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宿泊ホテル グループ �議慧竺 �a �b �C �d �e �f �＿＿＿琴＿＿＿＿＿ �h �t �J �k 

Aグル＿プ �2～6名／1室 �ホテル差哲なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差鰯なし �ホテル差餌なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差顔なし �ホテル差額なし �ホテル差鰯なし 

1名／1室 �2，000 �2．000 �2，000 �2．000 �2．500 �L2，500 �2．000 �2，000 �3，000 �ホテル差額なし �4．500 

Bグル＿プ �4～8名／1室 �ホテル差顔なし �ホテル差顔なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差騒なし �ホテル差顔なし �ホテル羞顔なし �2．000 

3名／1室 �ホテル差鰯なし �ホテル差額なし �ホテル差凛なし �500 �ホテル差儲なし �500 �500 �500 �500 �500 �2．500 

2名／1室 �500 �500 �500 �1．000 �500 �1．000 �1，000 �1．000 �1．000 �1，000 �4，000 

1名／1室 �3．000 �3．500 �3．500 �3，500 �4．000 �4．000 �3，500 �3．500 �4．000 �1，500 �6．000 

Cグル＿プ �4～6名／1室 �ホテル差額なし �ホテル差謳なし �ホテル差顔なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差額なし �ホテル差寮なし �ホテル毒顔なし �1．000 �2．500 �3，000 

3名／1室 �500 �500 �500 �500 �500 �1．000 �1，000 �1．000 �2．000 �3，000 �4，000 

2名／1睾 �1，000 �1，000 �1，000 �1，000 �1，000 �1．500 �1．500 �1，500 �3，000 �4．000 �6．000 

1名／1室 �4，500 �5，000 �5．000 �6，000 �5．000 �6．000 �6．000 �6．500 �7，000 �7，500 �13，000 

Dグル＿プ �4～6名／1室 �ホテル菱餅なし �ホテル差鰯なし �ホテル差額なし �500 �500 �1，000 �1．000 �1，000 �2．500 �3．500 �8．000 

3名／1室 �500 �500 �1，000 �1．000 �1．000 �1，500 �1．500 �1，500 �3，500 �5，000 �9．000 

2名／1室 �1，500 �1，500 �1，500 �1．500 �1．500 �2，000 �2，000 �2，500 �5，000 �6，000 �10．000 

1名／1宝 �6．500 �7．000 �7．000 �7．500 �7，000 �7．000 �7，000 �8．000 �9．000 �10．000 �14，000 

Eグループ �4・5名／1室 �1，000 �1，000 �1．500 �1，500 �1，500 �1，500 �2，000 �2，000 �6，500 �8．000 �10，000 

3名／1室 �11500 �2．000 �2，000 �2，000 �2，000 �2，000 �2，500 �3，000 �7，000 �9．000 �11．000 

2名／1室 �2．000 �2，500 �2，500 �2．500 �2，500 �2，500 �3，000 �4，500 �8．000 �10，000 �12．000 

1名／1室 �6，500 �9，000 �8．000 �9，500 �9，000 �10．000 �13，000 �14．500 �19，000 �20，000 �20．000 

Fグル＿プ �4～6名／1室 �1，500 �1．500 �2，000 �2，500 �2，000 �2．500 �2，500 �5，000 �10．000 �12．000 �14，000 3名／1室 �2．000 �2，500 �2．500 �3．000 �3．000 �3，000 �3．000 �6，000 �11，000 �14，000 �16，000 

2名／1室 �2，500 �3，000 �3，500 �3．500 �3，500 �3，500 �4，000 �6．500 �12．000 �15，000 �17，000 

Gグル＿プ �4・5名／1葦 �1，500 �2，000 �2，000 �3，000 �4，000 �4，000 �4，000 �5．000 �11，000 �15，000 �19，000 3名／1室 �2，500 �2，500 �3．000 �4．000 �5．500 �5，500 �6．000 �6，500 �13，000 �18，000 �21．000 

2名／1室 �3，500 �3．500 �4，000 �5．000 �6．500 �6，000 �7．000 �7，500 �14，000 �19．000 �23．000 

Hグル＿プ �4～6名／1室 �2．500 �3．500 �3．500 �4，000 �5，000 �5．000 �5，500 �7．000 �12．500 �21，000 �22，000 

3名パ室 �3．590 �4．500 �4．500 �5，500 �6，000 �6．000 �6，500 �8，000 �13，500 �22．000 �23，000 

2名／1室 �4，500 �6，000 �5．000 �6，500 �6，500 �7，000 �7．000 �9，000 �14，000 �23．000 �25，000 

1名／1室 �12，500 �14，000 �14，000 �14．000 �14．000 �18，000 �18．000 �18，000 �18，000 �27，000 �17．000 

Ⅰグル＿プ �4名／1室 �2，500 �3．500 �3，500 �6．000 �6．500 �6，500 �7．000 �7．000 �19．000 �24．000 �28，000 

3名／1室 �4．500 �5．500 �6，000 �7．500 �8，500 �8，000 �9，000 �9．000 �20．000 �26，000 �30，000 

2名／1室 �6，000 �7，000 �7．500 �8，500 �10．000 �10．000 �10，500 �10．500 �22，000 �27，000 �32，000 

1名／1室 �14，000 �18，000 �18，000 �18．000 �18，000 �20．000 �20，000 �20．000 �25．000 �21，000 �25．000 

Jグル＿プ �4名／1室 �5，000 �5，500 �6．500 �7，500 �9，000 �9，000 �9，500 �9．500 �19，000 �25．000 �29，500 3名／1室 �■6，500 �7，000 �8，000 �9．000 �10．500 �10，500 �11．500 �12，000 �22，000 �27．000 �31，500 

2名／1室 �8，500 �9，000 �10，000 �10．500 �12，500 �12，500 �13．000 �13，000 �23，000 �28．000 �33，000 

Kグル＿プ �4名／1室 �7，500 �7，500 �7，500 �10．000 �11．000 �11，000 �11．50、0 �11，000 �12，500 �1乙500 �15．000 3名／1室 �9．000 �9．000 �10，000 �11．000 �12．000 �12，000 �13，000 �14．000 �22，500 �30．000 �36，000 

2名／1窒 �11．500 �11．500 �12，000 �14．000 �14，000 �14．500 �15，500 �15．500 �25．000 �33，000 �38．000 

Lグル＿プ �3名／1室 �9．000 �9．000 �11，000 �11，000 �11，000 �12．500 �13，000 �17．000 �32．000 �28，000 �32，500 

2名／1室 �12，500 �12，500 �14．000 �13，500 �14，000 �14．500 �16．000 �20，000 �34，000 �30，000 �35，000 



匡聖憂巨6歳（未就学児）：話芸完訪三言芽三軍認需品詣忘認諾難題室温ます。胤くは裏表紙

●朝食付き

臨墨呈麒詫間囲
－田沼頚ヨ拉・遍－

●朝食券は次のいずれか
1つに変更可・ランチtサンドイッチセッ
トまたはカクテル2杯・工デュティメント
プログラム・館内レストランにて昼食ま
たは夕食時に1枚あたり2．000円相当
としてご利用可●2連泊以上はアクティ
ビティ割引パス付き　割引パスご提示
で対象メニューを30％割引で滞在中何
度でも利用可

「偏【ココプレミアツイン　　l
●洋室／ニュースタンダードツイン（2～4名に1薯〉　　●洋室／プレミアツイン侵～4名に1室）

＿＿㌻∴ミ†
団N【72621t：辺≡Dビーチリゾート／OBR　　［：三望顎NE7262J　曲ビーチリゾート／OBR

麺頭重車重副

おもてなし �■●「JAL7」（JALパックオリジナル）7種のメニューが料金 

不要また �ま500円で利用可　－2連泊は2メニューチョイス、3連泊は3メ 
ヨイス●お子さまにフリッパーズプログラム●アニバーサリー ＿ユーチ プラン 

圃≡垣肖＿封同じ商品コードの場合、一括検索できます。



ウ 除 で な グ �卜 く の の �のおもてなし 2：00（12／2 �■　●アーリーチェックイン13：00／レイトチェックア 

●朝食券で 未就学のお �フンチ利用可●朝食券2枚で夕食1回利用可●る 子さま（こども添い寝含む）に滞在中朝・夕食付き �歳ま おと キン 

方宗吾整昌苗漕欝のみ）●2連泊は夕会バイ 

●洋室／デラックスツイン
（2～4名に1室）

●食事なし
●コ郵14．00画11：00
●那覇空港より車で約30分

露　■■脚・．
トロピカルビーチまで奉で約2分。
（ホテルから無料送迎有）遊泳可
能な期間は宿泊施設にご確認くだ
さい。

●滞在中誕生日の方にスイーツまたはグラスワイン（夕食
ご利即時）●3連泊は時間帯別ドリンクサービス＆アンダーウエアラシド
リーサービス＆ホテルムーンビーチのクラブラウンジ滞在中利用可

陶NE7262G　両頭革ビーチリゾート／OBR

・詫汀■万引■●滞在中誕生日・結婚記念日・挙式1カ月以内のご夫婦・長 

寿祝いの方、永年勤続祝い・定年退職祝いの方に夕食ご利用時レスト 
ランにてホールケーキまたはグラスシャンパンのいずれかチョイス● 

3～6歳のお子さまに滞在中夕食付き（限定メニュー）＊おとなの方の 、食事と同席の場合のみ●3～6歳のこども添い寝のお子さまに滞在中 

朝食付き＊おとなの方の食事と同席の場合のみ 

●洋室（2～4名に1室）
和洋室／ファミリースイート

（5名に1室）

●食事なし
●画14▲00画11：00
●那覇空湾より車で約30分

（沖縄自動車道〈有料〉経由）
′’り2／18は設定除外日となります（

厘　願
サンセットビーチまで徒歩で約1
分。遊泳可能な期間は宿泊施設に
ご確認ください。

随覆■朋●3連泊は夕負1医用唄定メニュー）　　　　　1

■欄NE7262G　■澗ビーチリゾート／OBR


