
●離島への交通は、離島プラン島めぐり2フライトプランや船（お客さま手配）などを組み合わせてご利 用ください。匪詳しく1ま34。35ページ●リゾートステイ各ホテルの2，500円（ニッコー）夕食オプショ ン・うれしいポイントホテルからのおもてなしのグレードアッププランはご利用になれません。●おもてな �旅行会社の皆さまへ囲 �（注2）＝レストランでのお食事の割引には、ホテルによってご利用条件があります。 

おもてなしの内容は「たびマ 

の �しの詳細はお申し込み旅行会社にお問い合わせください。矧こ注釈がない限り滞在中1回のご利用と なります。なお、旅行代金に含まれますが、ご利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。 �二ユアル」にて詳しい情報が ご覧いただけます。 �盟＝警霊芝請宗三㌢たはフンチ国＝雷蒜霊ご毒諾警もてなし 

◆洋室（1～4名に1室）
◆朝食付き
◆⑪14：00函司11：00

；rT・．・

型型画国頭回田替
※1泊につき1，000円／最大2，0∞円

●アーリーチェックイン13：00／レイトチェッ

クアウト12：00（注1）●朝食券にてバー2時

間飲み放題プランまたはスイーツブッフ工
の利用可●三重城温泉滞在中料金不要
にて利用可（入湯税は別途要現地払い）

l≡瑚NE7051D　■淵那覇市内／NAH

史鱒
◆洋室（1～4名に1室）
◆朝食付き
◆tD13：00田12：00

張済蜃歪主意圏圃団回※
※1泊につき1．000円／最大2，000円

●3連泊以上は夕食1回（限定メニュー）

唾NE7051日　■撼忍■那覇市内／NAH

◆朝食付き
◆lID13：00回12：00

回匪国唐（1泊につき1，000円）

●レストランの食事滞在中50％割引（注
2）●ホテル⇒那覇空港片道タクシー送
迎利用可●3連泊以上は夕食1匝】（限
定メニュー）●小学生の由子さまへアイ
スクリーム1個

嘩NE7051M　■礪別■那覇市内／NAH

◆洋室（1～4名に1室）◆朝食付き

※1泊。つき1卿。／遠大2，。。。円撃聖
画匡憧同国※

＊レストラン等一部施設は、ロワジールホテル那覇で

の利用となります。

●アーリーチェックイン13：00／レイトチェッ
クアウト12：00（注1）●専用ラウンジにて
チェックイン・チェックアウト●朝食券にて
パー2時間飲み放題プランまたはスイーツ

ブッフェの利用可

圃NE7051G　■鱒那覇市内／NAH

◆洋室（1～4名に1窒）
◆朝食付き
◆tD13：00匹12：00

ご、亡　．：・・や直召田■：■
※1泊につき1．000円

●朝食券2枚で夕食1回

lⅧN［7051F　■瀾那覇市内／NAH

◆洋室（1～3名に1室）
◆朝食付き
◆tD14：00廟丞11：00

団【遜（用につき500円）

●ウエルカムチョコチップクッキー

ri†瑚NE7051T　園那覇市内／NAH

◆洋室（1～3名に1室）
◆朝食付き
◆旺113：00四12：00

随喜剋＝匹緊三髄■臣懐脛娼※
※1泊につき1，∝氾円（2300～700まで出し入れ不可）

●朝食券2枚で夕食1回

l側N∈7051E　■瀾那覇市内／NAH

K　　　コーラルウイング

弓●アーリーチェック

壬ミ一男．宣昔
：00（12／28～1／3、

≡4／26～5／5の
チェックイン・チェッ

、i認怠琵‡フラ
1ンチ（12／28－

弓1／3、4／26～5／5
；利用を除く）

◆†≡1‾．。もこ，上．‥．．

和洋室（4・5名に1室）讐警馬子≦㌘去莞
◆朝食付き　　　　　のチェックインを除く

‡品こ006示1160　ト
約10分　　　　　　1託掛事

由型型図邑凰笹唱
■≒1∴剖NE7070A　■姻宮古島／MMY

◆洋室（1～3名に1室）・41m2
◆朝食付き　　　　　甜
＝：く12／28宿泊以降の設定となります。

l側NE7070A l瀾宮古島／MMY

◆洋室（1～4名に1室）◆朝食付き
◆〔垂〕14■00画11：00
◆囲宮古空港より車で約10分
随司（4名に1室を除く）璧托慧

団憑蘭画園

●朝食券2枚で夕食1回（12／30～1／3利
用を除く）●2連泊以上は夕食1回（限定
メニュー）＆シギラ黄金温泉滞在中利用可
など　＊詳しくはお申し込み旅行会社へ
お問い合わせください。

■側NE7070C　唾宮古島／MMY

◆洋室（1～3名に1室）◆朝食付き
◆⑪14：00画11・00

パイナガマピーチまで徒歩で約1
分。遊泳可能な期間は宿泊施設に
こ確認ください。

●アーリーチェックイン13：00（12／28～
1／4、4／26～5／5のチェックインを除く）

●レンタサイクル3時間利用可

画NE7070E　車乗古島／MMY

JAUtyク
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60日前・30日前までのお申し込みがとってもおトク！●60日前までにお申し込みなら1泊につき2，000円割引 
※対象ホテルは一部ホテルとなり左記マークが目印となりますDご利用に関する注意事項はP・30をご覧ください0　●30日前までにお申し込みなら1泊につき1，000円割引 

●アーリーチェックイ
ン13：00／レイト

チェックアウト12：00

（12／30～1／3の

チェックイン・チェック
アウトを除く）●滞在
中バレーパーキング
●2連泊以上は夕食
1回（限定メニュー）

順14▲00固11．00

JAUIyク

43

◆洋室（1～3名に1室）・60m2　3名で1
室利用の場合、デイベッドを使用。

◆朝食付き
9歳以下のお客さまはお申し込みいただけ
ません0　　　　　　鑑書Ⅶ

こ二二二二二二二義蓋重臣二二二二二二二］
ト左記共通のおもてなしに加えて
．●アラマンダ・ラウンジ滞在中利用可

●DFSプラチナサービス・クラブへこ

∈≡盃aN∈7070日　■側宮古島／MMY

写戸島
・′．

享し＿やⅠ二を昔や‘

◆洋室（1～5名に1室）
◆朝食付き

H二∴‾＿二∵∴

●石垣空港⇔ホ
テル間タクシー送
迎利用可●フリー
ドリンクラウンジ滞

在中利用可●ホテ
ルオリジナル100％

パイナップルジュー

スボトル（1室1本）

●2連泊以上は夕
食1回（12／30～

1／2利用を除く）

＊12／30～1／2泊は朝・夕食付き

◆Q13：00⑮12：00
◆忘匹覇石垣空滝より章で約10分

真栄里ビーチまで辛で約10分（送
迎あり）。遊泳可能な期間は宿泊施
設にご確認ください。

匪溢・剋＝匹緊主馳■璽圃周囲
i面NE7060Di垂石垣島／lSG

M㌣プレミアムデラックスツヰ妻二j

＼箪≠十・⊥刊，、
◆洋室（1・2名に1室）・58m2　◆朝食付き
＊12／30～1／2泊は朝・夕食付き

＿、＿…‖＿．＿ぢもてなし　＿　＿、＿＿＿＿＿、＿▲＿＿1＿

左記共通のおもてなしに加えて
●オリジナルカクテル1杯●石垣島産和
牛ハンバーグランチ1回●冷蔵庫フリー
ドノンク（補充なし）●2連泊以上は竹富
島サイケノングまたは水牛車観光利用可
＊事前予約制（催行中止時代案あり）　■

r；側NE7060D　■個石垣島／rSG

◆洋室（1・2名に1空）・80m2　◆朝食付き
＊12／30～1／2泊は朝・夕畠何昏

左記共通のおもてなしに加えて
●スパークリングワイン＆オードブルご
用意●冷蔵庫フリードリンク（補充なし）
●2連泊以上は（女性限定）アロマボ
ディトリートメント1回利用可

圃NE7060口　車石垣島／lSG

◆洋室（1～4名に1室）◆朝食付き
◆画15：00㊨10：00
◆甑与那国空港より

重で約3分

趣焉憲警接碧室翌
鮎膿撃些空回国醇

●アーリーチェックイン13：00／レイトチェッ
クアウト12：00（注1）

lエ召出NE7092A m朋与那国／OGN

◆洋室（1～4名に1空）
◆朝食付き
順14‥00四12：00

団歴厘圏圃

●レンタサイクル滞在中50％割引
●テニスコート滞在中50％割引

碑NE7060B　■側石垣島／】SG

◆洋室（1～3名に1室）◆朝食付き
◆⑪1400㊨11：00
◆圏石垣空港より車で約55分

フサキビーチまで車で約5分。遊泳
可能な期間は宿泊施設にこ確認く
ださい。

匪きよ1姻＝断馳■圏臨園

●アーリーチェックイン13：00／レイトチェッ
クアウト12：00（注1）●2連泊以上は選べ
てうれしい！開業5周年記念メニュー付き
（5メニューより1つチョイス）

l丁寧鱒NE7060E　申石垣島パSG
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◆洋室（1～3名に1室）◆朝食付き
◆⑪14：00㊨11：00

東栄里ビーチまで車で約15分。
遊泳可能な期間は宿泊施設にご確
認ください。

匝匡】団【遜（1泊につき500円）

●アーリーチェックイン13：00／レイトチェッ
クアウト13：00（12／30－1／3、4／29～

5／5のチェックイン・チェックアウトを除く）

●朝食券2枚で夕食1回

嘩NE706DHl姻石垣島／1SG

◆洋室（1～5名に1室）◆朝食付き
◆桓〕14‘00厘画11：00

フサキピーチまで車で約5分。
遊泳可能な期間は宿泊施設にご確
認ください。

匝匪匝匝

●アーリーチェックイン13：00／レイトチェッ

クアウト12：00（注1）●レンタサイクル滞
在中利用可

l頑N∈7060K　■廟石垣島／lSG

◆洋室（1～4名に1室）
◆全食事付き（チェックイン日の夕食から
チェックアウト日の昼食まで）夕食・バイ
キング（レストラン）

◆⑪14：00蜃画10，00

－＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿医毘匠昆

●石垣空港～ホテル間の送迎バス利用
可（送迎はお客さまのご利用便にあわせ
てのご用意となります。それ以外の時間は
ご利用いただけません。送迎ご希望のお
客さまはご予約時にお申し出ください。）

植村N∈7060N　■姻石垣島／lSG

◆洋室（1～4名に1室）◆朝食付き
順14：00画11・00
冥栄里ビーチまで車で約15分。
遊泳可能な期間は宿泊施設にこ確
認ください。

匪園田（1泊につき500円）
・∴て∴∴∴∴

●アーリーチェックイン13：00／レイトチェッ
クアウト12：00（注1）

嘩NE7060F　■瀾石垣島／lSG

K　　オーシャンプレミア M　オーシャンビュースイート」

◆洋室（1～4名に1室）◆朝食付き
◆〔亘郵15：00㊨11・00
◆闇小浜港より重で
約10分　画調園圏囲撃

＊2014年4月1日以降全室禁煙対応とな

●アーリーチェックイン13：00／レイトチェッ

クアウト12－00（注1）●2連泊以上は夕
食1回（限定メニュー）（12／28～1／4、
4／26～5／5チェックインを除く）など
＊詳しくはお申し込み旅行会社へお問
い合わせください。

6≡2ヨaNE70616　国小浜島／KOH

◆洋室（1～3名に1室）・43m2
＋テラス10m2

◆朝食付き　　　　　m

左記共迫のおもてないこ加えて
●滞在中レンタルカート付き／1室につき
1台

lけ嘲NE7061G　■側小浜島／KOH

◆洋室（1～4名に1室）・60m2
十テラス16m2

左記共迫のおもてなしに加えて
●ロビーソファでのチェックインサービス
●滞在中レンタルカート付き／1室につき
1台

両NE7061G　■廟小浜島／KOH

◆洋室（1～4名に1室）◆朝食付き
◆画14■00㊨11■00

莫栄里ビーチまで車で約15分。
遊泳可能な期間は宿泊施設に
ご確認ください。

匝蕊・必至i捌　泣匪匝因※
（2・3名に1室のみ）　※1泊につき1，000円

●ホテル駐車料金50％割引
●2連泊は昼食1回（限定メニュー）
●3連泊以上は夕食1回（限定メニュー）

梱NE70606　■瀾石垣島／lSG
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●離島への交通は、雛鳥プラン・畠めくり2フライトプランや船（お客さま手配）などを組み合わせてご利

用ください。ト詳しくは34・35ページ　●リソートステイ各ホテルの2，500円（ニッコー）夕食オプショ

ン・うれしいポイントホテルからのおもてなしのクレードアソププランはご利用になれません。●おもてな

しの詳細はお申し込み旅行会社にお問い合わせください。特に注釈がない限り滞在中1回のご利用と

なります。なお、旅行代金に含まれますが、ご利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。

◆コテージ・洋室（1～4名に1室）
◆朝食付き
◆⑪14：00函画10：30
◆王達避涌大原滝より章で約5分

南風見臼の浜まで車で約10分。
遊泳可能な期間は宿泊施設にこ確
認ください。 蘭画

画幽
l土鳩NE7861Sl側西表島／旧l

◆洋室（1～4名に1室）◆朝食付き
◆tD13：00塵丞11：00
◆鰹田久米島空港より聾で約3分

シンリ浜まで徒歩で約1分。イーフ
ビーチまで車で約20分。遊泳可能な
期間は宿泊施設にこ確認ください。

肋■圏画整拓

●バーデハウス久米島スパ・サウナゾー
ン1回利用可

l嘲NE7080B　帽血久米島／UEO

旅行会社の皆さまへ幽

おもてなしの内容は「たびマ
ニュアル」にて詳しい情報が

ご覧いただけます。

●レイトチェック
アウト12：00

（12／31～1／4の

チェックアウトを

除く）

◆洋室（1～4名に1室）3名で1空利用の
場合、ティヘッド（200×180cm）を使用。4

名で1室利用の場合、正規ベッド3台にデイ
ヘッド（200×180cm）を使用。

◆朝食付き　◆〔画15：00㊨11：00
◆歴田上原溝より車で約5分
星砂の浜まで車で約10分。
遊泳可能な期間は宿泊施設にこ確
認ください。

・　L　＿＿圏凰匡∃囚

＊自然環境保護を考え、コミ少量化のためお部屋に歯
ブラシ・くレカミソリは設置しておりません。

l瀾NE7061M　唾西表島／lRl

（注1）＝除外日があります。12／28～1／4、4／26～5／5のチェックインサエツクアウトを除く

（注2）＝レストランでのお金軍の割引には、ホテルによってこ利用条件があります。

匿胃誤請言三三㌢たはランチ国＝‡妄豊吉雷撃もてなし

K二二　デラックスツイン＿＿　」

◆洋室（1～4名に1室）・54m2
◆朝食付き

‾　　　　　‾　ぉもてiL

竿直
言・糧画

淳声島

＿＿kTこ二三十一

◆洋室（1～4名に1室）◆朝食付き
◆013：00田13：00
イープビーチまで徒歩で約1分。
遊泳可能な期間は宿泊施設にこ確
認ください。

附則亡l図画回田

●朝食券2枚で夕食1回

噛NE7080A　■▼個久米島／UEO

◆洋室（1～4名に1室）
◆朝・夕食付き　夕食・和食またはしゃぶ

しゃぶ（レストラン）

◆tD12：00四12：00
◆間奄美大島空港

三二‾∴、

苅亭手痛ラ呑’■‾‾‾　図班毘医∃

●レストランの食事滞在中50％割引（注2）
●マリンメニュー50％割引

l三†∴朝NE7091A　画奄策大島／ASJ

◆洋室・スタンダード（1～3名に1室）、洋
室・デラックス（4名に1空）

◆朝食付き
◆⑪14．00囲11：00
◆醜大原港より重で約30分

星砂の浜まで車で約40分。
遊泳可能な期間は宿泊施設にこ確
認ください。

■■m辿剋■僧侶恒旧
＊自然環境保護を考え、ゴミ少量化のためお部屋に歯

フラシ・くレカミソリは設置しておりません。

画NE7061P　■血西表島／lRl

◆洋室（1～4名に1室）
◆朝食付き
◆⑪14：00圃11：00

匝臨・刀璽⊇導判b■園田周囲

＼“濫濫こし王と違二ノ

●海洋深層水展望浴場滞在中フリーパ
ス付き●パターゴルフ滞在中50％割引

画NE7080C　坤久米島／UEO

～8名に1空）

◆朝・夕食付き　夕食・和食または洋食（レ

◆012：00皿12：00　獲酪叫
◆匿逆頭奄美大島空港．，∴≡二二ここ
罰斉誠詭計‘▲‘｝　幽凰閏匪

●レストランの食事滞在中50％割引（注2）
●焼酎ミニボトル1本付き

唾NE7091B　固奄美大島／ASJ
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オプショナルプランをお申し込みのお客さまへ

●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約ください。）＊琉球村満喫チョイスプラン、かりゆし周遊券（八重山フェリーパス）は旅行

出発前購入（出発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にてご摘入ください。）

●天喉等により変更、または実施できない場合があります。催行中止の場合はオプショナルブラン実施会社よりこ連結をいたしますので、こ予約時にお客さまのご旅行中の連

結先をお申し出ください（琉球村′詠嘆チョイスプラン、かりゆし周遊券（八重山フェリーパス）を除く）。

●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。

●コースによっては潮の干満により行程および内容が変更になる場合があります。

●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。電話番号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。

首‡奄 30日前までにお申し込みなら

●おとな・ことも代金より

1，000円割引
＊上記マークが付いているプランにてこ利用いた

だけます。
・：ミ「早決30」は商品コート末尾・代全が（）内となり

ますので、こ注志ください。

※こ利用に関する注意事項はP5をご覧ください。

＜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自身でお願いします。●安全の為、ライフシャケン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。

クジラ博士と行く！ホエ‾ルウオッチング那覇発【遜NN弼5A（8）∈頭
出産・子育てに訪れるザトウクジラに会いにいきませんか？

脚■根爛12／28～4／6

1荘ヨおとな4β00円（3，800円）、ことも（3～11歳）3．800円（2，800円）、2歳以下無料

t過那覇三重城港→ホエールウオッチンク→那覇三重城港
『敲艦腿l①900　②1330　＊いずれかを選び、ご予約時にお申し出ください。

E羅覗已■約3時間

蜘ホエールウオッチンクカイト代、乗船料、保険料、ライフジャケット

代、消費税等諸税
＊送迎があります。送迎可能なホテル、時間等の詳細についてはご利用施設に

直接お問い合わせください。
＊2歳以下のお子さまをお遜れの場合は、ご予約時にお申し出ください。

〈運営〉TOTALMARINESPOTNEWS⑳

取消料　ご利用日前日1700以降100％

＿　＿　　●　　　－‾　、→

細－ルウオッ竺グ中部（読谷）発囲NN9605C‘D’項
．主▲．・lミ∴，‾　‾，二二∴L　∴∴∴∴‾■　　■　そのⅧ雅さをあらためて雫軋

駁低間】弛張112／28～4／6

田おとな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、当日の天候濁洋状況によっては5歳以下の由子さまのご参加
をお断りさせていただく場合があります。前日1700までにご利用施

設に直接ご確認ください。

田読谷（都屋漁港）→ホエ≠ルウオッチング→読谷（都屋漏滝）
敲混岩出l①8．30　②1300

＊いずれかを選び、ご予約時にお申し出ください。

E菰主聞出Ⅰ最大4時間

l醐ホエールウオッチンクカイド代、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合わせください。
〈運営〉トップマリン残濾◎　取消科：ご利用日前日30％、当日50％、開始1時間前100％

偲旺澤かノノ′　　　　　　　　ナ‾　■

もとぶ元気村JALパンク特別価格となり郷地でのお申し込みはできません。

■ドルフィンスクール＆1チョイスメニュー体験コース（ランチ付き）　　　圏NN9536C

齢閉息l醐張110／1～5／19（11／1・2を除く）

l田おとな9，000円、こども（4～12歳）6，500円

◆ランチ（1200～）おとな「もとぷ彩菜」こども「お子さまランチ」
＊土・日は「やんはる三昧ハイキンク」

＊詳しくはもとぶ元気村にお問い合わせください。

◆1チョイス体験（1300～／約50分）
以下からお好きなメニューをお1人様1つ選び、ご予約時にお申し出ください。
コーラルヒュークルージング、ジェルキャンドル、サンコ風鈴、紅型体験、美ら

海染め体験
◆ドルフィンスクール（1400～／約50分）

イルカについて学ぶプログラムです。膝くらいまで海の中に入り、イルカとのふれあい体験ができます（濡れても差し

支えのない服装、濡れた衣類を入れるとニール袋、着替え、タオル等をご用意ください）。
脚初体験メニュー代、昼食代、消費税等諸税
＊3歳以下は1名につき保護者1名の同伴が必要となります（1チョイス体険の会場は無料入場できます）。また、3歳

以下の由子さまは現地観光施設にて4，500円のお支払いでドルフィンスクールに同伴、ご参加いただけます。同伴
またはご参加されるお子さまをお連れの場合は、ご予約時にお申し出ください。

‡宗賢譜怨きざ訳を（TEL0980‾51‾7878）⑳　　　　　　　　直垂B

ガンガラーの谷ツアー＆おきなわワールド（玉泉洞・王国村入園）団NN9624A
JA」パソク特別価格となり現地でのお申し込みはできません。

講師の案内で巡るタイムスリップツアーとおきなわワールドをお楽しみください。

脚朝腹110／1～5／19（11／2・3を除く）

屯田憧とな3，000円、高校生t大学生2，500円、中学生2，000円、ことも（4
歳～小学生）500円、3歳以下入園無料

田カンカラーの谷カイトツアー（約80分）→おきなわワールド（フリータイム）
●おきなわワールド営業時間　900～1800（最終入園1700）
l隅嘉闇爛①1000　②1200　③1400

＊いずれかを選び、ご予約時にお申し出ください。

■隙納湖カンカラーの谷ツアーガイド代、保険料、飲み物代、入園料

（玉泉洞・王国村）、消費税等諸税
＊雨天時も開催いたしますが、悪天候により中止する場合があります。
＊森の中を歩きますので、靴・長袖・長スボン・帽子着用をおすすめします。

〈お問い合わせ〉カンカラーの谷（TELO98－948・4192）⑳、
おきなわワールド（TELO98－949－7421）

〈旅行企画・実施〉シャルパンク

印　よりつきようチノフス付き l取消料l∃

琉球ガラス村オリジナルグラス作り体験　　　団NN96盟C
JALパンク特別価格となノ規地でのお申し込みはできません。

随人気分で自分だけのカラス作品作りに挑戦。

■祝恩間瀬醐必根■』10／1～5／19

1迫おとな・こども1，300円

田ガラスを吹いてグラスの型を取る作業、グラスの飲み口を広けて整える
作業
船f㍊邑1①1100　②1400　③1600

＊いずれかを選び、ご予約時にお申し出ください。

b渥戯狛l約5分

剛体験代（材料費含む）、消費税等諸税
＊体験推奨年齢　小学1年生以上＊作品は後日発送（別途料金）となります。

〈お問い合わせ〉琉球カラス村（TELO98－997・4784）◎
〈旅行企画・実施〉ジャルパック

筏′「■二キとはし古きをこ用意■　　　　　妬消料なし】

琉球村満喫チョイスプラン　　　滞在期間中し、つでもご利用いただけます。
JALパ／ウ特別価格となり現地でのお申し込みはできません。

量食か体験プランかお好きなメニューが遇へます。

抑脚都側‖0／1～5／19

田おとな・こども（3歳以上）1，400円、2歳以下入園無料
l遜a現地にて、以下の4メニューよりお好きなメニューが1つ選べます。
①昼食（沖縄そば定食／沖縄そば・ジューシー・海ぶとうサラダ）
②オリジナルシーサー絵付け体験
③トロピカルパフェ作り体験

④簡単貸衣装体験（写妥付き）
●琉球村営葵時間　830～1730（最終入園1700）
●昼食対応時間1100～1600

●体験メニュー対応時間　900～1600（最終受付1530）
■肋ま糊琉球村入園料、昼食または体験メニュー代、

消費税等諸税
〈お問い合わせ〉琉球村（TELO98－965－1234）◎

〈旅行企画・実施〉ジャルパック

r随ニ　　ーし・し。　　　　　　　庫消料巴l

Lll詞コdNN9621C

ジンベエザメシュノーケル　　　　　団NN師OG（H）

シュノーケルで気軽にジンへエサメに会いに行こう1
Oi毛

匪脚附馳ミ110／1～5／19

唾田植とな・こども（6歳以上）8，800円（7，800円）
t彊ヨ読谷村都屋漁港集合（出航60分前）→ジンベエザメシュノーケル（海
中時間約30～40分）→読谷村郡屋漁港
■三三隈ヨ畑①830②1030③1300④1500

＊いずれかを選び、ご予約時にお申し出ください。

■扶韮ヨ邑l約2時間30分
■爪に＝＝＝休せ朋、■電料、必耳・．二＿＿＝几

器材一式レンタル料、往復乗船料、保険l乱
料、消費税等諸税　　　　　　　　l

喜震崇等宗誌慧漂芸豊吉諾諾墓諾認ロいただけませんD・　　　　雷
中学生～未成年者の参加は保護者の同志雷が必要になります。　　　　　　舞
循環器系、呼吸器系、耳鼻疾患、テンカンなどの既往症の方は医師の診断怒　L
が必要となる場合があります（詳しくは道営会社に直接お問い合わせください）。
ライフジャケットを着用いたします。水着・ハスタオル・ヒーチサンダルはご自身で

ご用意ください。

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合わせください。
〈運営〉トンプマリン残波⑳　取消料　ご利用日前日30％、当日50％、開始1時間前100％

ボートで行く青の洞窟シュノーケル
幻想的なひと時を満喫！

■互軋恩附識i・ヨ爛10／1～5／19

田おとな・ことも（6歳以上）5，500円（4，500円）
t迫トップマリン冨斎店集合（出航60分前）→青の洞窟シュノーケル
（海中時間約40分）→トノブマリン冒詰店
■瀾跳10900　②1030　⑨1300　④1430

＊いずれかを選び、ご予約時にお申し出ください。

■沌主選出l約2時間30分

l鰐隈義ま脱嘲体験料、講習料、必要器材一式レンタル料、往復乗船

料、保険料、消費税等諸税
＊5歳以下のお子さま、妊娠中の方、飲酒された方はご参加できません。
＊6歳～小学生の参加は保話者の同伴が必要となります。
＊中学生～未成年者の参加は保護者の同意書が必要になります。
＊循環器系、呼吸器系、耳鼻疾患、テンカンなどの既往症の方は医師

団，NN9615A‘8’璃

の診断書が必要となる場合があります。（詳しくは運営会社に直接お問い合わせください。）
＊ライフジャケットを着用いたします。水着・ハスタオル・ビーチサンタルはご自身でご用恵ください。

＊名護～北谷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ひ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杜にお問い合わせください。

〈運営〉トップマリン残浪⑳　取消料　ご利用日前日30％、当日50％、開始川寺間前100％

Ⅷオリンナルプチさ～∨く÷こ‾〟を三五≡．
JAU†ツタ
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「モピーディック号」サンセットディナークルーズ（1便目／2便日）
沖捜食材をたっぷり使った洋琉創作料理（うみんちゅ）を、海風とともに。

関脇聞脱ヨ畑10／1～5／18

田◆オーキットコース（メイン　牛リフロースステーキ・魚介のムニエル）
L…丁詞ココNN9605R（∨）おとな・こども（6歳以上）6，600円（5，600円）

◆ハイヒスカスコース（メイン　牛肉のサイコロステーキ和風ソ…ス・魚介のクラタン）
■晋珊コdNN9605Tおとな・こども（6歳以上）5，300円

◆フーゲンビノアコース（メイン　鶏胸肉の蒸し煮・ブルクンのチリソース煮）
L寸詞コdNN9605Sおとな・ことも（6歳以上）3，900円

〇三毛
オーキットコースのみ

＊全コース5歳以下無料（食害なし）お子さまランチがあります（1，600円現地払い）。ご利用当日12時までに運航

会社へ直接ご予約ください。

田那覇護→那軒巷沖（ディナークルース）→那新港
齢慣琶11便目10～3月1700頃発／4・5月1745頃発

2便目10～3月1945頃発／4・5月2015頃発
＊いずれかを選び、ご予約時にお申し出ください。

齢悶胤Ⅷ約1時間45分

睡嘉靂嘲乗船料、食事代、保険料、消費税等諸税
i　●2名から催行

篭
プーゲンヒノアコース（一例）

＊1便目のみ送迎があります。送迎可能なホテル、時間等の詳

紐については運航会社に直接お問い合わせください（送迎ハ
ス定員は28名となります）。

＊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く

ださい。

（運航〉ウエストマリン◎　取消料　ご利率弓の2鱒3些！前日50嬰、当日ユ些些

ポイント。到凱ますと鰍，り，いただき、大型ワイげラスでパノ芸：二崇‘X’璃
オルカ号海中散歩

海底散歩をお楽しみいただけます（専任マリンカイトによる開いて得するアナウンス付き）。

JAUblク
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陥脚耶馳itlO／1～5／19

1ヨa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

個田那覇港→水中観光→那覇港
l関㍊山1900／1015／1130／1345／1500

＊いずれかを選ひ、ご予約時にお申し出ください。

院主甜さきうl約50～60分

軸乗船料、保険料、消琵税等諸税
＊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ください。

〈運航〉ウエストマリン◎　取消料　ご利用日の2日前30％、前日50％、当日100％

西表島●由布島竹富鳥　　　団NN9631U‘V’藁頭
の～んびり3島周遊コース（ランチ付き）

ゆ～つくり、の～んびり三島をめぐります。

蜘濯凛≡・■三l』10／1～5／18（11／20・21を除く）

lヨaおとな14，300円（13．300円）、こども（6～11歳）9，300円

（8．300円）、5歳以下無料（おとな1名につき1名まで／食事なし）

田石垣港（930頃発）→竹富港→グラスボート遊覧→ハス観
光→竹富湾→石垣港→市内レストラン（昼食）→石垣港→西表
大原湾→仲間川ボート遊覧→美原（水牛室）→由布島植物園
→美原（水牛空）→西表大原港→石垣港（1740頃着）＊海

洋の状況により発着港が変更となり、昼食が由布島レストランに
なる場合があります。
覿起電乱l約8時間

水牛車　臨歪捌船代、グラスボート代、ハス観光代、昼食代、由布、島入園料（水牛車代含む）、仲間川ポート遊覧代、消費税等諸税

＊送迎があります。送迎可能なホテル、時間等の詳細については旅行企画・実施完に直接お問い合わせください。

〈旅行企画・実施〉安栄観光⑳
取消料　ご利用日前日40％、当日50％、開始後または無連絡不参加100％

慧慧髪忠莞莞：豊富島3島周遊コ‾忠慧悪才璃
齢Ul淵附三言脳110／1～5ノ18（11／20t21を除く）

l匪lおとな14，300円（13，300円）、こども（6～11歳）9，300円

（8，300円）、5歳以下無料（おとな1名につき1名まで／食事なし）

田石垣漬（840頃発）→西表島大原潅→仲間川マンクローブク
ルース→美原（水牛車）→由布畠（入園・昼食）→美原（水牛車）→

西表島大原逐一竹富滝→バス観光→水牛車観光→竹富港→石
垣港（1700頃諮）
m∃乱膚約8時間
■馳孟欄船代、仲間川ボート代、ハス観光代、水牛車観光
代、昼食代、入国料、消喪税等諸税
〈旅行企画・実施〉平田観光⑳
取消料　ご利用日の10～7日前20％、6～2日前30％、前日40％、当日50％、開始後または無連絡不参加100％

ん／＼いノほ

西表・由布・小浜・竹富鳩めぐり（ランチ付き）団NN9631E（F）
八重山のみところを1日で周遊。

藁頭
帖監t閣員耶舶110／1～5／19

田おとな13，900円（12，900円）、こども（6～11歳）9，600円

（8，600円）、5歳以下無料（おとな1名につき1名まで／食事なし）

固石垣港（810頃発）→西表島大原溝→仲間川マングロ17
クルース→美原→水牛尊で由布島（見学）→西表島大原港→小

浜護→ホテルレストラン（昼食）→小浜畠ハス観光→小浜港→竹

田港→竹富畠バス観光→竹富港→石垣溝（1710頃着）
l流尋還出l約9時間

隈京まi肋■松代、ハス観光代、昼食代、仲間川ボート代、由

布島入園料（水牛幸代含む）、消費税等諸税
＊送迎があります。送迎可能なホテル、時間等の詳紗こついては旅行企画・実施先に直接お問い合わせください。

〈旅行企画・実施〉石垣島ドリーム観光◎
取消料　ご利用日の14～8日前20％、7～2日前30％、前日40％、当日50％、開始後または無連絡不参加100％

小浜島・竹富島観光コース（ランチ付き）
ゆったりのんびり人気の2島をめぐる、小浜烏と竹富島コース。

脚服遁甜10／1～5／18（11／20・21を除く）

田おとな10，800円、こども（6～11歳）6，900円、5歳以下無
料（おとな1名につき1名まで／食事なし）

田石垣港（1030発）→小浜滝→小浜パス観光→レストラン
（昼食）→小浜潅→竹富湾→竹宮パス観光→水牛車観光→蒐
築館（入館）→竹富港→石垣港（1630頃着）
E正護盟鼓l約6時間

軸船代、ハス観光代、水牛車観光代、昼食代、蒐築
館入館料、消費税等諸税
〈旅行企画・実施〉平田観光◎
取消料：ご利用日の10～7日前20％、6～2日前30％、前日40％、当日50％、開始後または無連結不参力mOO％

由布島とマリュドゥの滝・
カンビレーり滝（ランチ付き）
壮大なす観をめくって大自然を体感！

■防腐【嘲隅防柑慕取肌用‖0／1－5／18（2／8を除く）

田おとな13，300円（12，300円）、ことも（6～11歳）9．000円

（8，000円）、5歳以下無料（おとな1名につき1名まで／食事なし）

田石垣港（830発）～西表島（10～3月大原活着、4・5月上原
溶着）一滴内川ボート遊覧→マリュドゥの滝・カンビレーの滝（徒歩に
て片道45分）→レストラン（塁食）→星砂の浜（フリータイム）→美原

（水牛車）→由布畠植物園→美浜（水牛重）→西表島大原濾～石
垣濯（1740頃着）
l派与甜用約9時間

鮮醐船代、浦内川ポイ、代、ハス観光代、昼食代、由布島
入園料（水牛車代含む）、消費税等諸税
＊マリュドゥの滝、カンビレーの滝は山道を歩きますので、歩きやすい服

（長ズボン）、靴、帽子、飲み物をご用意ください。
＊送迎があります。送迎可能なホテル、時間等の詳細については旅行

企画・実施先に直接お問い合わせください。

l三溝巨白dNN9630K（L）

〈旅行企画・実施〉安栄観光◎　取消料　ご利用日前日40％、当日50％、開始後または無連絡不参加100％

竹富畠想い出コース ト・1瑠コaNN9630B

サンヨ礁めくりや星砂の浜をお楽しみくたさい。

肺腑捌＝0／1～5／19（11／20・21を除く）

個団おとな5，800円、ことも（6～‖歳）3，500円、5歳以下無料
（おとな1名につき1名まで）

l迫石垣溝→竹富滝→グラスボート→バス島内観光→水牛幸
観光→蒐集館（入館）→竹富渚→石垣湾
馳劫Hilご希望の出発時間をご利用の6日前～前日までに旅行企

画・実施先に直接ご予約ください。

【往路】石垣港発800～1430（約30分ごとに運航／1200・
1300・1400発を除く）【復路】竹富港発1045～1715（約

30分ごとに運航／1215・1315・1415発を除く）

田撼闇蘭3時間
l和議撒船代、グラスボート代、ハス観光代、水牛車観光

代、蒐集舘入館料、消費税等諸税
く旅行企画・実施〉平田観光◎

取消料　ご利用日の10～7日前20％、6～2日前30％、前日40％、当日50％、開始後または無連絡不参加100％

寓良川マングローブカヌー体験
国の天然記念物にも指定されているヒルギ♯を、カヌーで探検。

亜熱帯独特の動稽物の息つかいを感じるネイチャー体験l

■租敗恥裕旧剋弛HO／1－5ノ19

田おとな3，000円（2，000円）、こども（小学生）2，500円（1，500円）

田石垣島観光カヌー乗り場～カヌー体験～石垣島観光カヌー乗り場
駄㍊Ⅶ出発時間は潮の干満により日々異なります。詳しくは旅行会社へ

お問い合わせください。＊出発時間の最終のご案内はご利用日前日に運

営会社からお客さまへ直接ご連結いたします。ご予約時にお客さまのご旅

行中の連絡先と前日の宿泊ホテルをお申し出ください。

函盃率i約1時間30分
■馳渕カヌーレンタル代、カイト代、ドリンク代、保険料、消費税

等諸税

仁琵≡aNN9632A‘8’漂頭

火送迎があります。送迎可能なホテル、時間等の詳細については道営会社に直接お問い合わせください。

不濡れても差し支えのない服装で参加し、潜替え■タオル等をご用意ください。

＊未就学児をお連れの場合は、事前に石垣島観光まで直接お問い合わせください。

〈運営〉石垣島観光◎　取消料　なし

ぞ莞畠讐芝パス）　囲【認諾㍍；…；EEf訂璃
八重山探訪におすすめ。石垣島一西表島・小浜島・黒鳥・竹富島・鳩同島、小浜■～西表島・竹富上、西表島～鳩
間島、西表島～竹富島のいずれかへ憑ることができるパスです。

鰹私版t隅脱：1出110／1～5／19

1旺ヨ［3日間］おとな4．500円（3，500円）、こども（6～11歳）
2，250円（1，250円）、5歳以下無料（おとな1名につき1名まで）

［4日間］おとな5，000円（4，000円）、こども（6～11歳）2，500円

（1．500円）、5歳以下無料（おとな1名につき1名まで）
l師滋炎隅■石垣島～西表島・小浜島・黒鳥・竹富畠・鳩間

島、小浜島～西表島・竹富畠、西表島～鳩間島、西表島～竹宮
島のフェリー代、消費税等諸税
＊ご利用開始日より3日間または4日間有効となります。また、1航

路2往復までご利用いただけます。
＊八重山観光フェリーのご利用に限ります。

＊出航10分前までに石垣溝離島ターミナル内八重山観光フェ

リーにて乗船手続きをお済ませください。
＊ご利用可能な船の時間は直接下記までお問い合わせください。
虫各島々にパス提示にて特典が受けられる施設があります。詳細については直接下記までお問い合わせください。

〈お問い合わせ〉0980－82－5010⑳　〈運航〉八重山観光フェリー株式会社
取消料　ご利用日の20～8呂前20％、7～2日前30％、前日40％、当日50％、開始後または無連絡不参加100％

文化財の古民家で「やいまの宴」と星空散策　団NN9630P
国・登録有形文化財の琉球古民家で、島素材をふんだんに使った
郷土料理や三線弾き諸りを満喫。夜空に浮かぶ月や星たちが、幻
想的なひと時を演出します。

岨松帆削靴110／1～5／18

四おとな・こども（6歳以上）5，000円、5歳以下無料（食事なし）
E蹴仏日815

■注主潰畑約1時間30分

画人村料、夕食代、三線ショー代、消費税等諸税
●2名から信行（限定8名桜）
＊送迎があります。送迎可能なホテル、時間等の詳糸削こついては

下記に直接お問い合わせください。

くお問い合わせ〉石垣やいま村（TELO980－82－8798）◎

く旅行企画・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％

波照間畠観光（ランチ付き）　　　　　　　　t：匡EaNN9831G
日本最南端の島と歴史をお楽しみください。

1■親御捌脈闇‖0／1－5／19
田おとな11，000円、ことも（6～11歳）7，500円、5歳以下無料
（おとな1名につき1名まで／食事なし）

t迫石垣連発→波照間港→バス観光（高那崎・日本最南端の
碑・二シハマビーチ・昼食）→波照間港→石垣港
F㌫遊粘れ以下の組み合わせから選び、ご予約時にお申し出ください。

①石垣湾830頃発一波照間港13●10頃発

②石垣溝1150頃発一浪照間港16●50原発
（830発は復路を定期船からお選びいただけます。）
艦荘逓ヨ告】約6時間

御船代、昼食代、ハス観光代、消費税等諸税
＊送迎があります。送迎可能なホテル、時間等の詳細については旅行企画・実施先に直接お問い合わせください。

〈旅行企画・実施〉安栄観光◎
取消料　ご利用日前日40％、当日50％、開始後または無連綿不参加100％

ク
ル
ー
ジ
ン
グ
・
水
中
観
光
・
フ
ェ
リ
ー
パ
ス
／
観
光
・
体
験
プ
ラ
ン



仲間川・由布島と星砂の浜（ランチ付き）
ジャングルを流れる川や、水牛車で凛る由布島、里砂の浜で、南国の自然を楽しむ。

陛t矧附服110／1～5／18

1附く石垣島発〉おとな12，500円（11，500円）、こども（6～11歳）8，300

円（7，300円）、5歳以下無料（おとな1名につき1名まで／食事なし）

〈西表島発〉おとな9，600円（8，600円）、こども（6～11歳）6，800円（5．800

円）、5歳以下無料（おとな1名につき1名まで／食事なし）

田石垣港（820集合）→西表島大原港（910集合）→仲間川ボート遊覧
→美原（水牛車）→由布島植物園→昼食→星砂の浜→白浜→西表島大原

溝または上原港→石垣溝（10～3月1745頃着／4・5月1715頃藩）
駆日払畑約9時間
l紺弟蔓i肋■船代（石垣島発）、仲間川ポイ、料、由布島入園料（水牛車

∈頭
F而『田NN96310（R）（石垣島梵）

NN9631S（T）（西表島発）

代含む）、昼食代、バス代、消費税等諸税
：：西表島発をこ利用のお客さまは、石垣浩より西表畠へこ出発される前に必　　　　　巧い，・、＿＿

ず石垣′巻誹畠ターミナル内西表島観光センターへお立ち詰りください

〈旅行企画・実施〉西表島観光センター◎　取消料　なし

大自然クルーズとカヌーツアー　　団iNN9630…∈頭
水牛霊に乗ったり、植物園を見学したり、カヌーやジャンクル体験なと多彩なスポットを満喫。

蜘脱j…l』10／1～5／18

田おとな14，800円（13，800円）、こども（6～11歳）8，800円（7，800円）

l彊ヨ石垣護→西表島大原港→仲間川マングローフグルーズ→由布島植
物園（水牛辛）→レストラン（昼食）→ユツン川にてカヌー体験とミニシャンク
ル探検→西表良大原港～石垣滝

駈㍊超t約9時間

l師弟捌船代、バス代、仲間川ポート代、由布島入園料（水牛幸代含
む）、昼食代、カヌー使用料、カイト料、ライフジャケント、マリン7－ツ使用料、

消費税等諸税
＊6歳未満の由子さまはご参加いただけません。

く旅行企画・実施〉西表島観光センター⑳・取消料　なし

癒しの亜熱帯西表船浮●由布満喫コ‾慧慧璃
西表島の秘境・船浮、水牛で訪れる由布烏の見どころを遜る。

匝脚線朋と紬110／1～5／18（3／15・16を除く）

田おとな13】800円（12，800円）、こども（6～11歳）8，300円（7，300
円）、5歳以下無料（おとな1名につき1名まで／食事なし）

田石垣湾（810発）→大原溝→水牛車に乗って由布島（見学）→白浜滝
→船浮港（昼食）→グラスボートマンクローブクルース・水落の滝→船浮散

策・イタの浜→船浮港→白浜港→大原港→石垣港（1755謙）
阻約10時間
肋船代、観光バス代、由布鳥人酎斗（水牛車含む）、船浮グラ
スボートマングローフクルーズ代、昼食代、船浮散策カイト代、消井税等諸税

●2名から催行 」仙＿州、　　　イダの浜

＊送迎があります。送迎可能なホテル、時間等の詳細については旅行企画・実施先に直接お問い合わせください。

〈旅行企画・実施〉石垣島ドノーム観光◎
取消料　ご利用日の14～8日前20％、7～2日前30％、前日40％、当日50％、開始後または無連結不参加100％

サンセットクルーズ石垣牛BBQ　団’NN96300‘R’蜃
海に沈む夕日を眺めながら、島唄演奏を8GMにバーベキューをお楽しみください。

■m悦服科円問題出tlO／1～5／18

1迫おとな8，500円（7，500円）、こども（5歳～中学生）6，500円
（5．500円）、幼児（3・4歳）5，000円（4，000円）、2歳以下無料（食事
なし）＊3・4歳で食事なしの場合は乗船無料となります（ご予約時にお
申し出ください）。

lEa石垣港（10～3月1745頃発／4・5月1800頃発）→クルージン
ク→ポイント到着／魚釣り→食事／島唄演奏→石垣護（10～3別9
45頃着／4・5月2000頃潜）＊悪天候によりポイント時間の変更、欠

航をする場合があります。あらかじめご了承ください。
鰹正主現出l約2時間

軸乗船料、釣具、ワンド′ンク、保険料、生演奏の島唄、
食事代（ハーヘキュー食材）、消費税等諸税

＊お肉が苦手な方は、事前に運航会社へ直接お問い合わせください。
＊かかとの高い不安定な履物は、危険ですのでご遠慮ください。
＊送迎があります。送迎可能なホテル、時間等の詳組こついては運航会社に直接お問い合わせください。
＊2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ください。

〈運航〉株式会社トムソーヤ◎
取消料　ご利用日の20～8日前20％、7～2日前30％、前日40％、当日50％、開始後または無連絡不参加100％

型堅主監三二▼二二二＿＿二二二，

豪華カタマランヨットで行く
テインガーラ（天の川）クルーズ
テインガーラとは八重山万古で「天の川」のこと。揺れの少な
い大型カタマランヨットで八重山の海をクルージング。夜の

海風を感じながら南の烏の星空をお楽しみください。

蜘糊10／1～5／18

田おとな・こども（6歳以上）5，000円、5歳以下無料
t正司石垣溝→テインガーラクルース→石垣港
駄講盟退12030頃

覿主監邑l約1時間

随まi闇乗船代、ガイド代、ワンドリンク代（おつまみ含

む）、消費税等諸税
●2名から催行

■言問コdNN9630J

＊出発時間は、ご利用前日にぷしいぬしまからお客さまへ直接ご連綿いたします。ご予約時にお客さまのご旅行中の連絡先

をお申し出ください。＊送迎があります。送迎可能なホテル、時間等の詳細については下記に直接お問い合わせください。

〈お問い合わせ〉ぶしいぬしま（TELO980・88・6363）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％

宮古島・伊良部島・下地島・油間島・来間島　　t：翌ヨBNN96178

5畠めぐりツアー（ランチ付き）
宮古島周辺の島々をタクシーでたっぷり観光します。

脚帽削L・引測10／1～5／18（10／20、12／31～1／2、2／15を除く）

田おとかこども（6歳以上）14，300円、5歳以下無料（おとな1名に
つき1名まで／食事なし）

′朝　田宮古島内ホテル（920発）※→平良港～佳良浜港→伊良部島・
下地島観光（フナウサギバナタ展望台、白鳥崎（車窓）、佐和田の浜、
下地鳥パイロット訓練場、通り池、渡口の浜、牧山展望台）→昼食→佐

良浜港～平良港→雪塩工場→池間大橋→池間島→東平妾名峰→
ユートピアファーム宮古島（マンゴーソフトクリーム）→来間大橋一束間

島→宮古島内ホテル（1745頃着）
※ホテルアトールエメラルド宮古島にご宿泊の方は940に平良港マリ

ンターミナル内1階はやて海運カウンターに集合となります。

些些細約8時間30分
l踊諏毛ま嘲観光タクシー代、船代、昼食代、マンコーソフトグノーム代、保険料、消費税等諸税

●2名から催行　●タクシー（小型車）は定員4名、2～4名に1台の配車となります。5歳以下の方も乗車定員に含ま
れますのでご注意ください。＊5歳以下の由子さまをお連れの場合は、ご予約時にお申し出ください。

〈旅行企画・実施〉宮古旅倶楽部◎
取消料　ご利用日の7～2日前30％、前日40％、当日50％、開始後または無連綿不参加100％

大神島散策ツアー（案内人付き）
神の島「大神島」の散策ツアー。ゆったりとした時間をお過こしください。

脚菰Jjl胡10／1～5／19（12／31～1／2、2／15、4／5を除く）

l匪lおとな3，000円、こども（5～11歳）1，500円、4歳以下無料（おとな1名につき1名まで）

田島尻港→大神善→徒歩にて地元ガイドの案内による大神島内散策→大神港→島尻港
随占t①午前〈10～3月〉900原発／〈4・5月〉11．00頃発

く∋午後〈10～3月〉1415頃発／〈4・5月〉13●30頃発

＊いずれかを選び、ご予約時にお申し出ください。

覿敲追払T約2時間

隙捌船代、カイト代、保険料、消費税等諸税
●2名から催行く限定8名様）
＊大神島の祭事により、入島制限やルートが変更となる場合があります。
＊ツアー料金の一部は大神島の活性化のために利用させていただきます。
＊ご予約時にお客さまのこ旅行中の連絡先と前日の宿泊ホテルをお申し

出ください。

〈お問い合わせ〉宮古旅倶楽部（TELO980・75・4380）◎　く旅行企画・実施〉JALJTAセLルス

取消料　ご利用日の20～8日前20％、7～2日前30％、前日40％、当日50％、開始後または無連絡不参加100％

伊良部島。下地島日帰り観光（ランチ付き）　　団NN9617C
海につながっているという通り池の見学なと思い出いっぱいの旅に。

陥監附鼠。馳110／1～5／19（12／31～1／2、2／15を除く）

田おとな6，000円、こども（6～11歳）4，000円、5歳以下無料（おとな1名につき1名まで／食事なし）

田平良港（1000発）～（高速船）～伊良部畠佐長浜溝→フナウサ
ギパナタ展望台→白鳥岬（車窓）→佐和田の浜下地島パイロット訓練

場・通り池・溝口の浜・牧山展望台→昼食→伊良部島佳良浜滝→平良
港（1315頃活）

町立産弧■約3時間30分

軸船代、昼食代、観光タクシー代、保険料、消費税等諸税
＊タクシー（小型車）は定員4名、2～4名に1台の配車となります。5歳以

下の方も乗車定員には含まれますのでご注意ください。
●おとな2名から催行
＊5歳以下の由子さまをお連れの場合は、ご予約時にお申し出ください。

〈旅行企画・実施〉宮古旅倶楽部◎
取消料　ご利用日の7～2日前30％、前日40％、当日50％、開始後または無連絡不参加100％

池間島わくわくシュノー列ングコースE迎NN那K‘L’掬
（水中観光船乗船付き）
色とりとりのサンゴたちに埋めつくされた奇跡のシュノーケルポイントで、サンゴと熱帯魚を見るオススメのコースです。

帆El剛腕王Ⅰ瑚10／1～5／19

1田おとな6，500円（5，500円）、ことも（8～11歳）4，500円（3，500円）

田アイランドエキスパート事務所集合（出港15分前）→シュノーケルポイント
にて講習・シュノーケル→アイランドエキスパート事務所着
暇；弘lO午前（845発）②午後（1345発）

＊いずれかを選び、ご予約時にお申し出ください。

E羅剋邑l約3時間30分

随孟醐カイト代、器材レンタル代、グラスボート乗船料、消費税等諸税

●2名から催行
＊8歳未満のお子さまはご参加いただけません。串別途現地にて美ら海協力金

500円のお支払いが必要です。＊ツアー当日の体調によってはインストラクター
の判断でツアーのご参加をお断りさせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。浸く水雷・バスタオル・

ヒーチサンダルはご自身でご用恋ください。水着はあらかじめ治用の上、ご参加ください。また日焼け対策は十分に行っ
てください。＊送迎があります。送迎可能なホテル、時間等の詳細については運営会社に直接お問い合わせ下さい。

く道営〉宮古島アイランドエキスパート◎

取消料　ご利用日前日30％、当日50％、開始律または無連縮不参加100％

医塾萄

グラスボートで行くはての浜半日ツアー　　　匠璽〕NN9617M
久米島の東に約7kmにわたり浮かぶ砂浜の島。

■ほ農t闇剤附服一10／1～5／19

1証ヨおとな2，500円、こども（5～11歳）1，500円、4歳以下無料

田久米島内ホテル→泊フィンシャリーナ（1000頃発）→はての浜
（フリータイム）→泊フィッシャリーナ（1200頃嵩）→久米畠内ホテル
＊出発時間は、ご利用前日に久米島エスコートツアースからお客さま
へ直接ご適格いたします。こ予約時にお客さまのご旅行中の連絡

先をお申し出ください。

（イメージ）監ラスポ＿卜代、保険料、消鮒等納

＊乗船中および浜に上陸の際は膝下まで濡れますので、濡れても差し支えのない服装でご参加ください。

〈お問い合わせ〉久米島エスコートツアース（TEL098－985－3311）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％

ダイビング　　　　　　医園

ハックルベリーダイビングコース
帆lH町澤矧旺孔軋爛10／1～5／18

■土聞出1830～900頃

脚叫カイド料、器材レンタル料、保険料、消費税等諸税

体験ダ ��イピンク 
コース名 �団 �田 �l臨冠謬 �四 

西海岸（残波岬～万座） �NN9＄10R �8，000円 �約2時間 �満10歳以上 

那蹄 �NN9610S �6，000円 � 

渡嘉敷島※1 �NN9610T �8，000円 �約3～4時間 

石垣島 �NN〈帽10U �10，000円 

久米島 �NN9610V �11，000円 

宮古島 �NN9610W　】　－14．000円 

※1渡嘉敷島から那顧問の船代はお客さま負担となります。※2那覇は1日コースになる場合があります。

＊ダイピングの詳瓢二ついては、ご利用前日に旅行企画・実施先よりお客さまに直接ご連絡いたします。ご予約時にお

客さまのご旅行中の連絡先をお申し出ください。
＊妊娠中の方、糖尿病の方はご参加いただけません。
＊西海岸コースにご参加の60歳以上の方および循環器系、呼吸器系、耳鼻疾患などの既往症の方は医師に相談

し、診断書の提出をお願いします。（詳しくは旅行企画・実施先に直接お問い合わせください。）
：タイヒンクこ利用挨軋その日の飛行7宗主」の搭乗・ヘリコフタ【の菜粕よお控えくたさい〔

＊未成年の方は親権者の同意書が必要になります。
＊各ショップの駐車場をご利用いただけます。

＊送迎があります。送迎可能なホテル、時間等の詳細については旅行企画・実施先に直接お問い合わせください。
＊宮古島コースは、別途現地にて美ら海協力金500円のお支払いが必要です。

（旅行企画・実施〉（株）ハックルヘリージャパン／レッドフィンダイピンク◎

取消料　ご利用日の20～8日前20％、7～2日前30％、前日40％、当日50％、開始後または無連絡不参加100％
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ゴルフ：諾認諾誤認認諾妄言マ諾荒行会社。てご予約ください。）　　〈旅行企画．実施ジヤ慧

リゾート気分の中での気軽なゴルフプランです。

◆毎日2名でのプレイ確約

◆那覇空港到着日プレイの場合、1000までに到着する億をご利用ください。

●コースレイアウト18H／7．168ヤード／PAR72

●所在地　〒905・0026名護市喜瀬1107・1（TEL0980・53・6100）

●アクセス　那覇空港より車で約1時間10分（高速利用）

●プレイ形態．乗用カート利用のセルフプレイ
＊帽子着用、メタルスパイク不可

●スタート時刻の目安　午前／730～850頃　午後／1130～1240頃

間消料Ⅰ∃

代金（1名様／1プレイ）：■ぎ周＝dNN9710L

A期間10／1～31・4／1～30の月～金曜日（祝日を除く）

B期間10／1～31・4／1～30の土・日曜日・祝日

C期間1り1～30・3／1～31の月～金曜日（祝日を除く）

D期間11／1～30・3／1～31の土・日曜日・祝日

E期間12／1～28・1／4～2／28の月～金曜日（祝日を除く）

F期間　12／1～28・1／4～2／28の土・日曜日・祝日および12／29～1／3

現地お支払い代金（1名機〉

カートフィー10、4月　4名1組1，575円、3名1組1，575円、

2名1組　3，575円
11～3月　4名1組1，575円、3名1組　3，575円、

2名1組　5，575円

利用税／960円
スポーツ基金／45円

◆毎日2名申し込み可

（ただし、11／1～13のみ2名申し込み不可）

◆毎日2名でのプレイ確約

◆宮古空港到着日プレイの場合、1130までに到着する優をご利用ください。

◆那覇空港到着日プレイの場合、1110までに到着する便をご利用ください。　●コースレイアウト18H／6，912ヤード／PAR72

●コースレイアウト18日／6，334ヤード／PAR72

●所在地　〒901－0513島尻郡八重瀬町字破名城697

（TELO98－998－7001）

●アクセス　那覇空港より車で約30分

●プレイ形態　キヤティ同伴∵乗用カート利用

＊帽子着用、メタルスパイク不可

●スタート時刻の目安　午前／700～850頃　午後／1150～1340頃

噸消料l∃

代金（1名様／1プレイ）：■…・†褐コaNN9710J

A期間10／1～31・4／1～30の月～金曜日（祝日を除く）

B期間10／1～31・4／1～30の土・日曜日・祝日

C期間11／1～12／28の月～金曜日（祝日を除く）

D期間11／1～12／28の土・日曜日・祝日

∈期間1／4～3／31の月～金曜日（祝日を除く）

F期間1／4～3／31の土・日曜日・祝日

現地お支払い代金（1名様）

キャディ付き乗用カートフィー
4名1組　5，250円、3名1組　6，510円、2名1組10．500円

利用税／960円

は、2・3名でのお申し込みの場合、現地にてメンハーまたはヒシターが入り1組4名でのプレイになる場合があります。1名城でのお申し込みは受け付けており

ません。●スタート時刻の希望はお受けできません。正確なスタート時刻はご出発40日前までに決定（ご出発45日前までにご予約の場合）いたします。10～

44日前までにご予約いただいた場合には1週間前までに決定いたします。なお現地でのスタート時刻は変更できません。●スループレイとなります。スタート後

ラウンド途中での休憩および食事は原則としてできません。●コルフ競技開催日、定休日、貸切日の追加変更、悪天候等の理由により設定中止となる日があ

ります。●プレイの進行状況、日没等により、最終ホールまでプレイできない場合があります。その際、コルフプレイ代金の返金はありません。●乗用カートは、

普通自動車運転免許が必要です。●コルフ場の都合により、年齢等コルフ場の定める入場資格を満たしていない場合、お申し込みをお断りする場合があり

ます。また、現地にて不適格者と判断した場合、プレイをお掛ける場合があります。

■代金に含まれるもの　コルフプレイ料金（グノーンフィー、諸経費、消費税等諸税）

■代金に含まれないもの　キャティフィー、カートフィー、ロッカーフィー、利用税等

＊現地お支払い全額は2013年6月規在の料金（参考）で、料金は変更になる場合があります。プレイ前にお客さまご自身にてご確認ください。

●所在地　〒906－0305宮古島市下地字与那覇1591・1

（TELO980－76－3232）

●アクセス　宮古空港より空で約15分

●プレイ形鯨　乗用カート利用のセルフプレイ

●スタート時刻の目安　午前／740～920頃　午後／1200～1320頃

l耽消料なしl

代金（1名様／1プレイ）：齢闇祀旧NN9710N

A期間：10／1～12／15・3／16～4／30の月～金曜日（祝日を除く）

B期間10／1～12／15・3／16～4／30の土・日曜日・祝日

C期間12／16～28・1／4～3／15の月～金曜日（祝日を除く）

D期間12／16～28・1／4～3／15の土・日曜日・祝日および12／29～1／3

現地お支払い代金（1名様）

カートフィー　4名1組　2，625円、3名1組　2．625円、

2名1組10／1～12／15、3／16～4／303，675円

12／16～3／15　4，725円

利用税／800円
スポーツ振興基金／20円

よくぼりクーポン　　　　　　　　　　慧施ジャ慧

■ご利用いただける期間：2013年10月1日～2014年5月19日

■旅行出発前購入（出発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にてご購入ください。）

人気スポットを満喫！さらにうれしいプレゼント付き！

滞在期間中いつでもご利用いただけます。

「10月からの旅JALパック沖縄」にご参加のお客さま限定の“よく脚Jクーポン”は、本島の人気スポットの入園ができます。さらに琉球ガラス村などでのプレゼント付き。

●代金：おとな・こども1．500円　悶コヨ（限定）．NG9010A

●琉宮城蝶々園　入園（400円）

●ナコパイナップルパーク　入園（1，200円／カート含む）

●ネオパークオキナワ　入園（630円）

●大石林山●入園（800円）

●琉球村　入園（840円）

●おきなわワールド　入園（王国村600円）［玉臭洞・ハフ博物公園は別料金］

●琉球ガラス村［琉球カラスはし置き1つ］

●森のカラス舘［琉球ガラスはし置き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）［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［パインシヤーヘット1つ］

田
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石垣島内バス1日間・5日間フリーパス　　　　　慧慧せ，。98。＿82＿2。S。〈漸警慧

■ご利用いただける期間：2013年10月1日～2014年5月19日l■旅行出発前購入（出発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にてご購入ください。）

忙桁巨Ed【1日間フリーパス］NN9051N［5日間フリーパス】NN9051P

●代金：【1日間フリーパス】おとな1．000円、こども（6歳～小学生）500円、5歳以下無料（おとな1名につき1名まで）

【5日間（みちくさ）フリーパス】おとな2．000円、こども（6歳～小学生）1，000円、5歳以下無料（おとな1名につき1名まで）

路線の一例

壷書品繭融
川平リゾート緑 空港線
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バスターミナル

石垣島内バスをご利用のお客さまへ

●ハスご乗車の際にトライハ一にクーポン券

を提出し、「1日間または5日間（みちくさ）フ

リーパス」にお引き換えくださいへ

●1日間は1日、5日間は5日以内であれば、

「空港線」「川平リソート挨」を含む菜運輸
運行の全路線を何度でも自由にこ乗車い

ただけます。

●ご乗重にならない場合でも払い戻しや、返

金はありません。

●交通事情により運行時刻が変更となる場

合がありますので、あらかじめご了承くださ

い。

●2008年6月1日の道路交通法一部改正

により「ハス乗車率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）。

ハスをご利用いただくお客さまはシートベル

トの着用にこ協力をお願いいたします。

●石垣やいま村（各自払　840円）
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オ訝 ディナーミールパスポート：諾浣㌫諾荒主、認諾諾景謂認諾譜表ヌ昆さい。）慧慧施ジヤ慧

ハナハナ｛ホテル8航ア化ラ｝8ブランす∴ヨ

ト童緑庵芦㌍
潤－ノ苛雷　■＿二、

●ティナーミールパスポートは、下記レストランでご利用いただける全施設共通の夕食券です。クーポン券はレストラン係員に
ご提出ください（施設によって設定のないプランもありますのでご注意ください）。●レストランの予約はされていませんの

で、（要予約）のレストランは、各施設にお客さまご自身で直接ご予約ください。また、年末年始・コールテンウィークなどにこ利

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。●レストランの貸切等でご利用いただけない場合があります。
●代全は1名分の代金です（指定されたメニュー以外についてはお客さま負担とかはす）。●メニューおよび代金はおとな
1名分ですのでお子さまメニューはありません。ご希望のお客さまは現地レストランにてご注文ください。●記載の定休日等

は変更となる場合があります。●4月以降は設定・内容等が変更となる場合があります。●代金に含まれるもの　指定
メニューの食事代、サーヒス料、消費税等諸税　●追加代金にともなう消費税等諸税は現地にてお支払いください。

ホテル名 �� �A �B �C �D �E 

卒 ■r ル 名 �畠JALプライベートリゾートオクマ �〈10／1～31〉ブッフェ（ワンドリンク付き）・ 〈11／1～5／18〉洋食セット／サーフサイド・カフェ （要予約） � �● � � � 

鉄板焼／阿権（要予約） � � � � �● 
バーベキュー／ビーチサイド（要予約） �● � � �● � 

虫ホテル日航アリビラ（※1） � � �● �● �● �● 

● �● �● �● 

中華／金紗沙（要予約） � �● �● �● �● 

● � � � 

テラスバーベキュー／ハナハナ（要予約） � �● �● �● � 

ザ・ブセナテラス（※2） �洋食ブッフ工／ラティーダ（要予約） � �● �● �● � 
和食／真南風（要予約） � �● �● �● �● 

中華／琉掌菜苑（要予約） � �● �● �● �● 

洋食／ファヌアン（要予約） � � �● �● �● 

ルネッサンスリゾートオキナワ（※3） �（要予約） � �● � � � ● � �● 

ファミリーSUSHlバイキング／ロイズ寿司バー（要予約） � �● � � � 

バーベキュー／コーラルシービュー（要予約） � � �● � � 

（※4） � � �● �● �● �● 

● � �● 

和食／神意 � �● �● �● �● 

中華／龍宮（クラブハウス内） � �● �● �● �● 

● �● �● �● 

ステーキ／HOPE � �● �● �● �● 

オキナワマリオットリゾート＆スパ （※5） �ブッフ工／オールスターブッ7ェ � �● �● �● � 
中華／琉葦邦 � �● �● �● � 

和食／琉紅董 � �● �● �● � 

● �● �● � 

● � 

和洋バイキング／シーフォレスト（要予約） � �● � � � 

● � � � 

● � � � 

和洋琉シュラスコブッフ工／センス � �● � �● � 

和定食づ羊食セット／センス � �● � �● � 

● � �● � 

ザゼーチタワー沖縄（※6） � �● � � � � 琉球料理／北谷ダイニング（要予約） �● �● � � � 

● � � � 

リサンシーパークホテル谷茶ベイ （※7） �和食バイキング・会席／七福・ （A：バイキング、C：会席） �● � �● � � 
洋食バイキング・コース／ブルーラグーン （A：バイキング、C：コース＋セミブッフェ） �● � �● � � 

中華バイキング・コース／マンダノンコート （A：バイキング、C：コース） �● � �● � � 

● � � � � 

（スパリゾヰ工グゼス）（※8） �洋食／天（要予約〈前日までの完全予約制〉） � � � �● � 

沖縄かりゆしビーチリゾート オーシャンスパ（※9） � �● � � � � 
● �● �● � � 

和洋中ブッフ工（ワンドリンク付き）／コラーロ � �● � � � 

和琉御膳／和琉炉端焼ゆちぎ月 � �● � � � 

（※10） �和食／花織 � �● �● �● � 
中華／柳翠 � �● �● �● � 

● �● �● � 

サザンビーチホテル＆lル、－ト �和洋中ブッフェ／レイール（要予約） �● � � � � 洋食プレート（120分飲み放題付き〈ビール、泡盛、ワイン、 ソフトドリンク〉）／ザ・テラス（要予約） � �● �● � � 

洋食／オーシャングノル（要予約） �● �● � � � 

（㌶11） �和洋食ヂノセット／Deli（要予約） �● � � � � 
洋食コース／TheOrange（要予約） � �● � �● � 

創作和食コース／無垢（要予約） � � �● � �● 

◆はショーをご覧になりながらお食事ができます。

※1　ホテル日航アリビラのBプランは12／30～1／3、4／26～5／5はこ利用いただけません。「ヘルテマール」は火曜

臥「金紗沙」は水磁日、「ハナハナ」は木曜日が定休日です。テラスパーへキュー「ハナハナ」は木曜日が定休
日です。また、1／1～2／28はご利用いただけません。

※2　ザ・フセナテラスの「ラ・ティーダ」「莫南風」「琉善業苑」は12／28～1／5、4／26～5／6、「ファヌアン」は

12／21～25、12／28～1／5、4／26～5／6はご利用いただけません。また、「ファヌアン」はドレスコードがありま

す。7歳未満はご利用いただけません。

※3　ルネッサンスリソートオキナワの「セイルフィッシュカフェ」は水曜日、「フォーシースン」は火曜日、「ロイズ寿司
パー」は月曜日、「コーラルシーヒュー」は木曜日が定休日です。

※4　カヌチャペイホテル＆ウィラスのB・C・Dプランは12／29～1／3、5／3～5はご利用いただけません。「クーワクー

ワ」は11／1～3／31はご利用いただけません。

※5　オキナウマリオットリゾ」・＆スパの「琉華邦」は火曜日、「琉紅茎」は水曜日、「琉仙」は月曜日が定休日です。

※6　サビーチタワー沖絡ま12／18はご利用いただけません。

※7　リザンシーパークホテル谷茶′＼イのAプランは12／28～1／4はご利用いただけません。

※8　SPARESORTEXESは12／28～1／3はご利用いただけません。

ホテル名 �� ��A �B �C �D �E 

ホ � � ��● � � � � 

アグーのしゃぶしゃぶ御膳（ワンドリンク付き）／泉河 （要予約） �� �● � � � 

虫ホテル日航那覇グランドキャッスル �洋食／セリーナ（要予約） �� �● �● �● �● 和食／宮±（要予約） �� �● �● �● �● 

中華／舜天（要予約） �� �● �● �● �● 

ホテルJALシティ那斬（※12） �洋食（ワンドリンク付き）／ボナペティ ��● � �● � �● 

ザ・ナハテラス（※13） �洋食／ファヌアン（要予約） �� � �● �● �● ● �● �● 

鉄板焼き／竜巨澤（要予約） �� � � � �● 
洋食／フォンテーヌ（要予約） �� �● � � � 

和食・中華・琉球料理／泉亭（要予約） �� �● � �● � 
● �● �● � � 

洋食／サフラン（要予約） ��● �● �● �● �● 

和食／かたばみ（要予約） ��● �● �● �● �● 

中華／四川飯店（要予約） ��● �● �● �● �● 

沖縄かりゆしアーバンリゾートサハ （※14） � ��● �● �● � � 

● � � � 

畠ホテル日航八重山 �和洋中バイキング／アクアリス（要予約） ��● � � � � 
炭火焼肉／畑人（はるさ－）（要予約） ��● � � � � 

● �● �● � � 

がノゆし倶楽部ホテル石垣島 （※15） �フレンチ・和琉料理／アマンダ（要予約） �� �● � � �● 
あぐ一腰しゃぶしゃぶ／美（ちゅら）またはアマンダ �� � � �● � 

フー ル 名 ��（要予約） 

石垣リゾートゲランヴイリオホテル �和洋コース／舟蕨（要予約） �� �● � � � 
焼肉セット／琉華（要予約） �� �● � � � 

石垣シーサイドホテル（※16） �和洋琉ハーフバイキング／モラモラ（要予約） ��● �● �● � � バーベキューバイキング（飲み放恩付き）／ プールサイドテラス（要予約） �� �● � � � 

和洋 �（イキング／南国の華（要予約） �● � � � � 

和食・ � �● � �● � � 

郷土 � �● �● �● � � 

和洋 �ブッフ工／ブッフェダイニング（要予約） � �● � � � 

星野リゾートUゾナーレ小浜島 �和洋 � � �● � � � 

和洋 � � �● � � � 

（※17） � ��● � � � � 

和食／汐彩（要予約） ��● �● �● �● � 

● � �● 

鉄板焼／面々西（要予約） �� �● � � �● 

焼肉／琉宮苑（要予約） �� � �● � �● 

宮古島東急リゾート（※18） �和洋バイキング／シャンクリ・ラ（要予約） �� �● � �● � 和食・寿司／やえびし（要予約） �� �● � �● � 
バーベキューセット／バーベキューハウス（要予約） �� �● � �● � 

中華／サンタフェ（要予約） ��● �● � � � 

和食／だいふく苑（要予約） ��● �● � �● � 

和食・ �食／アカバナ �● �● �● � � 

和食・ �食／サバ二（要予約） �● � �● � � 

和食・ �食／凪Calme（要予約） � �● �● � � 

店 �（※19） �鉄板焼ステーキ＆伊勢えび ��● �● �● �● � 

鉄板焼ステーキ＆伊勢えび ��● �● �● �● � 

キャプテンズイン（寓際通り店） �鉄板焼ステーキ＆伊勢えび ��● �● �● �● � 

鉄板焼ステーキ＆伊勢えび ��● �● �● �● � 

山原家（やんぼるや／名謙） � ��● �● �● �● � 

サムズ・セーラーイン（国際通り店） �ステーキ＆シーフード（要予約） ��● �● �● �● �● 

サムズ・アンカーイン（国際通り店） �ステーキ＆シーフード（要予約） ��● �● �● �● �● 
名 �◆RyukyuModernClassic 四つ竹（国際通り店） �琉球料理（要予約） ��● �● �● �● �● 

◆四つ竹（久米店） �琉球 �理（要予約） � � �● �● �● 
沖縄 �理（要予約） �● �● �● � � 

◆舟寂の里（石垣島） �郷土 �理 � �● �● �● �● 

郷土料理／レストランシアター（要予約） ��● �● �● �● �● 

みふね（石垣島） �石垣牛・アグー豚しゃぶしゃぶ（要予約） ��● �● �● � � 

※9　沖縄かりゆしビーチリソート・オーシャンスパのAプランは12／28～1／4はご利用いただけません。

※10　沖縄残濾岬ロイヤルホテルの「柳翠」は火曜日が定休日です。

※11カ7－リゾートプチヤクコント■ホテルの「無垢」は火曜日が定休日です。

※12　ホテルJALシティ那覇は12／22～25はご利用いただけません。

※13サナハテラスの「ファヌアン」「餞漕」は12／22～25はご利用いただけません。「ファヌアン」、「真南風」のC・

Dプランは12／31～1／3、4／28～5／5はご利用いただけません。

※14沖縄力呵ゆしアーバンリソートナハのAプランは12／28～1／3、5／3～5はご利用いただけません。

※15　かりゆし倶楽部ホテル石垣島は12／30～1／2はご利用いただけません。

※16石垣シーサイドホテルの「プールサイドテラス」は10／21～4月中旬はご利用いただけません。

※17ホテルプノーズベイマリーナの「琉宮苑」は月曜日、「勝勘」は火曜日が定休日です。

※18宮古島東急リソートの「やえびし」は10／29～12／27、「ハーヘキューハウス」は12／1～3／15はご利用いただ

けません。

※19　キャプテンスプラザ（松山店）は11／30までの営業となります。
JAL／bク
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エアポートライナー　　　　　　　　　　　　慧せ，。98＿852＿252。〈新，琉即慧

■ご利用いただける期間：2013年10月1日～2014年3月31日　■旅行出発前購入（出発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にてご購入ください。）

騨蓼　那覇空港とリゾートホテルを結ぶ便利なシャトルバスです0
シャトル　　●予約制ではないため、バスが満車になりこ乗ヰできない場合があります（先着順でのこ利用となりま　　●往路は那覇空港からのご乗車のみ、復路はホテルからのご乗車のみでのこ利用となります。各ホテル間
バス　　　す）。

●ハス乗り遅れに関してはお客さまによる移動をお願いいたします。

●往復ともそれぞれ「クーポン」が必要となりますので下記の商品コードにてお申し込みください。

●航空機とパスとの接続時問は往路40分以上、復路50分以上を目安としてください。なお、パスの乗り遅

れなとによる航空機の乗り遅れはお客さまのご負担となります。

●バスは航空便に接続して運行はしておりません。時間になり次第出発となりますのでお乗り遅れにご注

意ください。

●お客さまのご都合や航空機の遅延などでバスがご利用できなかった場合はお客さまのご負担となり、払
い戻しはいたしません。

往路 �乗降華 �A・7便 ��A・15便 ��A・23便 ��A－29便 

那覇空港 �乗車 �11 �35 �13：35 ��15 �35 �17：15 

ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス �降車 �12 �10 �14 �10 �16 �12 �17 �53 

ザ・ビーチタワー沖縄 �降車 �12 �37 �14 �37 �16 �43 �18 �26 

ベッセルホテルカンパーナ沖縄 �降車 �12 �40 �14 �40 �16 �46 �18 �29 

復路 �乗降華 �A－る便 ��A－12便 ��A－24便 ��A－30便 

ベッセルホテルカンパーナ沖縄 �乗車 �9：00 ��10 �30 �13 �30 �15 �00 

ザ・ビーチタワー沖縄 �乗車 �9 �03 �10 �33 �13 �33 �15 �03 

ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス �乗車 �9 �37 �11 �07 �14 �07 �15：42 

那覇空港 �降車 �10：23 ��11 �53 �14 �53 �16：28 

JAUtyク
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往路 �乗降車 �B・5便 ��B・9億 ��B19便 ��B－23便 

那諦空漕 �乗車 �11 �40 �13 �00 �16 �25 �17 �50 

ルネッサンスリゾートオキナウ �降車 �12 �46 �14 �06 �17 �40 �19 �05 

沖縄残波岬ロイヤルホテル �降車 �13 �06 �14 �26 �18 �03 �19 �28 

ホテル日航アリビラ �降車 �13 �15 �14 �35 �18 �15 �19 �40 

復路 �乗降車 �8－6便 ��B－10便 ��B－20億 ��B－24便 

ホテル日航アリビラ �乗車 �9：20 ��10 �40 �14 �00 �15 �20 

沖縄規波岬ロイヤルホテル �乗車 �9 �29 �10 �49 �14 �09 �15 �29 

ルネッサンスリゾートオキナウ �乗車 �9 �51 �11 �11 �14 �32 �15 �54 

那ホ空港 �降車 �10：58 ��12 �18 �15 �43 �17 �08 

での乗降はできません。

●道路等偶により運行時刻は前後する場合があります。

●ハス車内は全席禁煙となります。あらかじめご了承ください。

●2008年6月1日の道路交通法一部改正により「ハス乗車中のシートベルト着用」が義務付けられました

（一部座席を除く）。ハスをご利用いただくお客さまはシートヘルトの着用にご協力をお願いいたします。

●こどもは6歳～12歳の小学生となります。6歳未満のお子さまは1名まで無料。2～3名の場合こども1名

分の料金を、4名の場合ことも2名分の料金を現地にてお支払いください。

●下記運行スケジュールは2013年7月1日現在の予定時刻となり、変更となる場合があります。

●ハスの運行情報等、詳細は運行会社へ直接お問い合わせください。

乗降季ホテル

ムーンオーシャン宜野湾ホテル＆レジデンス �NN9097A �NN9098A �500円／250円 

ザ・ビーチタワー沖縄 �NN90978 �NN909細 �700円／350円 

ベッセルホテルカンパーナ沖縄 �NN9097⊂ �NN9098⊂ �700円／350円 

ルネッサンスリゾートオキナウ �NN9097D �NN9098D �1，300円／650円 

沖縄残波岬ロイヤルホテル �NN9097E �NN9098E �1，500円／750円 

ホテル日航アリビラ �NN9097F �NN9098F �1，600円／800円 

ホテルムーンビーチ �NN9097G �NN9098G �1，300円／650円 

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート �NN9097R �NN9098R �1．300円／650円 

サンマリーナホテル �NN9097日 �NN9098H �1．400円／700円 

リザンシーパークホテル谷茶ベイ �NN9097J �NN9098J �1．400円／700円 

菩瀬ビーチパレス �NN9097K �NN9098K �1，900円／950円 

ザ・ブセナテラス �NN9097L �NN9098L �1．900円／950円 

オキナウマリオツトリゾート＆スパ �NN9097州 �NN9098M �1．900円／950円 

ザ・リッツ・カールトン沖縄 �NN9097N �NN9098N �2，000円／1．000円 

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ �NN9097P �NN9098P �2．100円／1．050円 

カヌチヤベイホテル＆ヴィラズ

カヌチヤベイホテル＆ヴィラズ

往路 �乗降車 �⊂・9便 ��⊂・13便 ��⊂－17便 ��⊂－21便 ��C－37便 ��C－41便 �C・45便 

那覇空港 �乗車 �11 �20 �12 �00 �12 �40 �13 �20 �16 �00 �16：45 �17 �30 

ホテルムーンビーチ �降車 �12 �26 �13 �06 �13 �46 �14 �26 �17 �12 �18：01 �18 �46 

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート（タイガービーチ前バス停 �降車 �12 �28 �13 �08 �13 �48 �14 �28 �17 �14 �18：03 �18 �48 

サンマリーナホテル �降車 �12 �31 �13 �11 �13 �51 �14 �31 �17 �19 �18：09 �18 �54 

リザンシーパークホテル谷茶ベイ �降車 �12 �37 �13 �17 �13 �57 �14 �37 �17 �26 �18：16 �19 �01 

復路 �乗降幸 �⊂・10便 ��C・14便 ��⊂－18便 ��C－22便 ��C－38便 ��⊂－42億 ��⊂－46便 

リザンシーパークホテル谷茶ベイ �乗車 �19：19 ��9：59 ��10 �39 �11 �19 �13 �59 �14 �39 �15 �21 

サンマリーナホテル �東雲 �9 �27 �10 �07 �10 �47 �11 �27 �14 �07 �14 �47 �15 �29 

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート（タイガービーチ前バス停 �乗車 �9 �32 �10 �12 �10 �52 �11 �32 �14 �12 �14 �53 �15 �35 

ホテルムーンビーチ �乗車 �9 �亭5 �10 �15 �10 �55 �11 �35 �14 �15 �14 �56 �15 �38 

那覇空港 �降車 �10：43 ��11 �23 �12 �03 �12 �43 �15 �23 �16 �08 �16 �53 

往路 �乗降畢 �D－9便 ��D－13便 ��D・17便 ��D・21便 ��D・37便 ��D・43便 ��D・47便 

那覇空港 �乗車 �11 �30 �12 �10 �12 �50 �13 �30 �16 �10 �17 �15 �18 �00 

喜瀬ビーチパレス �降車 �12 �53 �13 �33 �14 �13 �14 �53 �17 �39 �18 �48 �19 �30 

ザ・ブセナテラス �降車 �12 �59 �13 �39 �14 �19 �14 �59 �17 �47 �18 �56 �19 �38 

オキナウマリオツトリゾート＆スパ �降車 �13 �06 �13 �46 �14 �26 �15 �06 �17 �56 �19 �05 �19 �46 

ザ・リッツ・カールトン沖縄 �降車 �13 �11 �13 �51 �14：31 ��15 �11 �18 �01 �19 �10 �19 �51 

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ �降車 �13 �20 �14 �00 �14：40 ��15 �20 �18 �10 �19 �20 �20 �00 

復路 �乗降車 �D・10億 ��D・14便 �D・18億 ��D・22便 ��D－38便 ��D・44便 ��D・48便 

沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスパ �乗車 �9：00 ��9：40 �10 �20 �11 �00 �13：40 ��14 �40 �15 �20 

ザ・リッツ・カールトン沖縄 �売季 �9 �10 �9：50 �10 �30 �11 �10 �13 �50 �14 �50 �15 �30 

オキナウマリオットリゾート＆スパ �乗車 �9 �15 �9：55 �10 �35 �11：15 ��13 �55 �14 �55 �15 �35 

ザ・ブセナテラス �乗車 �9 �23 �10：03 �10 �43 �11：23 ��14 �03 �15 �04 �15 �44 

喜瀬ビーチパレス �乗車 �9 �30 �10：10 �10 �50 �11 �30 �14 �10 �15 �12 �15 �52 

那覇空港 �降車 �10：53 ��11：33 �12 �13 �12 �53 �15 �33 �16 �38 �17 �23 

カヌチヤベイホテル＆ヴィラズ

カヌチヤベイホテル＆ヴィラズ

喜瀬ビーチパレスー

ザ●ブセナテラス「

オキナウマリオットリゾート＆スパー雲

沖縄別ゆしど＿チリゾ＿卜　　　‡

オーシャンスパ

リザンシーパークホテル
谷茶ベイ

ホテルモントレ沖縄
スパ＆リゾート

ロイヤルTテルノ〆

－■－

ホテル日航アリビラ

ベッセルホテル

カンパーナ沖縄　　　宅、さ

ザ．ビ＿チタウ＿沖縄」き

ザ・リッツtカールトン沖縄

サンマリーナホテル

ホテルムーンビーチ

ルネッサンスリゾートオキナウ

ムーンオーシャン宜野湾
ホテル＆レジデンス
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オ訝 1500円タクシー　慧施ジヤ慧

恵㌫諾諾漂訂慧霊1。月1。～2。，4年5月，1。
タクシー　■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

社にてご予約ください。）

那覇空港－ビーチホテル間と、那覇市内ホテルービーチホテル間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。

仁匡ヨ王a（限定） ��団（限定） 

那覇空港⇒名護・恩納北部ホテル　　　NG9250N ��名 �・恩納北部ホテル＝〉那覇空港　　　NG9250P 

那覇空港＝〉上記以外ホテル　　　　　　NG9250S ��上 �己以外ホテル⇒那覇空港　　　　　　NG9250T 

那覇市内ホテル⇒名 �誓・恩納北部ホテルNG9250∪ �名 � 

那覇市内ホテル⇒上 � �上 �己以外ホテル⇒那覇市内ホテル　　　NG9250Z 

●上記のマークが付いているリソートステイホ畠コース（オクマ、カヌチヤヘィ、ホテル日茄那覇クラントキャソスル、ホ

テルJALシティ那覇を除く）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。おとなこども旅行代金でご参加の2名様以上でお申し込みください。●こども漂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。●配車時間は、原則として730～1930となります。●配返事場所、配車時間、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。●有料道路料金、駐車料全などは含まれません。●1日に限定20台。

＊名護・恩納北部ホテルは、ザ・フセナテラス、オキナワマリオットリソート＆スパ、沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャ

ンスパとなります。

1500円レンタカー慧慧慧施ジャ慧

くリゾートステイ、旅スケッチのみ〉

1妄00品　1ご利用いただける期間：2013年10月1日～2014年5月19日
レンタカー　■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

社にてご予約ください。）

那覇（空港営業所／DFSギャラリア沖縄）・石垣・宮古空港－ホテル間の移動・観光に、
お1人様片道1，500円で4時間こ利用いただけるレンタカープランです。

6王≡ED（限定） �団（限定） 

那覇（空港／DFS）⇒ホテル　　　　　NG9100A �ホテル⇒那覇（空港／DFS）　　　　NG91008 

ホテル⇒石垣空港　　　　　　　　　NG9100E 

宮古空港⇒ホテル　　　　　　　　　NG9100F � 

●上記のマークが付いているリソートステイコース（本自　前泊那訂・後泊那打を含む）およひ旅スケノチでこ利用い

ただけます。●定員5名。2名以上5名までに1台の配車。1名機でのご利用はできません。おとなことも旅行代金で

ご参加の2名桜以上でお申し込みください。●ことも漂い濱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。●車種はSクラス（ヴィヅソ・マーチなどトカーナビ付き。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となります。●配返車場所、配通草時間、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。●利用暗闇は4時間以内です。利用時間の短矧こ対する

払い戻しはできません。●ご利用可能時間は営業所配車の場合は営業時間内の4時間となります。（ホテル配返車

対応時間はご宿泊ホテルとレンタカー会社によって異なります。詳しくはお申し込み旅行会社にてご確認ください。空
港対応営業所にて返車の場合は最終便出発1時間30分前まで、DFS営業所は2時間前までが目安となります。）

●各空港対応営業所の場合、空港⇔空港対応営蕪所間は無料送迎いたします。●1日のご利用可能台数には限
りがあります。●ご利用可能なレンタカー会社は、お申し込み旅行会社にてこ確認ください。レンタカー会社によって

配返車可能ホテルが異なります。●有料道路料金、臣事料金、カソリン代は含まれません。その他、レンタカーご利用
にあたってのご案内事項があります。臣詳しくは53・54ページ

観光タクシー
■ご利用いただける期間：2013年10月1日～2014年5月19日　　　本島・オクマ・カヌチヤ慨消料1∃離島幽　画

■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約ください。）　　〈旅行企画倭施ジャルパック〉

本もコース �行程（モデルコース） �車種 �那覇市内（空港）発着 ���那覇市内（空港）⇔恩納／ 読谷地区指定ホテル発着 ���恩納／読谷地区指定ホテル発着 

所要時間 �団 �代金（1台） �所要時間 �囲 �代金（1台） �所要時間 �正巳道al代金（1台） 

那覇市内 観光コース �首里城公園～沖縄県立博物館（注1）〈各自払：400円〉～玉陵〈各自払：300円〉～金城町石畳 �中型車または小型車 �約4時間 �NN9300G �12，000円 � �NN9300K �16，000円 � 
NN9310G �16，000円 ��NN9310K �22，000円 

南部 観光コース �首里城公園～おきなわワールドく各自払：1，600円）～ひめゆりの塔（ひめゆり平和祈念資料館〈各 自払300円〉） �中刑車または小型車 �約 4．5時間 �NN9301G �12000円 �約 5．5時間 �NN9301K �17000円 �約 6．5時間 �NN9301J �20000円 二蓋　　　　し ��NN9311G �18，000円 ��NN9311K �26，000円 ��NN9311J �32．000円 

中部 観光コース �琉球村〈各自払ニ840円〉～万座毛～ビオスの丘〈各自払：690円〉 � �約5時間 �NN9303G �16，000円 � �NN9303K �13，000円 � �NN9303J �13，000円 

NN9313G �25，000円 ��NN9313K �20，000円 ��NN9313J �20，000円 

中南部 観光コース �琉球村〈各自払：840円〉～ビオスの丘〈各自払ニ690円〉～（高速道路利用）（注2）～首里城公園 ～おきなわワールド〈各自払：1．600円〉～平和祈念公園～ひめゆりの塔（ひめゆり平和祈念資料 飽く各自払ニ300円〉）～琉球ガラス村 � �約9時間 �NN9306G �28，000円 �約 7．5時間 �NN9306K �24，000円 �約9時間 �NN9306J �28，000円 

NN93166 �44，000円 ��NN9316K �34，000円 ��NN9316J �44．000円 

中北部 観光コース �琉球村〈各自払840円〉～万座毛～海洋憎公園（沖縄美ら海水族館〈各自払：1．800円〉）（注3ト ナゴパイナップルパーク〈各自払600円〉～（高速道路利用）（注2）～ビオスの丘〈各自払：690円〉 �中型車または小型車 � �NN9307G �28，000円 � �NN9307K �26，000円 �約8時間 �NN9307J �24，000円 
NN9317G �44，000円 ��NN9317K �40，000円 ��NN9317J �36，000円 

オクマコース �行程（モデルコース） �車種 �所要時間 �団 �代金（1台） 

中部観光 �那覇市内ホテルまたは那覇空港またはオクマ発～琉球村〈各自払：840円〉～万座毛～ネオパー � �約5時間 �NN9420G �21，500円 
（逆コース可） �ク〈各自払：630円〉～オクマ着 

中北部観光 （逆コース可） �那覇市内ホテルまたは那覇空港発～ビオスの丘〈各自払：690円〉～琉球村〈各自払：840円〉～ �中型車または小型車 �約8時間 �NN9428L �27，500円 万座毛～海洋博公園（沖縄美ら海水族館〈各自払：1，800円〉）（注3ト今帰仁城跡〈各自払： 
400円〉～オクマ着 

（逆コース可） �那覇市内ホテルまたは那覇空港～オクマ �中型車または小型車 �約2時間 �NN9420M �15，000円 

カヌチヤコース �行程（モデルコース） �車種 �所要時間 �団 �代金（1台） 

北部観光 �カヌチヤベイホテル発～ネオバーク〈各自払：630円〉～嵐山展望台～今帰仁城跡〈各自払：400 �中型車または小型車 � �NN9421G �20，000円 円〉～海洋憎公園（沖縄美ら海水族館〈各自払：1，800円〉）（注3）～ナゴパイナップルパーク〈各 
日払：600円〉～カヌチヤベイホテル濡 

中部観光 �カヌチヤベイホテル発～琉球村〈各自払840円〉～ビオスの丘〈各自払：690円〉～首里城公園～ �中型車または小型車 �約5時間 �NN9421L �18．000円 
（逆コース可） �空港または那覇市内ホテル 

中北部観光 （逆コース可） �カヌチヤベイホテル発～ネオパーク〈各自払：630円〉～海洋博公周（沖縄美ら海水族館〈各自払： � �約9時間 �NN9421J �26，000円 1，800円〉）（注3）～ナゴパイナップルパーク〈各自払：600円〉～万座毛～琉球村〈各自払：840 
円〉～ビオスの丘〈各自払＝690円〉～カヌチヤベイホテルまたは那覇市内ホテル着 

七島コース �行程（モデルコース） �車種 �所要時間 �団 �代金（1台） 

石垣島 �空港またはホテル～バンナ公園展望台～石垣やいま村〈各自払：840円〉～川平公園～米原熱 �小型車 � �NN9425J �10，000円 

早回りコース � 

宮古3島 �ホテルまたは空港～池間島～兼平安名峰～ユートピアファーム宮古島〈各自払：280円〉～采間 �小型車 �約3時間 �NN9422J �7，300円 
めぐりコース �島～ホテルまたは空港 

久米島島内 一周コース �ホテルまたは空港～ユイマール餌（注4）〈各自払：200円〉～上江洲家〈各自払：300円〉～玉楼 の松～お化坂～具志川城跡～ミーフガー～泡盛工場～太陽石～比屋定バンク～宇眼の大ソテ ツ〈各自払：150円〉～畳石～ホテルまたは空港 �小型車（4名定員） �約3時間 �NN9426J �11，000円 

中型車（5名定員） ��NN9426K �15．000円 

ヨロン島島内 �ホテルまたは空港－ユンヌ楽園〈各自払：400円〉～琴平神社～サザンクロスセンター〈各自払： �小型車 �約3時間 �NN9424G �9，300円 
一周コース �300円〉～与論長引酎寸〈各自払：400円〉～よろん焼窯元～ホテルまたは空港 ⊂⊃は配・降車可能ホテル

（注1）沖縄県立博物館は月曜日（月曜日が祝日振替休日・慰霊の日の場合は翌平日）および12／29～31は休館となります。（注2）高速道路代は代金に含まれておりません。（注3）海洋憎公園（沖縄美ら海水族館）は12／4・5は休園と
なります。（注4）ユイマール館は12／8、1／1、2／6は休館となります。●乗車定員は、本島コースは中型車または小型車4名、ジャンボタクシー9名、離島コースは小型車4名（久米島コースの中型車は5名）となります0●観光タクシー代金に

は、人乳入園料、昼食代、有料道路料金、駐車料金などは含まれません。●タクシー配車場所、時間、台数を旅行出発前にご指定ください。配車時間は原則として本島コースは730以降、離島コースは800以降となります。●各観光地の後の

（各自払金線）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0＊上記行程はモテルコースとなります0

オ訝 旺ⅡⅡココ観光タクシー本島5時間フリーコースくリゾートステ．のみ〉慧施ジヤ慧

●ご利用いただける期間：2013年10月1日～2014年5月11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ご予約ください。）

沖縄を知りつくしたドライバーが、ご指定の場所（那覇空港または万座毛以南のリゾートステイ設定ホテル）まで

お出迎えし、ご案内いたします。配車・降車ホテルおよびご案内場所は万座毛より以南となります。

お得＆快適なJALパックならではの企画です。

■拝領＝旧（限定）NG9320A　●代金（1台）10，000円　●所要時間　5時間　●配車時間　9●00～

万座毛

琉球村
●●ビオスの丘

●リソートステイコ【スでご利用いただけます〔　　　　　　●右記の観光地は一例です。当日の見学地は乗務員と相談してお

●配車、降車ホテルおよびご案内場所は万座毛より以南とな　選びください。また、5時間を超過した場合は1時間につき3，000円　那覇空港

ります（万座毛の場所は右記の地鋸てご確認ください）。を現地でお支払いく矧、。　　　　　　　　　　片し　●首里城公園

沖縄美ら海水族館ご希望の方は上記オプショナルプラン　●配車場所、配幸時間、降車場所をご予約時にお申し出ください。

：∴∴∴∴∵∴●∴・∴・．　∵∵・．Ⅳ誓；≡ゆ諾慧諾椚▲鼎
せん。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（）内はおとな現地販売価格〈参考〉

1
5
0
0
円
タ
ク
シ
ー
／
1
5
0
0
円
レ
ン
タ
カ
ー
／
観
光
タ
ク
シ
ー
／
観
光
タ
ク
シ
ー
本
島
5
時
間
フ
リ
ー
コ
ー
ス



レンタカー：諾雷謡等諾認諾三悪笠屋諾乙諾認諾諾芸こてご予約ください。）慧施ジヤル′マック，

トヨタレンタカー増産レンタカー・オリックスレンタカー

（注〉営業所での手続きを手短かに終えるためにご出発前に必要事項をご記入いただきます（オリックスの那
覇空港対応営業所は記入不要）。詳細については、旅行会社にお問い合わせください。混雑時は多少お
待ちいただく場合があります。

■表内Q回国回田マークは・各レンタカー会社・クラスのご利用可能なコースを表しています。［田本島コース／団石垣島コース／臼宮古島コース／回西表島コース／幻久米島コース】
■禁煙車・喫煙車をお選びいただけます。（一部レンタカー会社・クラスは禁煙車のみとなります）

クフス ‾丘と：－ ��l　　　　　　sっ－フJd畠　ち文1　　　　　1　　Aっ一つ′缶畠　ら生　　血R古酒方除′、 

＊写罠は各クラスの ��′・・′′竜一一一、－′　‾声ヶ言 ���カーの車種指 、閉■云 ��リッド 顔、 �＊オリックスレンタカーの車種指定はハイブリッド 一一二＿‾′‾＿蒜r一・ 　一■■ 雫i芦－叩 
一例となります。 ��日産／モコ ���トヨタ／ヴィッツ ���日産／ティーダ 

【車種指定一覧 �】 

ワゴンR傑煙草指定）　　　　　　臼 ���フィットハイブリッド傑煙華指定）　　　田 ���アクア傑煙車指定）　　　　　　臼 

トヨタレンタカー ��－ ���ヴィッツ傑煙車指定）　　　　　　Q ���カローラアクシオ1．5L（禁煙車指定）　　　田 

日産レンタカー ��－ ���キューブ（禁煙車指定）　　　　　田 ���ウィングロード（禁煙車指定）　　　　臼 

タイムズカーレンタル ��モコ　　　　　　　　　田 ���マーチ　　　　　　　　　田 ���アクセラ　　　　　　　　　田 

スカイレンタカー・ ��モコ（禁煙車指定）　　　　　　ロ ���ノート（禁煙車指定）　　　　　　臼 ���－ 

【車種指定なし】 

オリックスレンタカー ��体島．題品覧姦話芸忘華躍）ロ閑回田 ���（本吉壱蒜忘品詣遠芸忘定）臼自国回田 ���カローラアクシオ・ノ小など　田同国Q （本島・石垣島は禁煙車指定） 

トヨタレンタカー ��－ ���ヴィッツ、／でッソなど　　　　日医l田 ���カローラフィールダーなど　　　田窃匿 

日産レンタカー ��品蒜蒜蒜）　悶 ���マーチ・キューブ・ノートなど　臼田団 （宮古島は禁煙車指定） ���ティーダ・ティーダラテイオ、ウィングロードなど田日日 　（宮古島は禁煙車指定） 

タイムズカーレンタル ��ライフ、ムーヴ、ekワゴンなど　　8匹国 ���デミオ、マーチ、スプラッシュなど　　臼田国 ���ノート、アクセラなど　　　　田回国 

スカイレンタカー・ ��モコ、ワゴンR、NBoxなど　　　ヨ回田 ���ノート、マーチ、ヴィッツなど　　　日医l臼 ���アクア、キューブ、ジュークなど　　　ロ回国 

⊂二項直垂＝］⊂＝頭頭エコ 5／6一一19 ��Kクラス代金（1台） ���Sクラス代金（1台） ���Aクラス代金（1台） 

A期間 �8期間 �l：泡 �A期間 �B期間 �団 �A期間 �B期間 �E冠ヨ田 

1日間コース �早決30 �4．400円 �4．800円 �N□911日K �4．600円 �5．100円 �N［コ91■15 �7．100円 �7．100円 �N□91■1A 

基本 �5．500円 �6，000円 �N□92■1K �5．800円 �6．300円 �N□92■1S �8．900円 �8．900円 �Nロ92■1A 

1泊2日間コース �早決30 �6，800円 �7．600円 �N□91■2K �7，700円 �8．700円 �N□91■25 �10．900円 �11．700円 �N［コ91■2A 

基本 �8，500円 �9．500円 �N［］92■2K �9，700円 �10．700円 �N［］92■25 �14，900円 �15．700円 �N□92■2A 

2泊3日間コース �早決30 �乳600円 �10．800円 �N□91■3K �10，800円 �12．300円 �N［］91■35 �14，900円 �16，100円 �N［］91■3A 
基本 �12．000円 �13．500円 �N［コ92■3K �13．500円 �15，000円 �Nロ92■35 �19．400円 �20．600円 �N［コ92■3A 

3泊4日間コース �早決30 �12．800円 �14，400円 �Nロ91■4K �13．600円 �15．600円 �N［コ91■4S �19．700円 �21，300円 �N⊂〕91■4Å 

箋本 �16．000円 �18．000円 �N口92■4K �17．000円 �19，000円 �N［］921145 �25．200円 �26．800円 �N［］92■4A 

早決30 �16．000円 �18．000円 �Nロ91tSK �16．800円 �19．300円 �N□91■55 �25，700円 �27．700円 �N［コ91■SA 

基本 �20，000円 �22，500円 �N□92■5K �21．000円 �23．500円 �Nロ92■55 �32．200円 �34．200円 �N口92■5A 

延長1日コース �早決30 �3．200円 �3．600円 �N［］91■7K �4，000円 �4．500円 �N［］91■75 �6．400円 �6．800円 �N□91■7A 
基本 �4，000円 �4，500円 �N［］92■7K �5．000円 �5．500円 �N［］92■75 �8．000円 �8．500円 �N口92■7A 

商品コード口内＝車種指定（本島のみ）＝G（限定）、車種指定なし＝N　商品コード■内：本島コース…1／石垣島コース…2／宮古島コース・∴3／西表島コース…5／久米島コース…4【

※5泊6日間以上の利用をご希望の場合、4泊5日間コースに延長1日コースを不足日数分追加してご予約ください。その場合レンタカー代金は4泊5日間コースの利用開始日を基準とした代金に、延長1日コースの利用
日を基準とした代金を加算してください。

旅スケッチ設定ホテル配車・返事対応時間（レンタカー会社指定営業所の配卦返華対応時間とは異なりますので、ご注意ください。）

対応可能時間 �本島 �石垣島 �宮古島 �西表島 �久米島 

トヨタレンタカー � � � �－ �－ 

日産レンタカー � � � �－ �－ 

タイムズカーレンタル � � � �－ � 

スカイレンタカー � �－ �－ � �－ 

※一部ホテルでは対応可能時間が異なります。詳しくは旅行会社にお問い合わせください。



●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・観
光施設はカーナビに表示されない場合があります。

＊車種指定は本島のみとなります。＊下記オプショナルプランレンタカーのみ対象となります。 フィットハイブリッド（本島）、アクア（本島）、フリードハイブリッド（本島）、プリウス（本島）、リーフ（本島・害古烏）

下記レンタカー会社・クラスにて車種がお選びいただけます。ツアーお申し込み時にお申し出ください。車種指定の設定がない場合またはご希望の車種が満車の場合は、車種指定なしでお申し込みください。

■表内四回四回田マークは、告レンタカー会社・クラスのご利用可能なコースを表しています。【ロ本島コース／固石垣島コース／国宮古島コース／回西表島コース／田久米島コース］
■禁煙車・喫煙車をお選びいただけます。（一部レンタカー会社・クラスは祭煙車のみとなります）

クフス 会社名 ��WAクラス促員～8名＊→獅種を除く〉 ���HYクラス（ハイブリッド／韻～5名）　　　t電気自動車プラン原島～5名）1 

、・ �ヰ聴∴ぅ �� ���走行時のcc 環楓こ優しし ■繭＿ �02排出ゼロで ．11－■■t＝コll �で 車重＼・ 

日産／リーフ �．；≡莞 l 一例となります。 ��日産／セレナ ���トヨタ／アクア ���トヨタ／プリウス 

【霊穫指定一発】 ����� 

ステップワゴン（禁煙車指定）　　　　ロ ���フリードハイブリッド（禁煙車指定）臼 ���プリウス（禁煙車措定）　　田 ���リーフ（禁煙車指定）　田岡 

トヨタレンタカー ��－ ���アクア傑煙季指定）　　臼 ���プリウス1．8L（禁煙車指定）　田 ���－ 

日産レンタカー ��－ ���－ ���－ ���リーフ（禁煙車指定）　臼宜 

タイムズカーレンタル ��セレナ　　　　　　　　　Q ���－ ���ー ���ー 

スカイレンタカー ��セレナ（禁煙車指定）　　　　　　臼 ���－ ���プリウス　　　　　田 ���－ 

【尊積指定なし】 ����� 

ノア、ステップワゴンなど （本島・石垣島・久米島は禁煙章指定）日日同国 ��� ��� ���●貸し出し日． kmの走行が 零時（約30 km程度とた 通状況、エア どによって走 ります。●充 め確認し、無 お顔いしま に比べメン dこなく整備 �可能です。ただし、急速充 分／充電董80％）は160 コンの利用や運転方法な 

トヨタレンタカー ��ノア、ヴオクシーなど（禁煙車指定）　臼匠囚 

巳産レンタカー ��セレナなど（宮古島は禁煙車指定）　g日日 ����������行可能距離が大きく異な 理のない計画的な走行を す。●電気自動車は通常牽 テナンスが難しいため、予 都合などで代管車両をご 合があります。●返却時の ま不要です。 

タイムズカーレンタル ��セレナ、ランデイなど　　　　　日田団 

スカイレンタカー ��セレナ、ステップワゴンなど　　　四四日 ���������⊂コd・ 案内する頓 充電満タンl 

［：：二重琴寧：コ⊂亙コ 5／6、19 ��WAクラス代金（1台） ���HYクラス（フリードハイブリッド、アクア） 　　代金（1台） ���HYクラス（プリウス）代金（1台） ���電気自動車プラン代金（1台） 

A期間 �B期間 �提≡劫 �A期間 �B期間 �囲 （限定） �A期間 �B期間 �【；琵王a （限定） �A期間 �B期間 �団 （限定） 

1日間コース �早決30 �12．500円 �12，500円 �Nロ91■1Z �－ �ー �－ �ー �－ �　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】 �－ �－ �　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】 
基本 �15．700円 �15．700円 �N［コ92■1Z �8．000円 �8，500円 �NG9251F �9．000円 �9，500円 �NG9251D �7フ00円 �8．200円 �NG9211E 

1泊2日間コース �早決30 �21．300円 �22．100円 �N□91■2Z �10．900円 �日．700円 �NG9152F �12，400円 �13．200円 �NG9152D �－ �－ �ー 
憂本 �29．300円 �30．100円 �N□92■2Z �14．900円 �15．700円 �NG9252F �16．400円 �17，200円 �NG9252D �14，500円 �15．300円 �NG9212E 

2泊3日間コース �早決30 �27．700円 �28．900円 �N□91■3Z �14．900円 �16，100円 �NG9153F �16．900円 �18，100円 �NG9153D �－ �－ �－ 
基本 �36．700円 �37．900円 �N口92暮3Z �19，400円 �20．600円 �NG9253F �21．400円 �22．600円 �NG9253D �18，900円 �20．100円 �NG92■3E 

3泊4日間コース �早決30 �38，500円 �40．100円 �N口91■4Z �19，700円 �21．300円 �NG9154F �22．200円 �23，800円 �NG9154D �ー �－ �　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】 
基本 �49．000円 �50．600円 �N□92■4Z �25，200円 �26．800円 �NG9254F �27．700円 �29，300円 �NG9254D �24．600円 �26．100円 �NG92■4E 

早決30 �49，700円 �51．700円 �N［コ91■5Z �25フ00円 �27．700円 �NG9155F �28．700円 �30．700円 �NG9155D �－ �　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【 �¶ 

募本 �62．700円 �64．700円 �N□92■5Z �32，200円 �34．200円 �NG9255F �35．200円 �37，200円 �NG9255D �31，400円 �33，300円 �NG92■5E 

延長1日コース �早決30 �11．600円 �12．000円 �N□91■7Z �ー �t �－ �－ �ー �ー �－ �－ �－ 
基本 �14，500円 �15．000円 �N［］92■7Z �7．200円 �7．700円 �NG9257F �7，700円 �8．200円 �NG92570 �7．000円 �7．400円 �NG92■7E 

商品コード口内：車種指定（本島のみ）＝G順定）、車種指定なし＝N　　商品コード■内：本島コース・・・1／石垣島コース‥・2／宮古島コース…3／西表島コース・・・5／久米島コース‥・4l

※5泊6日間以上の利用をご希望の場合、4泊5日間コースに延長1日コースを不足日数分迫力ルてご予約ください。その場合レンタカー代金は4泊5日間コースの利用開始白を基準とした代金に、延長1日コースの利用
日を宰準とした代金を加算してください。

l即断屋i拭測レンタカー料金（カーナビ閑金含む）、免責補償料金、保険（「保険について」参照）、消十税等諸税。

l嗣巨巨宗箋it腐取制有料道路料金、駐車料金、ガソリン代（電気自動車の喝合臥途中の充電代）。

l蝕矧H馴1晰諸語　継瑚保険・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・自賠責保険含む）

●対物補償■無制限（1事故限度宙）
●車両補償．時価まで（1事故限度酪）

●人身傷害補償・オリックスレンタカー｛ヨタレンタカー・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校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・後遺障害を含む）につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。
※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。

■蜘●各レンタカー会社では貸し渡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囁台は、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dこあわれた場合でも、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、返車臥返車時間、返牽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）。

●原則としてオートマチック車・力一ステレオ（CDプレイヤー）付きとなります。●走行距矧こ制限はありません。●利用時間の短縮に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。

●ETC装備車をご利用の場合、お客さまのETC力一ドをご利用ください。（ET⊂カードの貸し出しなどは行っておりません。）⑳オープンカーはトランクサイズが狭いのでご注意ください。●1Ej問コースの場合は、ご利用に

なるその日の営業時間内に返畢してください。●メーカーのモデルチェンジなどにより現行型モデルでなくなる場合があります。●貸し出しの際、「専用貸渥害J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・営業所に車両が返遺された場合（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・返車場所●各レンタカー会社指定営業軌またはDFSギャラリア沖縄、または旅スケッチ設定ホテルに限ります。（タイムズカーレンタルのDFSギャラリア沖縄、スカイレンタカーの石垣阜および宮古島のホテル

配車・返事は除く。また電気自動車プランの配車・返事は限定営業所のみとなります。）各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。●害空港対応営業所で記宣・返重される場合、空云⇔空港

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隅空港配争返幸対応は「レンタカーステーション沖紹」用隅控港より章で約13分）となります。空海からの送迎車内で宇説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・返季後に石垣港をご利用の場合は、各レンタカー指定営業所⇔石垣港間は無料送迎いたします（トヨタレンタカー・スカイレ

ンタカーを除く）。送迎をご希望の場合は、各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階到着ロビーを出て、横断歩道を惑った先で、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。）●ホテルにて配争返要される場合、ご宿泊の旅スケッチ設定爪テル以外はご利用いただけません。ご宿泊ホテル以列の場合は、各レンタカー会社指定営業所の配争逗更になりますゥ

また吾レンタカ【会社により記章・返幸可能ホテルが異なります。詳しくは旅行会社にお問い合わせください。

配車・返車時間●各レンタカー会社指定営業所で配車・返牽される場合、営業時間内に限ります。詳しくは旅行会杜へお問い合わせください。●各空港対応営業所では、白本航空・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・返車が原則可能です。ただし、航空便に接続しない配車・返李につきましては、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・返車される場合、訣00～20°

00となります。●空清対応店舗への返納時間の日安は、ご搭乗便の1時間前となります。（那覇空港対応店舗は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別状況

なdこより変更となる場合もあります。●ホテルにて配車・返車される場合、レンタカー会社や屋によって対応時間が異なります揃しくは53ページの「旅スケッチ設定ホテル配車・返牽対応矧軌をご覧ください0
ニー■、　　…JAL八，ク

54



JALパックのツアーに参加でマイルがたまります。

JAU〃レージハンク会員の方は、区間マイルの50％を積算いたしまも

※マイル積算率は2013年7月現在の情報です。予告なく変更される場合がありますのであらか

じめご了承ください。

※経由地やご利用便の変更などにより積算されるマイル数が掲載のマイルと異なる場合、また
マイレージプログラムのサービス内容の変更・中止などの場合も、ジャルパックはその兼任を

負うものではございませんのであらかじめご了承ください。

※マイレージサービスに関するお問い合わせ、豊錦などはお客さまご自身で下記までご確認い

ただくか、JALホームページをご覧ください。

JALマイレージバンクに関するお闘い合わせ

JALマイレージハンク日本地区会■■精局　PHS／海外などから　TEL：03－5460－3939

塾0570・025－039品忍墓誌謡／霊葦閲p／jmb／
入会済みの方へ：お得若様番号を事前にお申し込み先へお伝えいただくと、マイル登ほかスムースです。

岳電蒜芸：芸完かおトク！！⑳

二で二鼠。．．湖適

評lいl、∴

∴、∴・、、∴了＿．：■　∴∴．・1∵∴■二一一・．∴・1，－

アンケートにご協力ください。今後のツアー企画の参考にさせていただきます！
＊詳しくは、当社ホームページをご覧ください。アドレスは旅程表に記載されています。　＊携帯電話・スマートフォンからもアクセスできます。

お車をご利用のお客さまに　福岡空港（株）エールトラベル駐車場　※お申し込みは出発日の前日から起算して10目前までとなります。 琵㌫諾裟乱、」璽

旅行条件（要約）お申し込みいただく前に・このページと各コースごとのご案内や注意事項等を必ずご確認ください。　　20136

t募集型企画旅行契約　この旅行は、株式会社ジャルパック（以下「当社」という）が旅行を企画して実施す
るものであり、お客さまは、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。また、

契約の内容・条件は、本パンフレット、旅行条件書、確定書面（旅程表）および当社旅行業約款募集型企画旅行契

約の部によります。

■旅行契約の申し込み・旅行契約成立（1）所定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ、次に定める申込
金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料若しくは違約料の一瓢として取り扱います。

旅行代金 （お1人様〉 �10．000円未満 �30．000円未満 �60．000円未満 �90，000円未満 �90．000円以上 

申込金 �3．000円 �6，000円 �12．000円 �18．000円 �旅行代金の20％ 

（2）当社および当社の受託営業所（以下r当社ら」という）は、電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による

契約の予約を受付けます。この場合、お客さまは、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3

日以内に旅行申込書と申込金を提出していただきます。（3）契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受

理した時に成立するものとします。（4）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

に全額お支払いいただきます。ただし、13日前以降にお申し込みされた場合は、お申し込み時に全額お支払い

いただきます。

■旅行代金　旅行代金は、特に注釈のないときは満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満

の方はこども旅行代金を、おとな・こどもの区分表示がないときは満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適

用します。

■添乗員添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。旅程表およびお客さまが旅行に必

要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さまご自身で行ってい

ただきます。また、悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場

合は、当喜亥部分の代替サービスの手配や手続きはお客さまご自身で行っていただきます。

■取消料等　契約成立後、お客さまのご都合により契約を解除される場合は旅行代金に対してお1人様につ

き次の料率の取消料を、所定の期日までに旅行代金のお支払いがなく当社が契約を解除した場合は取消料と

同顕の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、ご参

加のお客さまから運送・宿泊機関等の（1台／1室当たりの）ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれい
ただきます。

旅行開始日の前日から撞贅してさかのぼって

a）21日前まで

注川自前まで）
b）20日～8日前

注（10日～8日前）

e）旅行開始日

当日（fを除く〉

f）旅行開始後

または
無連絡不参加

※l恥肖料田左記マーク付きのオプショナルプランも上記適用

注）「日帰り旅行（ツアー）」に限り、a、bの取消料は（）内の期日とします。

雌の前日から起＃してさかのぼうて d）利用開始日

当日毎を除く〉
再利用閤始後

または無連絡不参加

※l取消料l可左記マーク付きのオプショナルプランは上記適用

＊お客さまのご都合により旅行開始日・コース・利用便・宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も契約の解

除とみなし、上記取消料の対象となります。ただし、旅行開始日の9日前以降の変更はできません。
＊各コース・オプショナルプラン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。

＊オプショナルプランは利用開始日を基準として適用されます。

■旅行条件・旅行代金の基準期日　この旅行条件は、2013年7月1日を基準としています。また旅行代金

は2013年7月1日現在の有効な運貨・料金・規則を基準として算出しています。

■ご注意（1）お客さまのご都合によるご予約便や旅程の変更はできません。（2）交通渋滞など当社の責に帰

すべき事由によらずご予約便にお乗り遅れの場合、あらたに航空券をご購入いただきます。また、ご予約便の

払い戻しもできません。（3）悪天候などお客さまの実に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなく

なった場合、当該旅行サービスに対する取消料等の費用を差し引いた金願をお客さまに払い戻します。ただし、

代替サービスの宿泊費・交通費等はお客さまのご負担となります。

■個人情報の取り扱いについて　下記受託販売闇に記載の受託旅行業者等（以下「販売店」という）および
当社は、申込章に記載された個人情報について、お客さまとの連結のために利用するほか、旅行において運送・

宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配のための手続き、または当社の保険の手続きに必要な範囲内で利

用します。＊そのほか当社の個人情報取り扱いに関する方針については「旅行条件書」および当社ホームページ

（http：／／www．」aLC0．JP／domtou「）をご参照ください。

コース内容や予約状況のことなどお気軽にご相談ください。

050・3155・3333億憲芦禦諾00
＊旅行会社の方は、ジャルパック国内ツアーデスクへお問い合わせください。IP電話を利用しております。

（電話番弓は「JALSalesW8b」にご案内しております。）

l旅行企画・実施l

株式会社ジャルパック
観光庁長官登録旅行業第705号

〒140－8658東京都品川区棄品川2－4－11野村不動産天王洲ビル

㊤岩轡慧野合塵雷管芸晋呈

畿春夏秋冬季節のリズムで旅しましょう！

診鈎勿循金紗払

16210063 桓分コ司Al
発行日■2013年7月22日1307／DN　発行所：株式会社ジャルパック　無断複製・転載を禁じます。

◆お問い合わせ・お申し込みは
〈受託販売〉

旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱 �う営 こ関 ‾、遠 
業所での取引きの責任者です。このご旅行の契約 
し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、 慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問くださし 


