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10月からの旅
宰竪琴墜≡一一＝一°㊨

胡錮
巧i央

90日／60日／30日前までの

予約がお得！

石垣島宮古島久米島
西表島小浜島竹富島
与那国島ヨロン島奄美大島

対象コースは左記マークが目印です。（トP．5トP．30）

JALパック宅配便プラン付き（什。，＊お，人さま1個ご利用いただけます。（復路出発空港にて，

邦
デ

1砿誌翻攣亀、



闇填
上記マ＿クが目印です。おくつろぎください。

観光タクシー、レンタカーコースは
ホテルを9：00以降出発／17：00前
到着のゆったりの行程です。
ホテルチェックイン後もゆっくり

ミニl－三三‡主Il干＿甘＿

JALグループ沖縄路線＊にご搭乗いただ

ヨいた万全1に、グルメ・観光・ショッピング

ヨ芸芸濃誓誤認農芸票雪
召ブック「ちゆらナビ」をプレゼント。

＊本土→那ホ・石垣・宮古路線。

沖縄県内路線は対魚外0　　　　　　　※イメージ

沖鎧綴苛儀等産盟射出銅等琵琶衆意袋屋

訝詔撞銘婿誓脛
期間内に沖縄県内で損影した想い出写真を専用ホー

ムページから投稿いただき、優秀作晶に遭ばれると、

沖縄線往復航空券や沖縄特産品がもらえます。

＊上記キャンペーンはJAL実施・運営のキャンペーンとなります。

魅力あふれる
自然も、街も、味覚も、
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慧忠霊霊宝那覇空港から
議磯御 車で約60分　金城町石i道

1、圏内には首里城正殿をは

じめ、守礼門などの文化

財が点在しています。

2、琉球の始祖「アマミキヨ」

が造ったとされる琉球最

高の聖地。

炉濃等
よみたんモん

読谷村

北谷町
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JALJマックの旅へ
遊びも、豊かな旅をエスコート。

章■きしいさ盃と遠点∴三夫守㍉工　　　　　　、：

両賞の魅効蜜思緋思齢経満喫習澄ます。　帝

十∴墨千十∴立言　　∴辛章十宣
那覇空港から幸で約2時間　　　　　那覇空港から

車で約1時間40分

1、海洋博公園にある人気スポット。世界暴大の魚ジンベ

エザメやナンヨウマンタが観察できる大迫力の巨大水

槽「黒潮の海」など、沖縄の海を丸ごと体感できます。

2、美しいエメラルドグリーンの海の上を

はしる、通行料無料の一般道としては日

本最長の橋。沖縄本島と屋我地島、古宇

利島を結びます。

●、

今帰仁城跡
●

沖縄等ら海水族館

√　もとぶちょう

ーハエ‘i；；●

ナゴ／指すツまルパ⊥ク／
OKINA血フルニッらルビ
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、●斎唱御嶽

∧パど

やえ‘せちょう

㍉八重瀬町

●古宇利島

オ辞利大橋
●屋我地島

●辺戸岬

国頭村

●比地大滝

●

慶佐次湾のヒルギ林。9
8

もつ

マリンスポ棚ツはもち′うん、

与言論民俗村など罰光も薫しめます．∴

書雷鳥汚中盤腰
宮古空港から車で約25分

伍≡ヨぷ讐禁忌

宮古島海中公園●

由謹薩l　誓山ビ‾チ

バイナガマビーチ●

学童姦違憲庵…諾欝
1、宮古島に生息する色とりどりの熱

帯魚を、まるでタイピングやシュ

ノーケルをしているかのように観

察できます。

2、太平洋と東シナ海を一望できる

雄大な景色は、「白本都市公園百

景」にも選ばれています。

与那覇前浜●　躍ヨ
●東平安名峰

0

与那国島
L

l

星砂の浜●

無平安名瞳学窓苗嘉海中滋層恕恩
喜しい意㍊了・賛意∴、圭圭二、二■ボ宮、・七三三㌢王手

●上原漕

●マリュドゥの滝
●カンビレーの満

仲良川●　いりおもてじま

巨星ヨ

南風貝田の浜●　●大原湾

取捌割
石垣空港から

車で約40分

●Jll平湾

石垣島天文台
●

石垣島鍾乳洞●

凰盟ヨ　屈ヨヨ

八重山文化の中心．石垣叢と．
芋蔓敵前劉鄭熱一沖縄の原風景が残る嘉や

固ヨ田

●

石垣漕

1、石垣島幕北端の岬。

2、サンゴ礁や小島に

取り巻かれ、沖縄の

なかでもつとも美し

いと名高い入り江

のひとつ。

平久保崎
●

lshigaki

ヱ望應
2013年調7田開焉

紺軍籍≡雲芸票欝
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座席指定で快適なフライト　～窓際・通路側・並びなどのご希望を承ります。～
＊ご利用便はお申し込み時に確約となり、座席のご希望はご搭乗田の2カ月前から承ります。

［クラスJ】アップグレードプラン
＊ツアー予約と同時にお申し込みいただけます。
＊1区間（片道）2，000円（おとな、こども、こども添い寝同額）代金には1，000円の

［クラス」】料金と事前確約代金および消費税を含みます。

（基本フライト以外をご利用の場合は、別途フライト差額が必要となります
＊一部フライト差額不要のコースもあります。）

＊対象となる座席数には閉りがあり、ご希望の座席がお取りできない場合があります。

＊使用航空稀の変更により、予告なしにご指定済みのお座席番号が変更・取り消しとなる場合があります。

カンタン便利なJALタッチ＆ゴーサービス
～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、「ご搭乗案内」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。

受託手荷物はお一人様20kgまで無料でお預かりいたします。
（個数制限はありません）
＊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、お一人様合計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「」ALホームページ」にてご確認ください。

マイルがたまります
ジャルパックなら、」ALマイレージバンク（」MB）で

区間マイルの50％がたまりますo l詳細：裏表紙〉

JALスマイルサポート 烹烹糾⑰麦霊糾廓浩志－ト
＊諾警漂誤慧㌶諾ご冨霊芸芸芸芸誓誓言認諾認諾望讐内へとご案内を行うなど

l
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…「こども旅行代金」は、満3歳以上12歳未満のお子さまにご利用いただけます。
●おとな・こどもの区分表示がない場合は満3歳以上からおとな・こども同額の旅行代金の適用となります。

●にども旅行代金」は3名以上／1室利用で1室につきおとな旅行代金適用者2名以上ご利用の場合のみ適用となります。（例）おとな1名、こども2名でご参加の場合、こども1名はrおとな旅行代金」となり、2人日から「こ
ども旅行代金」適用となります。ただし、「旅スケッチ」基本代金はご参加いただくおとな・こどもそれぞれの旅行代会が適用となります。

〈お子さまの食事について〉「こども旅行代金」にてご参加のお子さまの食事はおとなに準じた、もしくは数品少ない程度の料理内容となります。また、一部施言封こおいては、お子さまメニューとなります。

「こども添い寝旅行代金」はベッド、お食事を必要としないお子さまにご利用いただけます。

※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。

（注1）座席を必要とする場合は旅行出発前にご予約ください。

（注2）ルネッサンスリゾートオキナワ、ココガーデンリゾートオキナウ、マリンピアザオキナワご利用のお客さまは
食事（朝・夕食）付き（おとなの方の金字と同席の場合のみ）、アメニティーグッズ頬付きとなります。詳しくは
20ページをご琶ください。

■■■壕制限瀾i椚■　　　　　　　　　　　ことも添い寝 

福岡発 �岡山発 

11／1－12／22、1／6－26発 �23，800円 �27．800円 

25，800円 �28．800円 

12／23～27、1／4・5、3／9～4／27発 �28，800円 �32．800円 

12／28－1／3、4／28－5／6発 �33．800円 �36．800円 

※旅スケッチ基本プランのこども添い寝旅行代金については35ページをご覧ください。

●「こども添い寝旅行代金」は、上記マークの付いているコースおよび旅スケッチ基本プランに設定されております。●「こども添い寝」の対象年歯は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（旅スケッチ基本プランのにども添い頭」の対象年齢は、特に明記のない限り3～6歳〈未就学児〉となります）。詳しくは各ページをご覧ください。●にども添い寝旅行代金」には、明示した往復の航空運賃
および〈旅スケッチ島めぐり2フライトプラン〉ほお選びになった離島間航空運貨・料金、消費税等諸税のみ含まれます。●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。●「おとな旅行代金」適用者1名
につき、「こども添い乳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、「こども漂い寝」はご利用いただけません。●ダブルルームご利用の場合はベッド1台につきにども添い寝」1名
までとなります。●添い寝の標、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。●利用便による差顕代金は必要ありません。ただし、旅スケッチ島めぐり2フライトプランはフライトによってフライト差額が必

要となります。詳しくは35ページをご覧ください。
●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。●旅スケッチ現地合流プランの設定はありません。●にども添い寝旅行代金」が通常の
こども代金より旨い場合は、通常こども代金をご利用ください。●ザ・リッツ功一ルトン沖臥ルネッサンスリゾートオキナウ、ココガーデンリゾートオキナウ、マリンピアザオキナワでは別途幼児宿泊代蓋がかかりま
す（現地払い）。詳しくは宿泊施設に直接お問い合わせください（ルネッサンスリゾートオキナウ、ココガーデンリゾートオキナワ、マリンピアザオキナウは20ページをご覧言ください）。



ロ早めのお申し込みはとってもおトク！∈臨庸璃垣垂垂二：〉 � 

◆テーマを楽しむ旅、リゾートステイ＝≡り、旅スケッチ湖、オプショナルプランく2に設定 � 

90日前までにお申し込みなら1泊につき3，000円割引：弓　30日前までにお申し込みなら1泊につき1，000円害 �帽I 

60日前までにお申し込みなら1泊につき2，000円割引　≡≡…重器軍票蔓蕾護憲護憲禁畠の設定はありません0 � 

BJALJYック宅配便プラン付き～当プランは、」AL手ぶらでおでかけサービス「宅配サービス」を利用しています。～国 

lお荷物について1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L塾重量住区⊇邑三」 

●お一人さま一個ご利用いただけます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●「復路到着空港」により配達可能地域が限定されています。配達不可地域へのご利用はできません。 

●お荷物一個あたりの重さ20kg以内、大きさの3辺が50⊂mX60⊂mX120cm以内とな　　※詳しくは「」ALホームページ国内線」AL手ぶらでおで別ナサービス宅配便サービス配達区域 

ります。ただし、宅配便プランのお荷物を含め、ご搭乗便でのお預けのお手荷物の合計が　　　一覧」をご覧ください。 

お一人さま20kgを超える場合は、航空運送区間の超過手荷物料金が別途必要です。　　●お乗り継ぎの場合は同日中の旅程に限り承ります。 

「詞一再万富「　　　　　　　　　　　　　　　　　●ご搭鮎当師の配達はできません。 

●復路便出発空港にてご搭乗手続きをお済ませの後、手荷物お預けカウンターに椅罠光券」を　」．旦旦遡．」 

ご提出ください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●「こども添い寝旅行代金」および「旅スケッチ現地合流プラン」でご参加のお客さまは対象外となります。 

●ご本人様に限り有効です。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　●ご利用いただけなかった場合でも払い戻しはいたしません。 

恕ハートフルサービス※嘉；票梨芸賢リゾ十干ティ・密
下記のサービス内容の（1）（2）いずれかが対応可能な宿泊施設には上記マークを記載しています。

●歩行が歴難なお客さまなどへのサービスとして可能な範囲でご対応いたします。

（1）エレベーターに近いお部屋・歩行距離の少ないお部屋のご予約や館内の移動のお手伝い。

（2）お客さまのお鞄（荷物）の運搬（バゲージアップ）、お部屋までのご案内。
＊エレベーターの完備の有無ご案内。エレベーターがない場合は、階段の昇り・降りのお手伝い。

囲夕食ご要望サこ‾ビズ※蒜；浩志痙・リゾ脚・固
減塩・低カロリー・脂肪控えめメニューや苦手な食材を除いたメニュー、調理方法、食事の分霊を少

なくする、アレルギー対応など、いずれか1項目でも対応可能な宿泊施設には上記マークを記載し

ています。（夕食の食事条件がバイキング、朝食・昼食・ホテル外の場合は対象外となります。）

各サービスは、事前にお客さまからのご要望をリクエスト用紙にて受け付けいたします。内容によって、お客さまのご要望にお応えできない場合があります。その場合、お申し込みの旅行会社よりお知らせいたし

ます。別途迫力コ料金がかかる場合があります。（お客さま負担／現地払い。）※お申し込みは、ご旅行出発日の前日から起算して10田前までとなります。それ以降はお客さまご自身で宿泊施言受にお申し出ください。

±空空事室些室室璽些事舌サービスの元があった■合臥い－トフルサービス」「夕貴ごTlサービス」リクエスト用組こ必すご記入いただせ岨当惑口までFAメ竜お■いいたします。

お客さまへのご案内（必ずお読みください）

l　利用便】：慧芸雷妄芸慧諾認諾霊芸㌶㌫諾慧宗よ芸
り題ぎ時間が必要です。最新の国内線時刻表でご確認ください。

l宿泊施設l…霊‡≡警芸冨警ン票芸憲票三笠霊諾：芸誌器…票買完莞裟
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。●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。●「ホテルからのおもてなしJ、「うれしいポイント」は特に注釈がないかぎりお1人様につき

滞在中1回のご利用となります。なお、「ホテルからのおもてなし」、「うれしいポイント」は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になる場合があります。●1室利用人数

は宿泊巳すべて同一利用人数でご予約ください（旅スケッチを隙く）。

ォプシヨナルブラン取消料について●［車重田直垂B取消料基準は取消料Aまたは取消料Bを適
用します。（裏表紙をご覧ください）●慨消料なし【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。舞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喝合は、その取消料を適用いたします。

巨石手一・・二苧㌫二二‥∴∵工十∴二器ニー㌫∴立∴T；霊・
合があります。●料理内容および食事場所の「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場合があります。また夕食付き宿泊施設をご利用で、お

客さまのご郡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。

1旅行代金表l志望賢一諾濫慧芸誓言0慧芸漂慧‡†三芳芸芸諾諾意書
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。●こども旅行代金およびこども漂い寝旅行代金については、3ページにども旅行代金」、「こども添

い寝旅行代金」をご覧ください。●旅スケッチの旅行代金適用については31～34ページをご覧ください。

l　その他‡！警漂禁認諾㌶器温慧冨慧慧諾孟雷雲雪ぎあります0ま

宿泊施設の設備・サービス、各種マークのご案内

酎＝巨相等誓望無断欝療園芸守㌻ル㊧霊夢咽巌蒜勺個㌫詣品囲霊宝柳田歪警喝あり
⑭チェックイン時刻lIDアーリーチェックイン時刻囲チェックアウト時刻⑮レイトチェックアウト時刻◆移動手段叫＝田朴ランスオーシャン航空利用・琉球エアーコミューター利用

＊」ALグループ内のほかの運航会社・乗務員にて運航となる場合があります。

慧慧≡慧禦慧慧ます0　　禦碧雲琵　　琶慧富ま憲完貰芸孟利用芸；≡；二利用A＝レンタカ‥利用
■旺■■芸芸欝害琵空㌫聖で喫腰可能です。圃＝造詣最深農芸黒雲完・◆行程帽田＝フリータイム（ご利用便にようてはフリ‾タイムがおとりできない脚あります0）※＝お客さま負担　也＝温泉付きホテル　由＝朝食のルームサービス対応可

慧慧芸慧慧：慧けません。薗＝蒜慧ジ・食事内容璧璧聖二芸白の珊ら
前日までに宿泊施設へお客さまご自身でご予約ください。

詳細については各施設へお問い合わせくださし1。●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　国璽】＝空港・港などから無料送迎があります。ご予約時にお申し出ください0
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。　　田　＝空港・漕などから無料送迎があります。予約の必要はありません。

●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

旅行会社の皆さまへ

園囲マークはたび」ALの「た胴二ユアル」にて乱い情領がご竃いただけます。囲謂慧琵琶莞票慧空ぎ毘諜慧急監諸雛野蒜志認諾謡篇よす。

JAU馳／ク
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究極早期お申し込みがお得！
例えば、リゾートステイ〈オクマ〉コースなら

●90日東あご予約で、3日間6，000円割引4日間9，000円割引5日間12，000円割引6日威15，000円割引

●60日前のご予約で、3日間4，000円割引4日間6，000円割引5日間　8，000円割引6日由210，000円割引

●30日前のご予約で、3日間2，000円割引4日間3，000円割引5日間　4，000円割引6日由25，000円割引
‥：：1早浣90は11／1～5／6出発の設定となります。；：ミ2　6日間は前（援）泊那覇プランとなります。

設定コース

崇1ホテルからのおもてなしのグレードアッププランを除く。※2旅スケッチは早決90の設定はありません　※3上記マークが付いているプランにこ利用いただけます（早決90・60の設定はありません）。

【ご利用に関する注意事項】●対象コース・ホテルは一部となり、上記マークが目印となります。●割引金額などの詳細は各ページをご覧ください。●こども漆い寝旅行代金でご参加のお客さまは割引対象外となります。●出発

日の前日から起算して90日前（早決60は60日前、早決30は30日前）までにお申し込みいただき、かつ同室のお客さま全員の航空機・宿泊などすべてのご予約が確定した場合のみとなります（旅スケッチは宿泊日、オプショナルプ

ランは利用開始日の前日から起算します）。●出発日の前日から起算して90日前（早決60は60日前、早決30は30日前）を過ぎてから予約内容を変更される場合は、おトクな内容の対象外となります（旅スケッチは宿泊日、オプショ

ナルプランは利用開始日の前日から起算します）。

逐蜜ホテルからのおもてなしが充実！
宿泊ホテルでの滞在時間をよりご満足いただくために、お得なホテルからのおもてなしをご紹介。
：：＝設定ホテル・コ1スは限られております。また、下記以外にもホテルからのおもてなしがあります。詳しくは各ホテルページをご覧ください。

13：00アーリーチェックイン／

12：00レイトチェックアウト　■讐慧讐崇
＊〈オキナワマリオットリゾート＆スパ〉は12●00アーリーチェックインとなります・

ゆっくりとホテルで

お過ごしいただけます。

●「アーリ【チェックイン」はお部屋の整備に

若干お時間をいただく場合があります。

●対象除外日がある場合があります。詳し
くは対象各ホテル′ヾ－シをこ琵ください。

喚声▲・垂是

JALプライベートリゾートオクマに

4連泊以上ご宿泊なら　　　■斤∈眺。，三池＿

JALプライベートリゾートオク

マに4連泊以上のご宿泊でお

帰りの宅配無料！

【お1人様1個（20kg）まで／片道：
ホテル⇒ご自宅等指定先】

●お預けの荷物はJALプライベートリ
ソートオクマからの発送となります。

17ページをこE言ください。

うれしいく夕食1回付き〉　　■斤妬i。．三…随一

滞在中1回夕食をお召し上がりいただけます。
●ご利用条件はホテルによって異なります。詳しくは対象各ホテルページをこ覧ください。

●対象除外日や除外施設・除外メニューがある場合があります。詳しくはお申し込みの旅

行会社へお問い合わせください。

〈お得3のご案内〉●レストランの予約はされていません。メニューによっては予約が必要となりま

す。連休・年末年始・コールテンウイークなどにご利用される場合は、事前にご予約されることをお

すすめします。お客さまご自身で出発30日前以降に宿泊施設にご予約ください。●貸切・満席・

休業などでご利用いただけない場合があります。また、利用時間・休業日は変更となる場合があり
ます。●施設の都合などにより、予告なしに変更もしくはご利用になれない場合があります。

うれしいルームグレードアップ）．音∈弧i刃．加■

＼、室塑墜塾生』ノでグレードアップされたお部屋をご利用いただ

けます。

●クレードアノブプラン、オールインクルーシブプランではこ利用いただけません。

●早決90・60・30の設定はありません。

●こ旅行予約時にお申し込みが必要となります。ただし先着順となり、室数限定でのご

案内となります。
●ご利用条件はホテルによって異なります。また、対象除外日がある場合があります。

詳しくは対象各ホテルページをこ箔ください。

●同じお部屋タイプに連泊となります。

滞在中にホテル内チャペルで
挙式をお申し込みのお2人へ．斤云弧。，j…旭■

＼選撃墜塗製少でグレードアップのお部屋をご用意いたします。

●リソートステイ〈オクマ〉〈日航アリヒラ〉〈カヌチャへイ〉〈カフ【リソ【卜〉〈ムーンヒーチ〉〈サ

ンマリーナ〉〈オキナワマリオットリソ曲ト＆スパ）でご用志しております。

●ご旅行予約時にお申し込みが必要となります。
●ご予約の際に空室がある場合のみ対応（リクエストでの受付）となりますn
●対象各ホテルページに記載の「ホテルからのおもてなし」は〈リソートステイ共通〉のみの適

用となります。

●クレートアップのお部屋は指定できません。

●ご予約時、挙式日・新郎新婦名などをお知らせください。

●同じお部屋タイプに連泊となります。

●詳しくは対象各ホテルページにてご確認ください。

旅行会社の皆さまへ
安付注君事項

「ホテル内チャペルで挙式をご予定のお2人ヘルクエスト用紙に挙式
巳・新郎新婦名などの必要事項をご記入いただき担当窓口までFAX
をお願いいたします。

「ホテルからのおもてなし」「うれしいポイント夕食1匡】付き」の内容はrたびマニュアルJ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ご自身による事
前のご予約が必要な場合があります。



誉一リゾートステイにご参加の方は見逃せない！
旅スケッチ利用不可

㊨慧棚」攣チケト付き願濫慧

くオクマ〉く日航アリビラ〉

滞在中レンタカーコースなら

専用カウンターにてレンタカーをラクラク配返車。

オリックスレンタカー「JALパックオクマ・アリビラコース専用カウンター」にて手続きをいた

しますのでスムーズにご出発いただけます。

●詳しくは16ページにてご確認ください。

階層指定・最上階指定のお部屋を
ご用意いたしました。

例えばホテル日航アリビラな
ら、上層階5～7階のお部屋に

お泊まりいただけます。また、

最上階指定でお申し込みいた

だけるお部屋もご用意（室数限

定）しております。

●設定ホテルには左記マークを記載

しております。詳しくは各ホテル
ページにてご確認ください。

囲匿翌禦竺：せ禦撃を‾二二二＝■■」ご用意しております。

オージャンビューのお部屋を

ご用意しております。

●設定ホテルには上記マークを記載しております。（「禁煙ルームあり」「一部禁煙ルームあり」マークは禁煙
ルーム指定、または禁煙ルームがお選びいただけるホテルに記載しております）詳しくは各ホテルページにて

ご確認ください。

雷義　～グループ＆3世代旅行のご家族のみなさまへ～

笥紆　お近くのお部屋をご用憲いたします。

上記マークの付いているテーマを楽しむ旅、リゾートステイコースでご利用いただけます。

●「お近くのお部屋」とは、両隣または向かいまたは斜め向かいでのご用意となります（お部屋位置、部屋番号な

どのご希望はお受けできません）。

●お部屋は同客室タイプ・条件（禁煙・喫煙）でお申し込みの方同士が対象となります。異なる客室タイプ・条件
でお申し込みの場合はご利用いただけません。

●前泊・後泊プランでお申し込みのお客さまは、リソート滞在、那覇市内ともにご利用いただけます。

●当サーヒスのお申し込みは、ご旅行出発日の前日から起算して10日前までとなります。

●お部屋のご提供内容は対象ホテルチェックイン時のご回答となります。ご用意できるお部屋には限りがあり、
ご希望に漂えない場合があります。

●ご利用条件・客室はホテルによって異なります。また、ご利用除外日がある場合がございます。詳しくは各ホテ
ルページにてご確認ください。

旅行会社の皆さまへ
受付注意事項

上記サービスをご要望のお客さまの予約記録が2つ以上になる場合は、必ず備
考欄に同行者の情報（リファレンス）をご入力ください。

もう1泊して余裕たっぷりの旅に。

く前泊那覇〉く後泊那覇〉プランをご用意いたしました。

プラス

設定ホテルには
上記マークを記
載しております。

I詳しくは
16ページ

那新空港からご宿泊の那覇市内ホテルへお手荷物をお届けします。

【受付場所】那覇空港到着ロビー1FOAS航空手荷物専用受付カウンター
【受付時間l①9：00～12：00（那覇空港到着日：40まで）④12：01～16：30（那覇空港到書
16：00まで）お客さまの那覇空港到窟時間帯に合わせご予約時に①⑦よりお選びくださ

い（受付時間によりお荷物お届け時間が異なります）。 受付時間①の場合17：00まで、②の場合19：00までにお届けします。

●ご利用いただける期間：2013年10即日～2014年5月6日　●旅行出発前予約（出発日の前日から廷貸して10日前までに旅行会社にてご予約ください0）

＊受付時間外の当プランのお手荷物のお取り扱いはできません。また那覇空港のご到茄が1600を過ぎるフライトをご利用のお客さまは、当プランのお申し込みはできません。＊お預けお手荷物数・サイズに制限はございません

が、危険物・カート頬・鉄砲刀剣・再発行が困難な証明雷煩・発火類・控発性のある物品イ言書・現金および有価証券類のお取り扱いはできません。＊ご利用人数や当日の混雑状況等により、お手荷物はフロントにてお預かりとな

る場合、またお客さまご自身でお吉8屋にお運びいただく場合がございます。＊お届け時間の指定はできません。また、交通状況等により、指定時間までにお届けができない場合がございます。

ご宿泊ホテル（前泊の場合初日） �仁王透王】（限定） �ご宿泊ホテル（前泊の場合初日） �固辞（限定） 

沖縄かりゆしアーバンリゾート十八 �NG9110N �ロワジールホテル那覇 �NG9110R 

ホテル日航那覇グランドキャッスル �NG9110P � �NG91105 

NG9110Q �沖縄ナハナ・ホテル＆スパ �NG9110T 

●バゲージチェックインプランをご希望のお客さまは、ツアーご予約時にお申し込みが必要です。
●ご予約時、那覇空港到着時間帯（フライト便名）をお知らせください。到着時間を30分過ぎて

も受付がお済みでない場合、プランのお取り消しとなりますのでご注憲ください。

旅行会社の皆さまへ
／でゲージチェックインプランはツアーご出発日・初日ご宿泊ホテルにて1予

約記録につき1組ご予約ください。

JAUIyク
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二沖縄滞在中に＋ロの彩りを．JALハックならではのオフショナルフラン！

リゾートステイく本島コース、、主り、テーマを楽しむ旅り＼韮山諸島をめぐる、‾主ご、〉お申し込みの方に、お1人様2．508円でホテルディ

ナーをお召しあがりいたたける宿泊者限定オフショナルフランをこ用苦しました（要事前予約）。1日あたり故這限定でのご用音と

●誓監芸票差票や㌫荒器詣言霊器量冒漂あります胤くは下記をご覧く鋸，（注1）㌫旨宗完莞謡荒㌫需品豊での設定です舶後泊那覇プランの

（注2）〈八重山諸島をめぐる〉コースは、1泊日（ホテル日航八重山）、5日間コースの4泊目（ホテ
ル日航那覇グランドキャッスルまたはホテルJALシティ那照）にてこ利用いただけます。

l：溝欄コd（限定）NG9571B

●旅行出発前細入（出発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にてこ員茹入ください。）

●代金に含まれるもの●対象メニューの食事代、サービス料、消費税等諸税

●〈10／1～31〉フッフェ「サーフサイドカフェ」

＋季節のソフトドリンク（1杯）

●〈11／1～5′10〉洋食セットメニュー

「サーフサイドカフェ」

⇔ハーへキュー「レストランピーチサイド」

＊全席禁煙

l氾2．500円（おとな・ことも同額）

（4，000円相当特別メニュー）
＊プッフェ「サーフサイドカフェ」は6～12歳は1，650円を現

地にてお支払いください　＊5歳以下は無料です

●洋食プッフェ「ラ・ティーダ」
＊全席禁煙

l匪I2，500円（おとな）

（現地販売価格〈参考〉4，200円）
＊7～12歳は2，100円を現地にてお支払いください

＊6歳以下は無料です

●洋食プッフェ「パラティ」

●和食「神着」
●中華「龍宮」＊全席禁煙

●ステーキ「HOPE」＊全席禁煙

㊥ハーベキュー「クーワクーワ

（10／1～31、4／1以降の営業）」

l胚ヨ2．500円（おとな・ことも同額）

（現地販売価格く参考〉4，620円）

●和食会席「佐和」

彗－；写慧ワ宕；J雷警護葺＝鷲基。欝水曜日
＊全席禁煙

l田2，500円（おとな・こども同額）（4，000～4，200円野太

相当特別メニュー）＊プッフェ「ハナハナ」は、6～12歳は

2．400円、4・5歳は1，200円を現地にてお支払いください
（一明j　＊3歳以下は無料です

仁苫屋コ旧（限定）NG9571∪

⑩フッフェ「セイルフィッシュカフェ」

（現地販売価格〈参考〉4，180円）
：一定休日　毎週水瞑目

⑩ハーヘキュー「コーラルシーヒュー」（特別メニュー）

：：除外日　日～火曜日、木～⊥暇日

＊全席禁煙

個日2，500円（おとな・こども同額）
＊フッフ工「セイルフィッシュカフェ」は、小学生は2，090円、

未就学児は1，254円、シニア（77歳以上）は2，090円を

ん∧▲虹－ヒ胤　現地にてお支払いくがし、

山†瑠コd（限定）NG9571D

＊フッフ工「パラティ」は、6歳までの衰就学児は1名まで無、電邑鱒…
料、2人日より577円を現地にてお支払いください

●洋食コース「Wlne＆DlnlngTheOTange」

＊全席禁煙

禁竿霜田2・500円（おとな●こども閥）

（現地販売価格〈参考〉4，000円）

lさ1滴コd（限定）NG9571Z

＊ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート、沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパには設定はありません。また、旅スケンチご参加の方はご利用いただけません。＊ホテルからのおもてなしの「レストラン50％割引」は対象と

なりません。＊ご用意可能な定員・内容・条件などはホテルによって異なります。料理・器は季節により内容が写真とは変更になります。＊レストランの予約はされていません。連休ヰ末年桑かコールテンウイークなどにご

利用される場合は、事前にご予約されることをおすすめします。お客さまご自身で出発30目前以降からご利用2日前までに宿泊施設にご予約ください。＊現地販売価格〈参考〉は特に注釈のない限り、2013年7月現在

のおとな1名桜あたりの参考価格となります。
旅行会社の皆さまへ 2，500円（ニッコー）夕食オプションはご利用日にてご予約ください。



九州。沖鴇では這太となる、口径185センチメートルの光学。赤外線反射式望遠抗「むりかぶし望遠鏡」を使って体

蔑する夜の天体貴空合にご参加いただけるオプショナルブランをご用意しました要事前予約）。

●ご利用いただける期間10／1～5／18の毎週金曜日

■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
にてこ予約ください。）

●代金　おとな・こども（6歳以上）2，200円、5歳以下無料

■代金に含まれるもの　星空カイト料、消費税等諸税
■集合場所　石垣島天文台

■開始時間　2030（所要時間　約30～40分）

●2名から催行（定員25名）

＊悪天候時は天文台内にてビデオやスライドを使用した解説に変更と

なります。
L≡…1二回コ■　NN9502P

〈お問い合わせ〉石垣島天文台（TELO980－88－0013）⑳

〈旅行企画・実施〉JALJTAセールス

取消料：ご利用日の3～2日前30％、前日40％、当日50％、開始後ま

たは無連絡不参加100％

◎＝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。

那覇空港－リゾートホテル間と、那覇市内ホテルーリゾートホテル問をタクシーで一直線。

お1人様片道1，500円でご利用いただけるタクシープランです。巨詳しくは52ページ

顧函覇等語顧‾面‾‾‾‾‾‾‾‾
竺」竜王恥＿1・リ1　‾　‾‾由

那覇空港－リゾートホテル間をシャトルバスで結びます。卜詳しくは51ページ

ー空言rDFSギャラリア沖縄」でご利用いただける

亜hJ1，000円分商品券の引換券がもれなく付いてきます！F

軒は義宋満の由子さまは除く　きこく1会計2，000円以上ご指人の場合にご利用いただけます

掛ス．兢　＝一幸撃離＝糀槻糊顛重言■朝一喜二幸＝’＝＝

圏
1，000円分商品券ご利用の流れ

やご旅行出発前「引換券」は旅程表とご一緒にお渡しいたします。
■営業時間　月～木9’00～2100

金～日・祝日9．00～22∫00

㊥ご旅行出発後　DFSギャラリア沖縄、2倍メインレセプションにて「引換券」を　　■アクセス

「商品券」にお引き換えください。引換券でのお買い物はできません。店舗にて　・ゆいレールにて「おもろまち郡」直結　那覇空運より所

「商品券」でお買い物こご利用いただけます。　　　　　　　　　　　　　要時間糾9鋸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）

●設定コースは一部となり、上記マークが目印となります0●商品券はお1人様につき1枚となります（12歳未満の　・那覇空港より車で約罰分

‥＿＿．ぐ．＿．．・丁∴‥‥●ご　∴†∴．・．・∴　　■∴一一∴．、、一．－∴一
産売り場、飲食施設、那覇空港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。●ご旅行ご滞在　■ホームページアドレス　hHp／／wwwdfsokinaV帽COm

中のみこ利用いただけます。未使用の場合でも払い戻しはいたしません0●引換券でのお買い物はできません0　　　　　　　　　　　　　　　2013年7月1日現在

DFSギャラリア沖縄（那覇市内／免税店）についてのご案内

●DFSキャラリアでのお買い物は「那『空′蓋」から由控沖詫県外に向かう掛このみこ利用可告巨で、免税品は那『望遠チェックイン徽二受け阿れます。○お買い掛は復路憶出莞の2時間前までに糸満ませください。●那覇空港からト」笠

鳥窪由で県夕日こ出発するケースは免税品を受け取れません。復路に那和空護を経由しない直行便をこ利用の士舅合はこ利用いただけません。●往復ともに那覇空港経由便をご利用のお客さまの商品受け取りはお帰りの際の那覇空

港になります。那覇から離島へご出発される際は商品の受け渡しは出来ません。●復路に離島から那覇空港経由で出発する場合の商品の受け取りは、40分以上の乗り継ぎ時間が必要となります。●ご利用に関する詳細は、DFSギャ

ラリア沖縄直0120（782）460にご確認ください。DFSギャラリア沖縄（DFS）でのお買い物にはショッピンクカードが必要です。沖縄本島に宿泊されるお客さまにつきましては、ショッピングカードを作成するために、当社は保有するお

客さまの個人データをDFSへ提供いたします。（事前のお申し込みは必要ありません）また、沖縄本島に宿泊されないお客さ到こつきましては、ご旅行期間中にDFSギャラリア沖縄でショッピングをご希望の場合は、お客さまのご希望があ

る場合に限り、当社はDFSへお客さまの個人データを提供いたしますので、お申し込み時にお申し出ください。l雄麺＝旧NE9130A
＊個人情報お取り扱いについては、当パンフレソト裏面記載の旅行条件（要約）をご確認ください。同一グループ内での異なるお取り扱いはいたしません。＊お客さまの住所、ご利用便等の詳細情報については提供していませんので、

ご利用当日にDFSギャラリア沖縄にてお申し出ください。＊ショッピンクカードはDFSギャラリア沖縄店内でお渡しいたします。

観光やグルメなどお碍な情緒満載のWEBサイト
「旬呑周島おきなわ」をチェック！

登⑳◎◎
＝こ、二∴一・JLt

ニー：工．r

一十叫おき　鱒素ヽ

一般財団法人沖縄観光コンベンションビューロー



ALハック沖鞘こ参加の方なら全と3こ利用いたたけます！ 追加代金なし！

●ご利用いただける期間：2013年10月1日～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）l取消料m医堅固

●旅行出発前予約（出発白の前日から運算して10日前までに旅行会社にてご予的ください。）　　　　　　　〈旅行企画・実施ジャルパック〉

世界遺産にも登録された歴史的なグス

ク（城）。毎年1月下旬から2月初めに開

花するカンヒザクラの並木は桜の名所と

古宇利島は半径約1km、周囲が約8kmの島2005年に開通した古宇利大橋を渡島と、エメラル

ドグリーンの美しい海が広がり、約2kmの海中ドライブが楽しめます。

しても有名。同時期に「桜まつり」も開催　　オ辛ナウマリオツト
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

されています。

農家の方が一生懸命育てた農作物を、朝採りで

直接販売しているファーマーズマーケット。安く

て新鮮な四季のくだものや海ぶどうなどをお買

い求めいただけます。

」＿．＿‥＿て＿集基＿‥・u■

ノ、　　　　　　　■ヽ

JAUbク

9

リザンシーパークホテル谷茶ベイ

沖縄汚波岬ロイヤルホテル●

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恵。

●OKtNAWAフルーツらんど　カップスイーツ1つ

●窮まなわワ叩飽ド①ドリンク券1枚②ランチビュッフェ10％割引券1枚

鬱静めめ妙　義儲蔑　健康茶＋サーターアンダギー1つ

0琉球お、慧認村　はし置き1つ

1■b㌢

OKINAVVAフルーツらんど（一例）

100年の歴史を刻む古民家を復元。古民家が

顧し出すゆったりとした空間で沖縄そぼと琉球

料理をお楽しみいただけます。

沖縄で御嶽（うたき）とは神が降臨し

銀座する聖域を指します。斎場御嶽
は笠始めの七御嶽のなかでも琉球

王国最高の聖地といわれ、近年パ
ワースポットとしても注目を浴びて

います、．

；：＝写真はすべてイメージとなります。

「沖縄の観光を盛り上げよう」と三線

好きなバスガイドさん達で結成された
ハンド「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、「うたばすj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。

写真提供　重松美佐



発着地（右記参照）

◎古宇利島〈各自自由行動〉（約30分）

◎今帰仁城跡く各自払：000円〉〈各自自由行動〉（約㈹分）

◎大泉〈各自食事〉※1
（約1時間15分）

◎ナゴパイナップルパ⊥ク
く各自払：600円〉

またはOKINAWAフルーツらんど

く告白払：1，000円〉

〈告白食事〉（約50分）を誉2

◎海洋博公園（浬輝美ら海水族館く各自払：1，800円〉）
〈番目自由行動〉（約2時間10分）

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

発着地（右記参照）

※1く大家ランチ付き〉プランでお申し込みの方は食事付き（JALパソク限定セント）となります。

海洋博公風・オキちゃん劇場　　　くすメニジう

沖縄美ら海水族館では、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。

‡：…2〈大喪ランチなし〉ブランでお申し込みの方は当日ナコパイナップルパークまたはOKINAWAフルーツら（JALJYック関定セット内容〉

んとをお遊びいただけます。ナコパイナップルパークで田内カートをこ利用の場合、別途料金が必要とな
ります〈各自払300円〉。

；崇31／1～3はファーマーズマ…ケットやんぼるはい菜1やんはる市域が定休日となりお立ち寄りいただけな

いため、海洋博公国での見学時間を延長します。

沖縄そぼ、じゆ－し－、大家ぽうる（特製

しゆ－くり－む黒糖風味）、シークウー

サージュース

ご利用バス ��E冠≡ココ（限定） �代金（1名様） 

NG9041A �追加代金なし 

1号 �大家ランチ付き �NG9041⊂ �こども（3～11歳）800円＊ 

2号 �大家ランチなし �NG90418 �追加代金なし 
大家ランチ付き �NG9041D �　おとな1．500円 こども（3～‖歳）800円＊ 

＊こと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。

パス走行距九／最大約223km

発着地 �出発時間 ��到着時間 

DFSギャラリア沖縄 �7 �50 �18：50 

ホテルJALシティ那覇 �8 �：00 �19：00 

ホテル日航那覇グランドキャッスル �8 �．15 �18 �35 

沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ �9 �15 �17 �35 

オキナウマリオットリゾート＆スパ �9 �20 �17 �30 

ザヴセナテラス �9 �：25 �17 �25 

パス走行E巨＃／最大的184km

発着地 �出発時間 ��到♯時間 

ホテル日航アリビラ �8 �15 �18：35 

沖縄残波岬ロイヤルホテル �8 �20 �18：30 

ルネッサンスリゾートオキナワ �8 �35 �18：15 

ホテルムーンビーチ �8 �．40 �18：05 

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート �8 �45 �18：00 

カブーリゾートフチヤクコンド・ホテル �8 �．50 �18：10 

8 �55 �17：55 

リザンシーパークホテル答案ベイ �9 �00 �17：50 

◎斎場御嶽く告白払＝20q＿阻翠自自由行動〉（約00分）※4

⑳おきなわワールド
く各自払：JALライナー特別価格／ヲり1摘果1，400円崇5〉

〈各自食事〉（約2時間20分）

ガンガラーの省く各自払：2，000円〉要予約黒6

◎ひめゆりの塔廷哩哩畢型祈念資料館〈魯白払：300円〉）
または◎琉球ガラス村㌫7（約40分）

発着地（右記参照）

‡；三411／3～5は計略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。
‡：壬5JALライナー首里・南部めく・り号にてご入唱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）。
〉；董6おきなわワールド入口向かいカンカラーの答にて「カンカラーの谷ガイドソアー」をお楽しみいただくことも

可能ですく各自払2，000円〉（ガイドツアー以外での大樹まできません）。ご参加希望の方はお客さまご
白身でご利用希望日の前日までに下記へこ予約ください。その際、カイドソアー出発時刻は「1400」の
回でお申し込みください。〈お問い合わせ〉カンカラーの谷TELO98－948】4192（900～1800）

染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／告白払／

要予約）

バス走行距農／最大的182km

発糖地 �出発時間 ��到着 �寺間 

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： �0 

ホテル日航那覇グランドキャッスル �10：05 ��17： �35 

パス走行距離／最大的165km

発着地 �出発時間 ��到着時間 

リザンシーパークホテル谷茶ベイ �8 �30 �18 �20 

8 �35 �18 �15 

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート �8 �40 �18 �05 

8 �45 �18 �00 

カ7－リゾートプチャクコンド・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 

沖縄残濾岬ロイヤルホテル �9 �10 �17 �40 

ホテル日航アリビラ �9 �15 �17 �35 

JALライナー共通のご案内　●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。●補助席は使用しておりません0 

正座席のみの利用となります。●全てのバスに化粧室はありません。●ご乗車の際はバス係員に「旅程表」をご提示ください。●多客時の増車対応、整備などのやむを得ない事情により、特別塗装車でない場合や通常のパス（大 

型小型）、タクシー（ジャンボ小型）となる場合があります。なれタクシー（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・割愛する場 

合があります。また、ルートに記載している発捌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。●JALライナーがご宿泊のホテルに停車しない場合は、最寄りの 

停車するホテルからご乗降ください。●行程内の色文字は告文字：下車観光地、重宝蔓亡巨星艶：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：全額）は、有料施設となり、お客さま負担の料金（おとな1名様あた 
り）を表示しています。ただし、有料・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。古宇利島嘆ら海号〈大家ランチなし〉プランおよび首里局部めぐ 

り号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「バス乗車中はシートベルトの着用」が義務付けられました（一部座席を除く）。バスをご利用いただくお客さまはシヰベ 
・ルトの着用にご協力をお願いいたします。●古宇利島・美ら海号〈大家ランチ付き〉プランの代金に含まれるもの：JALパック限定セット昼食代、消費税等諸税。 
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11、19一 軒珊ノ弊ノノ1∵やす ノ　簸 十 ヽ 　蟹餌㌔ �l　十 ���・鞠．j 

諌＿ ��� ���； も■r 1g主 

▼＋∵ 十 日 ノ】ヽ �トこ謎閻二転㌣ 　、■＼ 日豊誓遥莞 ��ー叫－．・誓軍法■ �転‡k逃 ���メ野 ��■rてこ‾Li‾ 　一号 
＼ オキナワマリオット リゾ－ト＆スパ こ・‾闇・－ � � ��崇＿　　濫芸義ぎ養（惑…竃さ 

誕一鶴造詣姦 ���� �三11川ご 五枚の居弧 線跡または毯 � 

熟地を支配していた北山 許デルコースでは今偏狂 ����� 

諷卜1 利島のどちらかのお立ち ���� �削となります � 

ホテル日航都覇

グランドキャッスル

沖縄かりゆし

アーバンリゾートナハ

ロワジールホテル那覇

W∴二二▼＿＿∴＿、＿＿　：　　　し、一、■　‾．

－1日目r歴史jルート

・一・・・2日巨㌻文化〆遺産建造物jルート

・・．・一最終日「現代の沖縄」ルート

遵奉海盈瑚翁ダ真読海金轡
磯恕近彊腹掛扁
翻撃顛廃油纏
．一句強豪議砧戎麗適応鵬題勧料鋭転＿．

彗梅錦囁鰯添詞麗捧麗喜迫も鷲垂嚢欒車軽
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■洋室（1－4名に1室）・18～30m2

雌14▲00画11：00
●那覇空沼より幸で約30分

椚1　●鮎誌識儀保駅」より

彗謡苛冠震㌍　禦I mlJ占l一＿「婁凸ハ∩Ⅱ】／　　　お≡き罠

風雲聖妄言謡0円／品

渉琴準鱒琴攣琴琴
臣亘亘：〕密会「

洋食・和食・中華
いずれかのセット

ヤ‾3タクシーチケット500円分付き

（1部屋に1枚／タクシー会社限定）
1滞在中誕生日の方に夕食時カッ
トケーキ

臣垂つ逐唸　∋
洋食・和食・中華
いずれかのセット

■洋室（1～4名に1室）・
20～35m2

■⑪14．00画11’00
●那覇空港より華で約15分

（那覇うみそらトンネル経由）
●ゆいレールr美架橋駅」より
徒歩約10分

！二三一二．二二・‾章三三二ささ三‾：

Ll‾11＿Ll・】園田

頂誤蒜謝00円／

磁済車重車重車重≠
け滞在中誕生日の方に

記念品

■洋室（1～4名に1室）・30～42m2

t⑪14－00図11ニ00
●那覇空港より車で約1時間10分（沖縄自動

車道〈有料〉経由）

簡閲匿圃幽園責契請託紆円／
かりゆしビーチまで車で約5分（送
迎あり）。遊泳可能な期間は宿泊
施設にこ確認ください。

踊 �30日前までにお申し込みなら●1泊につき1，000円割引 l※ご利用に関する注意等項はP・5をご覧くだ机 

OJALパックタクシー会の「ベテランドライバー」による観光送迎付き。
お客さまのご希望によりコースの変更も可能です。

0琉球王朝～現代までの歴史文化をたどります。

■出発地：福岡・岡山
■出発日：2013年10月18－2014年5月6日の毎日発

（11／2～4、12／1～3発は設定除外日となります。）

■食事：3日間＝2朝食2夕食付き　4El間＝3朝食2夕食付き
■最少催行人員：1名

●観光タクシー利用日’3E］問コースは1日目／那覇空港～3白目／那覇空港、4日間コースは1日目／那覇
空港～2日目／ホテル、4日目／ホテル～那覇空港

●観光タクシーは中型車（1－4名に1台）、1日目最大4時間まで、2巳目偏終日は1日あたり旨大8時間までの
ご利用となります。

●2白目の夕畠はご宿泊ホテルレストランにて19：00にご用意いたします。ただし、ご予約後に時間の変更を
お願いする場合があります。

垂憂嚢室

■洋室（1－4名に1室）・28m2
■⑪14：00㊨11■00
●那覇空港より車で約7分（那覇うみそらトンネ

ル経由）
●ゆいレール「旭橋駅」より徒歩約15分

票雪ぎ　II
耶賢さ認諾00円／　品

ロ墾〕多食）
洋食・和食・中華
いずれかのセット

ニ朝食券にてバー2時間飲み放題プランまた
はスイーツチップェの利用可　≡コ滞在中誕生日
の方にプレセント　ロ三重城温泉滞在中料金

書不要にて利用可（入湯税は別途要現地払い）

1洋室（1～4名に1室）・44～46mユ

■画14●00画11：00
●那覇空港より幸で約1時間10分

（沖縄自動車道〈有料〉経由）

こここ∴二二＿〔二三二二・薫二j

田圃国威題鋸霊蔑
かりゆしビーチまで手で
約5分（送迎あり）。遊
泳可能な期間は宿泊
施設にこ確認ください。

臨∴二㌧∵言一一三：3日臼鯛光タクシー　ku虹
■ご利用いただける期間10／3－5／8　■旅行出発前予約（出発日の前日から蓮辞して10日前までに旅行会

社にてこ予約ください。）■三・1号コ旧（限定）NG93408　■代金（1台）18，000円　■定員4名　■中型車

tご利用時間　原則800～1830の配車にて、最大8時間（利用時間には、観光・見学・食事・休憩時間なども

含みます）■代金に含まれるもの　タクシー料金、消費税等諸税。　＊各観光地における入場・入園牒主車

料金、有料道路料金は含まれません。＊ご宿泊ホテルの配遁車となります。配車時間をご予約時にお申し出くだ

さい0＊お客さまのご希望の行程を組むことができます028日に［重要覗く旅行企画・実施ジャル勅ク〉

運転手にご希望をお伝えください。

3 4 �10月 �巨 �l月 �火 1 8 �t水 ユ 亡 �【木 3 亡 �椅 4 D �は 5 ∈ �ン王 ら B �Ⅰ月 7 8 �l火 8 b �水 9 亡 �】木 10 8 �l金 11 日 �は 12 J �†ヨ 13 D �月 14 8 �l火 15 8 �上水 16 亡 �l木 17 C �I金 18 D �は 19 C �】日 20 8 �l月 21 8 �火 22 8 �l水 23 亡 �】本 革や ‾C �Ⅰ重 さ D �t二 26 亡 �憎 27 日 �l月 28 8 �恍 29 8 �は 30 亡 �l木 亭1 ⊂ �l会 �†土 �l引用 

11月 � � � � � �1 E �2 �3 �4 �5 8 �6 B �7 C �6 ⊂ �9 B �10 B �11 8 �12 B �13 B �14 亡 �1亭 ⊂ �16 8 �17 8 �18 日 �19 B �20 8 �21 C �22 D �23 b �24 A �25 A �26 A �27 A �28 C �29 亡 �㍊ B � 

12月 �1 �2 �3 �4 B �S C �る C �7 8 �8 A �9 8 �川 B �11 8 �！2 こ �13 C �14 B �15 A �16 8 �17 B �18 B �柑 B �20 g �21 ■E �22 B �23 8 �24 B �25 B �26 ⊂ �27 G �28 日 �≠9 － �38 K �3T L � � � � � 

1月 � � � �1 J �Z H �3 G �4 D �5 B �6 Å �7 A �8 A �9 A �10 D �11 亡 �12 A �13 A �14 A �15 A �16 6 �17 C �18 8 �19 A �20 A �21 A �22 A �23 8 �24 C �25 B �26 Å �27 A �28 A �29 A �父 亡 �31 D � � 

日 間 �あ � � � � � � �1 亡 �2 A �3 A �4 A �S A �6 ‾亡 �7 D �8 亡 �9 A �1＿0 8 �目 白 �12 亡 �1き C �14 D �15 ■C �沌 A �17 A �18 A �19 C �20 C �⊇† D �2～ C �ご Å �24 A �25 A �2争 C �宰Z C �28 D � � 

3月 � � � � � � �1 こ �Z A �3 8 �4 白 �S C �6 C �7 D �8 亡 �9 Å �10 8 �11 白 �12 亡 �13 亡 �14 亡 �15 亡 �16 こ �17 D �18 D �19 首 �20 H �21 J �22 t �23 日 �24 D �器 b �26 ‾E �27 だ、 �28 、g �29 、∈ �3031 CD 

餉 � � �1 D �2 D �3 D �4 D �S C �6 B �7 8 �8 8 �9 8 �10 ∈ �11 亡 �1＿！ ⊂ �13 B �14 8 �15 8 �1号 B �17 亡 �1＿旦 C �19 ∈ �20 8 �21 8 �22 日 �23 B �24 E �25 F �26 K �27 1、 �ユ早 戸 �29 F �30 F � � � � 

詣 � � � � �】 G �2 K �3 油 �4 j‾ �5 g‾ �6 D �7 �8 �9 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �柑 �17 �柑 �「9 �28 �21 �22 �23 �24 �25 �26 �27 �28 �29 �30 �31 � 

日航那覇また ���はかりゆしアーバン＋かりゆしど一チリゾート福岡発基本代金 

A �B �⊂ �D ��E �F �G �H �暮 �」 �K �L �血 

3 �お �嶋／鳩1室 �63調 �即00 �67朋0 �7冊00 ��75．的0 �軋800 �軋800 �91郡0 �93，弧 �00，800 �11，800 �19，m �32那0 
3名／1台憎 �69澗 �72．808 �7㈹00 �打朋0 ��8用00 �87郎0 �陀800 �弛800 �01，800 �07都0 �胴00 �28，揖0 �4聞0 

日 揮 �と な �2名／鳩糧 �8膵0 �82，800 �8欄0 �87，800 ��92朋0 �雪中．880 �0膵0 �09圃 �13割0 �相，槻 �3憫0 �4憫8 �諷M 

鳩ノ鳩1室 �即0 �24，800 �2川0 �即00 ��35，800 �4：，800 �47，800 �53，800 �58，800 �瑚00 �7棉00 �紙800 �弛800 

こど抽櫛1台1室 ��軋800 �6脚0 �紙肌 �67御 ��71．狐 �76，800 �刀脚 �陀8m �83朋 �87朋0 �91．M �肌800 �104朋 

4 �お �嶋／1台憎 �67郎0 �71朋0 �73脚 �刀都0 ��8川0 �9銅00 �05都0 �0！購0 �1開00 �6，m �弘裾 �弛800 �獅00 
3名／1台1室 �7咽00 �79都0 �81，800 �鈍8∞ ��89御 �08．800 �昭00 �18．800 �臼，800 �126，800 �45朋0 �榊00 �鳩800 

日 間 �と な �2名／1台憎 �8描00 �9膵0 �軋800 �gf潮0 ��01．800 �22．描 �即00 �3用00 �38月00 �姉川 �59，800 �61都0 �62都0 

鳩／1台1室 �35，800 �139．800 �141，800 �1瑚00 ��151御 �74聞 �慨808 �87郡0 �95，800 �ユ帆揖0 �213，800 �215即0 �217朋0 

こど抽砲1台1葦 ��弘田0 �隠8田 �70，脚 �円脚 ��弧闘0 �93脚 �98即 �犯800 �帆808 �05朋 �07，800 �14朋 �1膵0 

同山櫛代金差穎 ���†9，000 ��†15，000 ���十犯M �惜OM �����爛M 

ロワジールホテル澗 ��� ����右 右 �以夕け3，000、2／1～4／5泊」・5，000、12／27～り4泊＋8，000 

追加代金（1名機） ��� �����以タ＋5，000、2／1～4／5泊＋7，000、12／27～1／4泊＋10．000 

マリオット 追加代金（1名様） ���1泊あたリ2～4名′′1蔓 　1名／1蔓 ����右 石 �以夕け4，000、2／ト4／5泊＋5，000、12／27～1／4泊＋15，000 以タトト7，000、2／ト4／5泊＋8，000、12／27～1／4泊＋25，000 

○＝トス、完弧にぶつ冒鞍上≡己謎本代金に迫力日代会または迂‡甜竜蓋が必要となります（おとな・こども同額）。

●ご利用フライトをお選びください。l詳しくは15ページ

お客さまへのご案内●行程内の色文字は詔文字下車観光地、赤文字r即製入場観光地を表示していま
す。また、各観光地の後の（各自払金綿）は、有料施設となり、お客さま負担の料金（おとな1名桜あたり）を表示し
ています。ただし、有料・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。●観光タクシーの記載
コースはモデルコースであり、ご希望の行程に変更することも可能です。行程を変更されたい場合には、ご購入時
にお申し込みの旅行会社からお渡しします所定用紙にご記入のうえ、タクシー会社へ直接FAXしてください。＊個

人情報お取り扱いについては当パンフレット裏面記載の旅行条件（要約）をご確言忍ください。●モテルコースの観

光施設に立ち寄らない場合でも返金の対象にはなりません。

旅行代会に含まれるもの●各旅行日程表に明示した往復の航空運賃（個人包招旅行害帽l運賃適用）・料
金、宿泊費、食事代、観光タクシー料金（運転手の食事代、有料道路料金、駐車場料金、ガソリン代含む）、旅程
表に明示したモデルコースの観光施設入場・入園料金、消費税等諸税。●前記以外の各観光地における入場・
入園・駐車料全は旅行代全に含まれておりません。

旅行会社の皆さまへ
観光タクシーの「観光コースについてのご要望お伺い書」所定用紙は、「たびマニュ
アル」にてご覧いただけます。

JAUtyク
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・二・・∴　ミ

島全体を包み込む亜熱帯のジャン

グルが特長の員。カヌーやトレッキ

ングなどアクティビティが豊かで

す。また、運がよけれぼ特別天然記

念物のイリオモテヤマネコに遭遇
することも】

：：一：．り

西表島に隣接する、海流によって堆積

した砂でできた島。ヤシ頬を中心に

亜熱帯の樹木や花々が生い茂る亜熱

帯植物楽園です。島へは、対岸の西
表島から遠浅の海を水牛華に揺られ

ながら、のんびり渡ります。

押、■上原海

上†、

W一丁 仲間川軒
、一一一■・・・－」、－へ

一・了．．I県

八重山の玄関口、石垣島は日本列島の最南西端にある八

重山諸島の拠点。日本景観百選にも選ばれた石垣島の景

勝地、侶平湾は、時間によってその表情を七色に変化さ

せる。海に、山に、豊かな自然とともに、グルメやショッピ

ング、レジャー施設など満喫してみてはいかがですか。

リゾナーレ小浜島

轡

＿・、．＿‾　星秒の

川羞
丸くr（、

石垣やいま村●　j石垣島

甫池島（ばいぬしま）空港

小浜島　　　　竹富畠　　　　　　ホテル日航八重山

田頃　　　　転盃南蛮
rちゅらさん」の舞台にもなった、サトウキビの島。　石垣島から高速船で約10分の小さな烏。集落全体が

ゆが」のスポットが点在しています。畠の特産品で　　国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されてお

無限に広がる同じ星空を見上げる時間…。　　　　　　あるサトウキビの広大な畑や、海と集落を一直線　　り、珊瑚の白浜、石垣、「カーラヤー」と呼ばれる赤瓦屋
ランタンのほ別こは灯りのないビーチで波吉をBGMに、21す　に結ぶシュガーロードなど。大島から眺められる、　根の民家など、歴史的景観が残された箆立公園です。
べての一等星を眺める日本‾の星空を葉しむことができます0　八重山の島々も絶宗です。　　　　　　　　　サイクリングをしながら散策も楽しめます。

豊田団駿だ汐食隠柑凋◎臆岩層意！下記の2つよりチョイスで蕾まず。
＊ご予約状況により満席の場合はお待ちいただく場合もあります。＊お鉄鋼か追加注文代はお客さま負担となります。現地にてお支払いください（ただし、辺銀食堂おまかせメニュー内のお飲み物代は除く）。

おまかせコースト例）

㊥フルーツジュース

鬱島野菜のナムル
鍵三色餃子

鴇島車海老のイスラム揚げ

0オオタ＝ワタリとアダンの

イリチー

汗石垣島ラー油」「激辛ラー油」
「にんにく油」の3種類よりおひと
つお選びいただけます。

アレルギーや苦手な食材がある

0スーチキすぼ　　　　　　場合は、旅行ご予約時にお申し出く

馴ッシヨン否に豆腐とペン茶芸；三芸諜禁畏㍍豊野り、

■桁周コd（必須）．NG9502N

炭火で焼く地元黒毛和牛のとろける味わいを、句の野菜と一緒にお
楽しみいただけます。

匂野菜。島野菜食べ放題！！ 食べ比べセット

●石垣牛特上ロース

¢美雌牛特上ロース

の野菜たっぷりスープ

●自家製烏らっきょう

キムチ

●ライス
●ホテル日航八重山

井囲摘みたて
バジルシャーベット
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