〈大家ランチなし〉プランおよび首里・南部 めぐり弓でご予約のお客さまの昼食代はお客さま負担となります。●2008年6月1日の道路交通法一部改正により「／でス乗車中はシートベルトの着用」が乗務付けられました（一部座席を除く）。バスをご利用いただくお客さまは シートベルトの着用にご協力をお願いいたします。●代金に含まれるもの：バス代、古宇利島・美ら海弓〈大家ランチ付き〉プランは」ALパック限定セット昼食代、消費税等話私●代金に含まれないもの：各地での観光入場料。 

∪′／し



亀　　⑳　　⑳　＠蓄　　　電珍

発着地（右記参照）

0古宇利島〈各自自由行動〉（約30分）

◎今腸管＝城跡（各自払：400円〉〈各自自由行動〉（約4捕）

◎大森〈各自食事〉馴
（約1時間15分）

◎ナゴパイナップルパーク
〈各自払：600円〉

またはOK】NAWAフルーツらんど

鮒000円〉
〈各自食事〉（約50分）※2

◎海洋博公国（沖縄美ら海水族館〈各自払：1．800
〈各自自由行動〉（約2時間10分）

◎ファーマーズマーケットやんぼるはい柔！やんぼる市場※3
〈各自自由行動〉（約20分）

▼

発着地（右記参照）

※1〈大家ランチ付き〉プランでお申し込みの方は食事付き（JALパック限定セット）となります。
※2〈大家ランチなし〉プランでお申し込みの方は当日ナゴパイナップルパークまたはOKINAWA

沖縄笑う湾水族虎では、悠々とジンベイザメ
が泳ぐ「黒潮の海」の大水槽や迫力満点の「給
餌解説」をお楽しみいただけます。

フノレツらんどをお遊びいただけます0ナゴパイナップルパークで園内カートをご利用の場合、くJAUでック限定セット内容〉

※31′1～3はフア→－ズマーケットやんはるはい製やんぼる市場が定休日となりお立ち削豊慧誌霊禁書讐豊
いただけないため、海洋博公園での見学時間を延長します。

ご利用バス �団 �代金（1名様） 

1号 �大家ランチなし �NN9041A �こども（3～11歳）500円 

大家ランチ付き �NN9041C �　おとな2．500円 こども（3～11歳）1，500円＊ 

大家ランチなし �NN90418 �　おとな1．000円 こども（3～11歳）500円 

2号 � �NN9041D �　おとな2．500円 こども（3～11歳）1．500円＊ 

＊こども代金にてご参加のお子さまのお食事は1品少ない程度の料理内容

（お子様メニュー）となります。

パス走行距岨／最大約223km

発着地 �出発婚間 ��到着時間 

DFSギャラリア沖縄 �7 �50 �18 �50 

ホテルJALシティ郡帯 �8 �00 �19 �00 

ホテル日航那覇グランドキャッスル �8 �15 �18 �35 

沖縄がjゆしビーチリゾートオ⊥シャンスパ �9 �15 �17：35 

オキナワマリオットリゾート＆スパ �9 �20 �17：30 

ザ・プセナテラス �9 �25 �17：25 

パス走行距離／皐大的184km

発着地 �出発時間 ��到着時間 

ホテル日航アリビラ �8 �15 �18 �35 

沖縄残浪岬ロイヤルホテル �8 �20 �18 �30 

ルネーシサンスリゾートオキナワ �8 �35 �18 �15 

8 �40 �18 �05 

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート �8 �45 �18 �．00 

カブーリゾートプチやクコンド・ホテル �8 �50 �18 �．10 

8 �55 �17 �55 

リザンシーパークホテル谷茶ベイ �9 �00 �17 �50 

発着地（右記参照）

〈各自自由行動〉（約1時間）

◎斎場御嶽（各自払：200円〉〈各自自由行動〉（約4囲）※4

⑳おきなわワールド（各自弘：フリーパス1400円※5
く車自食事〉（約2時間20分）

ガンガラーの替く各自払：2．000円〉要予約※6

◎ひめゆりの塔（ひめゆり平和祈念資料飽く各自払：300円〉）
または⑳琉球ガラス村※7（約40分）

室　　　　　　　　　　　　　発着地（右記参照）
」　酬　＿＿＿　＿＿＿　＿＿＿

※411／3～5は斎場御嶽が休息日となりお立ち寄りいただけないため、おきなわワールドでの見学

時間を延長します。
※5JALライナー首里・南部めぐり号にてご入場のお客さまの特別価格となります（通常フリーパス

1，600円）。

※6おきなわワールド入口向かいガンカラーの谷にて「カンカラーの谷カイドツアー」をお楽しみいた
だくことも可能です〈各自払■2，000円〉（カイドソアー以外での入場はできません）。ご参加希
望の方はお客さまご自身でご利用希望日の前日までに下記へご予約ください。その際、カイト
ツアー出発時刻は「1400」の回でお申し込みください。
〈お問い合わせ〉ガンカラーの谷T∈LO98－948－4192（900～18．00）

※7当日ひめゆりの塔または琉球ガラス村をお遊びいただけます。

ガンガラーの谷では鍾乳洞が崩壊してできた
谷間に広がる自然豊かな森の中を、専門ガイ
ドと一緒に歩くツアーをお楽しみいただけま

す。（約1時間20分／各自払／要予約）

ご利用バス �囲 �代金（1名様） 

1号 �NN9031A �こども（3－11歳）500円 

2号 �NN90318 �　おとな1，000円 こども（3～11歳）500円 

発★地 �出発時間 ��到★時間 

沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ �8 �30 �18 �45 

オキナワマリオットリゾート＆スパ■ �8 �35 �18 �40 

ザ・ブセナテラス �8 �40 �18 �35 

DFSギャラリア沖縄 �9 �40 �17 �20 

ホテルJALシティ那覇 �9 �50 �17 �10 

ホテル日航野市グランドキャッスル �10こ05 ��17 �35 

発着地 �・出発時間 ��到着時間 

リザンシーパークホテル杏茶ベイ �8 �30 �18 �20 

サンマリーナホテル �8 �■35 �18 �15 

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート �8 �：40 �18 �05 

ホテルムーンビーチ �8 �45 �18 �00 

カ7－リゾートフチヤクコントホテル �8 �：50 �18 �10 

ルネッサンスリゾートオキナワ �8 �：55 �17 �55 

沖縄残波岬ロイヤルホテル �9 �：10 �17 �40 

ホテル日航アリビラ �9 �■15 �17 �35 

●出発時間によっては、ホテルでの朝食はお取りいただけない場合があります。その場合の代金・料金の払い戻しはできません。
●4月以降は時間・内容等が変更になる場合があります。
◎＝オプショナルプラン参加当日の取り消しについての連絡先となります。電話番胃についてはお申し込み旅行会社にお問い合わせください。
くホエールウオッチングをご利用のお客さまへ〉●欠航や悪天候等でクジラが見られなかった場合は．滞在中再度ご参加いただけます。
●妊娠中の方および飲酒された方はご参加いただけません。●船酔いしやすい方は、酔い止め薬の服用をお勧めします。●双眼鏡・防寒・防水
の衣類、靴の準備はお客さまご白身でお願いします。●安全の為、ライフジャケットを着用していただきますので、あらかじめご了承ください。

よくぼりクーポン
脚詔巨DJ（■重）：NG9010A

●ご利用いただける期間：10／1～5／5‾▲‘〕‾▼▼▼‾→

●代金：おとな・こども1，500円　　　k／十・
ご利用いただけるメニュー
（各1匝ずつのご利用となります）
（）内はおとな現地販売価格（参考）
・琉宮城蝶々薗：入園（400円）
・ナゴパイナップルパーク■入園

（1，200円／カート含む）
・ネオパークオキナウ■入囲（630円）
・大石林山：入園（800円）
・琉球村．入歯（840円〉
・おきなわワールド．入園（王国村600円）

l玉泉洞・ハブ博物公囲は別料金】
・琉球ガラス村【琉球ガラスはし置き1つ】
t森のガラス館l琉球ガラスはLtき1つ】
・ひめゆり会館【トロピカルドリンク1人1杯】
・御菓子御殿（恩納店）

Iハイビスカスティーとオリジナルお菓子1つ】
・パイナップルハウス【パインシャーベット1つl

〈旅行企画・実施ジャルパソク〉　　　　　　蔓耽肖料なし】

ホトルウわチング中部（読谷）発　璃
l肺司コdNN9る05亡（D）

その優雅さをあらためて実感！

●ご利用いただける期間■12／28－4／6
●代金：おとな4．800円（3．800円）、こど
も（6～11歳）3，800円（2．800円）＊5歳

以下のお子さまを同伴される場合は現地
にて保険料として1名につき500円お支
払いください。＊安全上の理由により、当
日の天候・海洋状況によっては5歳以下の
お子さまのご参加をお断りさせていただく場合があります。前日17●00までに
ご利用施設に直接ご確認ください。●行程：読谷（蔀屋漁港）→ホエールウオッ
チング→読谷（都塵漁港）●集合時間：①8：30②13：00＊いずれかを選び、
ご予約時にお申し出ください。●所要時間：最大4時間　●代金に含まれるも
の：ホエールウオッチングガイド代、クルーザー乗船料、保険料、消費税等諸税
＊6歳～中学生の参加は保護者の同伴が必要となります。＊高校生～未成年者

の参加は保護者の同意が必要となります。＊名護～宜野湾地区ホテルより送
迎があります。ご希望のお客さまはご予約時にホテル名およびご旅行中の連
絡先をお申し出ください。送迎可能なホテルはお申し込み旅行会社にお問い

慧諾ミニ鋸。　匝：≡二　　■
取消料－ご利用日前日30％、当日50％、開始1時間前100％

＊左記マークのついているプランにてご利用いただけます。

＊「早決30」は商品コード末尾・代金が（）内となりますので、

ご注意ください。
＊ご利用に関する注意事項はP．25をご覧ください。

ォルカ号海中散歩　　　璃
■富市巨EdNN9605W（X）

ポイントに到着しますと展望室に下りていただき、大型ワイドガラス
でパノラマスクリーンのように海底散歩をお楽しみいただけます
（専任マリンガイドによる聞いて得するアナウンス付き）。

●ご利用いただける期間：10／1～5／5
●代金：おとな3．000円（2．000円）、

こども（6～12歳）1，500円（500円）、

5歳以下無料

●行程：那覇漕→水中観光→那覇浩
●出所暗闇■9：00／10：15／11：30／

13．45／15：00

＊いずれかを選び、ご予約時にお申し出ください。

●所要時間：約50～60分
●代金に含まれるもの‘乗船料、保険料、

消費税等諸税
＊5歳以下のお子さまをお連れの場合は、

ご予約時にお申し出

〈芸…芸トマリン。E正駈監三三
取消料ご利用日の2日前30％、前日50％、当日100％
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・‾密粛折拓鞘▲む震、ノ

赤ちゃん（生後8日以上3歳未満）連れのお客さまの

快適な空の旅をお手伝いさせていただきます。

詳しくはhttp：／／www．JaLco．jP／SmZteSuPPOrt／baby．htmt

JAU†ツタ

7

ルネッサンスリゾートオキナワでは、3～6歳（未就学児）の

お子さまがこども添い寝旅行代金で参加される場合、現
地にて下記幼児宿泊代金のお支払いが必要となります。

だたし、ルネッサンスに21空泊以上ご胤白の方は「25周年琉球　●滞在中、朝・夕食フリー

ルネッサンスJクリスマス、ニューイヤーのおもてなしにより・　（おとなの方の食事と同席の場合のみ）

12／ト25、1／A～31宿泊は幼児宿泊代会が不要となります。●お子さまアメニティーをご用宕

（レンタカーDEチョイスは懐く）

■幼児宿泊代金（1泊あたり7名機／現地払い）

【ルネッサンスト10／1－12／28、1／4－5／2宿泊．3．675円・12／29～1／3、5／3・4宿泊▲5．250円

※にども添い寝旅行代金でご参加のお子さまへのおもてなしlをご利用にならない場合でも幼児宿泊代金の

お支払いは必要となります。
※こども添い寝旅行代金でご参加のお子さまに『ホテルからのおもてなし』は付きません。

※『ホテルからのおもてなし』等諸条件をご確認のうえ、こども添い寝旅行代金＋幼児宿泊代金（現地払い）が

通常のこども代金より高い場合には通常こども代金にてご参加ください。

暦法きつ・ヰ：
3～6歳（未就学児）

＊現地にて幼児宿泊代金の

蘭亘E）是認塞豊畏詣琵、。j

3日簡基本フライト利用

1、言￥「〕l

；禦転・山：脚

職■■－1－■l■l■l■．■－．■■一一．・．．．一一一 　‾、〇㌧1－－■‾1■■■■■■■ 　　し 　き■－ ヶ丁、∴二二二、ギ攣il－昭野 � �7リツJT－ズ　●4～8名桜。ただし、必ず小学生以下のお子さまを富みます（4・5名利吊は 慧慧認霊烹菜章諾諾護憲曇謹書琵諾深雪 

以眠金／†名桜 �3日間 �4日筒 

6～8名利用 �＋2．000円 �＋3．000円 

5名利用 �＋3，000円 �＋4．500円 

4名利用 �＋4．000円 �＋6，000円 

囲：3日間＝NS9703K 　4日間＝NS9704K 

－■・こき－ヾ、－だミき、一軍町　　　　　　　、一撃r㍉書写、ト ��さまに調概評餞躍 
一r．血■■」二▲．i 　b▼、 

ヒこ＿√＿二二＼†やこ喜．．、一二‡　　　　1’き■ノ　（訊， ��　　　　　　　　　ヽ＋ キッズクラス（3－6歳の未就学児）：全期間対象・成り・ゾ′、恵那・マ・てメニー▲ ジュニアクラス（6～12歳までの小学生）：　　　も■ 

正撰ベッド2台＋お子さま用2段ベッドのこ間」用となります。定員は4名様となりますが、おとな3名様以上での利 用はできません。必ず小学生以下の（こども旅行代金でご参加の）お子さまを含みます。＊同伴幼児・こども添 い寝は適用人数に含まれません。参加形矧こよりベッドが手狭になりますので、あらかじめご了承の上、ご参加く ださい。また、こども添い寝のお子さまが参力0される場合もベッドが手狭になりますのでご了承ください。 ��窄器・ 

橿岩漂㌫豊2誓雷雲チリ華で約1時間（沖縄自動車温園 ��籠罠慧慧琵琶．一驚二テ．」（イ；主云 
※ホテルからのおもてなしがあります。詳しくはP．13をご覧ください。匪頭重型 

（1泊につき1セット／1童）

．●二　日　　　　　　　；●こT】

＊A型・B型をご用意しております。

＊ベビーカーご利用のお客さまはご予約時に
＊フリッパーズコネクティングルームも1泊につき　　ぉ申し込みください。
1セットとなります。

■亨帯同ココ（限定）：NG90578（3日間）

：NG9057D（4日間）
＊車種サイズをご用霧しております。

（メーカーの指定はできません）

噛：3日間＝NS9703J　4日間＝NS9704J　囲：定型コース型

出発日カレンダー

旅行代金（1名様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円

笹本代金 ���A �B �⊂ ��D �E �F �G �H �l �」 �K �L �M 

3 日 間 �お と な �4名／1室 �弛弼 �軋800 �45】800 ��姐800 �軋8抽 �55即0 �59月00 �7ユ，800 �弘800 �102，800 �1吼800 �11Z8∝） �122．800 
3名／1室 �昭00 �鴫8∞ �49 �8∞ �52，800 �5518四 �59，8m �63朋 �刀，8∞ �91，8揖 �柑7，800 �113，8∞ �117，800 �127，800 

2名／1室 �鳴る00 �亀800 �5 �800 �弘，餌0 �鴇約0 �63，8m �軌800 �81，800 �95．8∞ �川，8飴 �廿用00 �121，800 �131，8的 

こども3・4名／1室 ��ミさ十王DJ �軋800 �賂 �抑0 �他用 �51，880 �54，800 �57，888 �6脚0 �汚，800 �陀800 �91，808 �9描00 �柑3，800 

トレジャーマップを手にホテルのあちこち

を探索して海賊たちの謎解きにチャレンジl

！慧雷完走　鱒劇警
；一言言1＿一‘●　ゝ・

マリンカウンターにて　◆ギ

お申し込みください。

ト詳しくは13ページ…

基本代金 ���A �B �C �D �E �F �G �H �l �」 �K �L �M 

4 日 間 �お と な �4名／1宴 �45，8∞ �職制 �53｝8∞ �矧伽 �軋る抑 �65，8∞ �69，8持 �81，600 �105，8∞ �117，800 �142，800 �1吼8朋 �156、餌0 
3名／1室 �51，800 �封，800 �59，800 �蛇8∞ �67β00 �花8∞・ �75，800 �隠800 �111，800 �124，800 �148，800 �1乳800 �162，800 

2名／1室 �57，800 �60．約0 �65．8∞ �吼珊 �73，8的 �78，800 �81，800 �鋸，800 �11細伽 �138－800 �155β00 �161，800 �169が0 

拙削 �鴫800 �53，800 �Sも，800 �弧弼 �64，＆00 �輪，離8 �74朗0 �弧舗8 �101，8的 �119，800 �ほ21餌0 �‡29，808 

○フリッパーズコネクティングルームをご利用の方は上記2名／1室基本代金に追加代金を加㌘してください。（おとな・こども同告別　●フライトによっては追加代金が必要となります。詳しくはP3をご琵ください。

流刑孤閥まi協動■●旅行日程表に明示した往復航空運賃（個人包括旅行割引運賃適用）・料金、宿泊費、食事代、紙オムツ代、お尻拭き用ウエットティッシュ代、消閑税。


