
市　　adam上の地域名那■市内

★ゆいレール牧志駅
から徒歩約3分

頂●洋室（1～3名1室）
顎●lN15■00／○〕T11．00

adam上の地域名那■市内

∋★ゆいレール旭橋駅
j　　　⊥　■ノ▲lト．′，」′ヽ／ヽ

から徒歩約3分
●洋室（ト4名て室）
●lN13：00（通常14、00）／

0〕T1200（通常日：00）

園田　　　　　　回臥たは闇i旧澗ポートホ叫

女性のお軸こレディースセットご用意　朝食を昼食に変更可能

回
朝食を昼食に変更可能

★飢ルール旭軌髄矧誠

●洋室（ト3名1室）
●lN14：00／0〕Tll：00

※］ワジールホテル那覇

イーストは1～哨（写真内

市　　∂由m上の地域名那t市内

★ゆいレール牧志駅
から徒歩約1分

個際通り沿い）
●洋室（ト3名1室）
●lN13：00（通常14■00）／

赤囲み酬こなります0〔＿霊長逓壷　0］T1200（通常11：00）

adam上の地域名瓢■市内

★ゆいレール牧志駅
から徒歩約3分

（国際通り沿い）
●洋室（1～4名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。

l旧チサンリゾート那覇l画画　　　　許●措潟撒
朝食券をスイーツビュッフェに変更可能　女性のお客様にレディースセットご用意　オリオン清涼飲料水1本付き

市　　a由m上の地域名別Ⅷ市内 adam上の地域名那覇市内

；・∴てi千・j∵二∴
0〕T12■00（通常11：00）

※宿泊除外日：12／3、

団n胞と．鵠隠
12／9

M12■00傭鄭1：∞）

★ゆいレール美栄橋
駅から徒歩約10分

●洋室（1～4名1室）

★ゆいレール県庁前駅
から徒歩約2分

（国際通り沿い）

二＿・＿J■恥‡一　二二一一

慧禁闇望膵蒜▼ouTl細雨）

与豊野こ工」
★ゆいレール旭橋駅

から徒歩約1分

●洋室（1～3名1室）

●JN15：00／○〕TllOO

朝食を昼食に変更可能　　朝食を昼食に変更可能　　スパ利用券1回付き　　　女性のお甜こレディースセットご楯　特製ウェ皿ムチョコチップクッキー付き団闇

★ゆいレール憩＝駅または

旭橋駅から徒歩約10分

●洋室（ト4名1室）
●lN13：00億常1400）／

○〕T12’00（通常日．00）
j

頻鮎恕二遮

回田，▼※1綜瑞蒜憎薗議団田
価白】夕餉銑猷る乃ウン勅ユーチケ州壬※1零娘を昼食に封珂能（メニュー粉

越麗麗盗塁堅塁担攣夢※写真下にある［二二コはホテルからのおもてなしです。

国澹泉抑　回大浴削り　圏昔禦　因芳宗チ昌　団梵曳椛。口だ㌘

記豊艶讐詔品。闇黒監禁詰笛。
※1男女別、時間等により入替制の場合もございます。また、施設により有料の場合もございます。※2ご利用料金
については各宿泊施設にご確認ください。※3出発前予約制となり、ルーム数に限りがあります。また、ルームタイ
プに指定がある場合がございます。ご予約時にお申し出ください。マークがなくても設定がある施設もございます。
ご利用希望の場合はリクエスト対応となりますので、お問い合わせください。
※特に記載のない限り、バス亘イレ付きとなります。※2013年7月現在の情報となります。

「シティプラン沖縄1泊・2泊〈往復基本フラ．ト利用，

■出発日カレンダー（下記基本代金表のアルファベットとあわせてご覧ください。）

■基本代金（お一人様）

商品コード 

1泊 �2泊 

這］R7441A �瓦R7442A 

ロR74418 �田R74428 

臼R7441⊂ �田R7442⊂ 

BR7441D �芯R7442D 

qR7441E �qR7442E 

※1室の利用人数が宿泊日ごとに異なる
場合、最大の利用人数の基本代金を
適用します。

※基本フライト以外をご利用の場合は、
追加代金が必要となります。

単位：円
舶 1剛 �����A �8 �C �D �E　j　F ��G �H �l �J �K �L　j　州 ��N �0　…　p ��Q �R 

1 泊 �ぶ、 †∴‡ 矛貼ゴ翠 ���3－4名1王 �24．300 �25，… �28．300 �26．800 �20，300 �29．800 �31．300 �32．30 �0　33．800 �35．000 �42，300 �43，300 �】44．300 �48．800 �」は．8∞549．800 ��51．800 �55．齢○ 

2名1量 �24．800 �26．300 �20．800 �27．300 �28．800 �30，300 �31．朗氾 �32．… �34．300 �｝6J00 �42，800 �43．800 �44．800 �47．300 �49．300 �50．300 �52．300 �56．300 

181暮 �25．800 �27，300 �27．800 �28．300 �29．800 �31，300 �32，800 �33．槻 �∃35．300 �37．300 �43．800 �≦4I．eOO �45．800 �48．300 �50．300 �51．300 �53．3伽 �57．30 

払 所抄＝矛 ���3～5名11 �24，800 �26．300 �26，800 �27．300 �；28．800 �30．300 �31．… �32，00○ �≡34，300 �36．300 �42，000 �臣44．m �45．300 �47．800 �49．800 �50．800 �52．800】56．800 2名1王 �25，300 �26．800 �27300 �27．000 �29．800 �31．000 �i32．800 �33．000 �喜　35，300 �37．300 �43．800 �45．800 �4与．800 �49，300 �51．300 �52．300 �54．300 �58．300 

1名1量 �27，300 �28．800 �29．300 �29．800 �31．800 �33．300日440000 ��35．800わ7．300 ��39．M �45．800 �47．… �40．800 �51，30tI �53．300 �54，300 �Sも． �60．800 

宅 診馳＝ゴ矛 ���3－4毛1土 �25，300 �26．00〇日7．800 ��28．300 �29．000 �31．300≡32．800 ��＝臥拍0 �35，800 �38．800 �45．300 �46．300 �47．300 �49．00○ �51．800 �葦52，800 �25630 �い的．300 2名1王 �25．800 �27．300 �28．300 �28．800 �30．800 �32，300 �∈33．800 �34．800 �36．800 �39．800 �46．300 �47．300 �48．300 �50．800 �152800153800 ��：5730 �61．300 

1名1土 �28．300 �29．… �30．800 �31．308 �33．300 �34．800j38暮300 ��37．300 �【1兎800 �42．300 �40．000 �49．800 �50．800 �53．3tI �55，30 �56．300 �59．別） �63．8 

頑 ���3名1豊 �25．800 �27．300 �28．800 �29，308 �30．800 �32．300 �33．800 �34．880 �36．300 �39，300 �45．舶0 �46．800 �47，800 �別個∽‖犯．30 ��悠3．380 �56．m �60．30 三毛1土 �26．300 �27．800 �29．300 �29．800 �31，300 �32．800 �34．300 �35．300 �36．800 �39．800 �46．300 �47，‡00 �≡48．300 �50800【528 ��j　53．800 �57．300 �61．30 

1名1土 �28．800 �30．300 �32，300 �32，800 �34，300 �35．800 �37．300 �38．300 �39．800 �42，800 �49．m �50，300わ1．300 ��53．800 �55．8 �≡56，800 �59．800 �63．800 

3－4名1土 �26．800 �28．300 �29．300 �30．308 �33，30叫34．8伽 ��36．300 �39．800 �41．300 �43．掴 �56．300 �57．m �日報．300 �60．800【62，80 ��≡　63．800 �紬．800 �巳70．00 

2名1憂 �27300 �28800 �29000 �30800 �34300　35800 ��37300 �41300 �42°800 �44800 �59800 �60800 �61800 �64380 �8i■30 �iラ300 �70300 �74300 

1名1豪 �35．800 �37，300 �38．800 �39．800 �44，300【45．800 ��47．300 �50．m �51．800 �53，880 �引1，… �69．800 �70．800 �73．300 �　l 75．卸0！76．300 ��79．300 �83．3○○ 

2 泊 � �；ニ1 が1 �予 �3－4名11 �28．300 �29．… �30．300 �30．800 �31，800 �33．300 �34．300 �35．罰和 �38．300 �38．800 �39．000141カ00 ��42，800 �48．800 �一票認・……票 ��57．800 �61．800 

2名1圭 �29．000 �31．300 �31．帥0 �32．300 �33．300 �34，800 �35．800 �36，… �39．800 �40．300 �41．380 �ま43．300 �4l．300 �48．300 ���59．300 �63．300 

1毛1壷 �31．800 �33．300 �33．800 �34．300 �35．300 �36．800 �37．抑0 �38，800 �ぎ41，800 �42．300 �43．300 �い5．300 �48．300 �50．300 �54．300董57．300 ��引．300 �65．3 

払 網 ���3－5名1王 �29，300 �30．800 �31．300 �31．800■ �ト32，800 �34，300 �35．300 �3丘．30 �19●300 �39．800 �40．800 �243．800 �44．800 �48．800 �52．800 �－55．… �59．800 �63．800 2毛1婁 �30．800 �32，300 �32，… �33．300・ �【35．3○○ �3も．000 �37．800 �30．00 �ト引，800 �42．300 �43300 �∈　47300 �48．300 �52，300 �56．300 �59．300 �63．300 �67．30 

1名1王 �34，800 �36．300 �36．800 �37．3001 �【39．300 �40．… �41．800 �42，○ �喜45，000 �48．300 �47．300 �烏1．300 �52．300 �50．300 �80．300 �63，300 �引l．：和の �72， 

6．、、＿ 鈎暖葦 ���3－4名1重 �30．300 �31．800 �33．300 �33．8001 �r　34．800 �36．300 �37，M �38．3 �…42，300 �≡44．800 �45．800 �47．800 �48．800 �52，800 �58．800 �59，800 �66．800 �70，800 2名1主 �31．800 �33．300 �34．800 �35．300 �37．300 �38．糾 �り9．800 �40．80 �44．800 �47．300 �48．300 �50．m �51．300 �55，300 �59．300 �162，300 �69，300 �73． 

1名1王 �36，800 �38．300 �39．800 �40．300 �42．300 �43．如0344．800 ��45．800【40．000 ��臣52．300 �53．3∞ �55．M �58．300 �00．300 �64．300I67．300 ��74，300 �78．30 

感 ■針妙蒜争 ���3名1土 �31．300 �32．800 �目指．300 �35．800 �36．800 �38，30023乳300 ��．40．300 �r43．300 �45．800 �40．000 �48．800 �49．800 �53，別）0 �57，…i60，800 ��座帥叫叩．800 三毛1量 �32，800 �34．300 �36．800 �37．3¢0 �38．別旧 �39．8叫40β00 ��≧41．800 �44．800 �47．300 �48．300 �50．300 �51．300 �55．300 �59．300162，300 ��J9．3 �73．30 

1名1量 �37．800 �39．300【42．800 ��43．300 �44．300 �45．800－46．800 ��47．的0 �50．800 �53．300 �54．300 �弘．300 �57．300 �61．300烏5．300妻ら8．300 ���け4． �書78．300 

3、4名1主 �33．300 �34．800 �3も．300 �37，800 �41．800 �43．M �44．300 �50．300t53．300 ��53．800 �67，800 �69，800 �∃70．… �74，800≦78．80 ��月1000蔓 �L　87．80 �91．80 

2名1暮 �34．800 �36300 �37800 �39300 �44300 �45800 �46卯○ �53800 �56800 �57300 �75300 �77300 �弓　78300 �82300烏も ��…　89300 �95 �993 

1毛1暮 �51．000 �53．300 �55．000 �57．300 �64．300り5．800 ��引i．808 �巨門．800 �74．800 �75，300 �93，加の �95．300…　96．300 ��　【 100．300【104．3 ��107．300 �　l 113．300ll17．300 

11◆基本代金に含まれるもの　①個人包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃　②規定の宿泊費・食事代　※規定以外の交通費、食事代、入園料等はお客様負担となります。


