
ANA具り十轟音i写」
l †・臆∴　● ・一

往綾のフライト

★蜘レール旭轍舶繊純分

●洋室(1へ2名1室)

●lN1 5100/OUTl O’00

※ 2名1室はデラックスダブル

※朝食ホテ肌らのサービス

国　　師代金(こ含まれません)

★期ルー騰網棚鰍筋
●ダブル濯(1 -2名1室)

洋室(2名1室)
●lN1 4:00/OUTl l.00

A棚」傍

※基本グループホテル以外をご利用の場合は、追加代金が必要となります。 ※特に記載のない場合は、 1泊朝食付きとなります。

龍摘腸田園臆書記離間囲閉園
★馴レー欄轍船繊細か
●洋室(1へ4名1室)

●間4:00樋常1与:00)/

OJ丁仕00腫削0:00〉

★肌〇品熊轍から魅醐

●洋室(1へ2名1室)

●lN1 4,00〈輔1 5,00)/

OU丁l「 OO随割000〉

※朝食ホテルからのサービス

圃四　　　　　　四回　鮪個こ含訊ません)圃

ミネラルウオーター1本付き　展望ラジウ蝿眼か館灘中利用可能

那顎　　　　　　　　　　　那顎

★柄レール鵬勤凝脚粉
●洋室(1へ3名1室)

耀または和耀(他室)

●iN1400(通削与00〉/

OU丁仕00健常10iOO)

★肌レール相聞から鰐醐

●洋室(1へ3名1室)

●lN1400/OUT「 「 OO

★細川輔弼鱗粉
●洋室(1へ2名1室)

●lN1 5.00/OUT「 l.00

ふ　★期レーl願鰍筋鯛朋
●洋室(1名1室)
●iN1与00/

0し爪2:00樋削0:00)

★細いル購馴ら鰐馴粉
●洋室(2名1室)

ハリウッドフアミリ-

衰1水睡休日藍埋葬麗謀,

国　籍隷諸諜国
連馴/0]丁

強碇鮎薮可能(レ朴ラン・にユー腫〉　強硬鮎頸可能(レ朴ラン・メェー醍)※1

榔覇　　　　　　　　　　　那琵

閣★馴レール難訓継粉
●洋室(1へ4名1室)

●iN1 3.00(通削4 00)/

OU丁1 2:00樋削1 :00)

主★洲レール新聞鵬鰍糊

圭8滞経絡鰐
OJ丁1 2.00(通常1 1 :00)

※禁煙のみの設定

耶覇　　　　　　　　　　　那覇

かりゆしウエアレンタル可能

★柄レール騰醐雌雛分

ダブル洋室(2名1室)

●iM 4.00(通常1 5.00)/

OU丁l 「.00随削0 00)

★細川牒鰍筋繊細晰
●洋室(1名1室)

ダ功し洋室(2名1室)

●州与:00/

0肌1川0(通削0●00)

圃　※醒鰭圃

女性のお客樹こレディースセットご用意

★蜘レール臓鵬鰐細粉
●洋室(1へ3名1室)

ダブル濯(十2名1劃

●iN1 4.00億馴ら’00)/

OU丁「 「.00(通削OiOO)

★飾レーl牒闘鵬耀翔朔

●イーストタワー洋
室(1へ与名1室)

賢鰻塾生瀧読常…。)
四囲　※鶉罷鮨園田　※禁煙のみの設定回田園※禁煙のみの設定

教∈こ椅`○露葛

園田
「りつかりつか蕩」滞在中和席可罷馳胸㈲醒関金栢(鯖順・鳩鰯鋤

園田　●糀鰭鵠囲
※用研ファミリー髄鋤け瀧

売店5%割引券付き(除外品あり)

田圃　※1日間嘲日を除く圃

朝食をスl捌崩券に薮珂鍬1闘限定〉　離樫飢変頭鍬レ朴ランにユ憫削

★脚レール斯醐慨郷分
●洋室(1 →2名1室)

●lN15.00/OUT「 l OO

※禁煙のみの設定

★馴レール牧駒から鰐細分

●セミダブル洋室
(1へ2名1室)

スタンダードツイ
ン洋室(2名1室)

田圃

有料駐車謝金不要陳淳頴・入庫制限あり)

★ゆいレール県庁前駅、見

栄橋瓢、ら徒歩約紛

●洋室(1へ2名1室)

●州4.00樋削5iOO)/

OU丁「「 OO

田圃囲●捕縄鵠圃
※禁煙のみの設定

朝飯昼食に変更可(レ朴ラン・メニュー限甜　朝食時間帯に限りコーヒー無料

★脚川棚約職分
●洋室(1名1室)

スタンダードツイ
ン洋室(2名1室)

●iM4 00/

OU丁1 2.00 (通常1 1 ’00)

園田

女性のお客様にレディーズもトビ肩意

※ ANA運航便の-部に限る

復路延長
8日間OK!
※ -秘説強外日別。詳しくはP-3をご覧ください。



毘閉園雌種苗閣田圃五十瞳種苗聞靴旧聞胃腔剥圃獲吊臨劉融嗣
★肌レール旭轍から繊維分

●洋室(1へ4名1室)

●剛3:00樋削4:00)/

OU丁1 2iOO〈通常仕00)

※ 1 2/2年1 Iま言祝2~2124、

★細川蝿鰍筋解約粉
●洋室(1へ2名1室)

セミダブル濯(1名1室〉

●lN1 4:00/OU丁「 l :00

※禁煙のみの設定

★柄レール購醐蝿蜘分
●洋室(1へ2名1室)

●lN1 4:00/OUT仕00

※禁煙のみの設定

★柄レ一肌鰍筋鰐醐
●洋室(2名1室)

ダブル洋室(1 -2名1室)

●音M与:00/

OJ丁1 2:00(通常1 0 00)

★肌lレール棚脚、ら鰐糊

●洋室(2へ3名1室)

スタンダードダブル

洋室(1へ2名1室)

●剛3:00(通削4 00)/

龍四囲岨轍菓

圃四囲5榊通恥丁園田　　　　田圃　　　　園田　薫驚努鶉回国　※鍔耀鰯撼圃囲

★肌レール首里馳せ車軸肪

●ツインコンパクト洋室

(1~2名1室)

●lN1 4 00/OUT仕00

※禁煙のみの設定

女性のお客様にアメニティをご用意　ドリップコーヒーをご用憲　特製のチョコチップクッキー付き

吊副書畦膿州龍四国間醍醐間堰き臆病毘田圃捌閲
★ゆルーl風脚lら繊細か

●洋室(2へ3名1室)

ダブル港(1 ~2名1室)

●iM 3 00〈通削4.00)/

OU丁12:00(通常11 00)

記聞聞菓琵潤閥酬車間
★帥刷新赫鵬解離分
●洋室(1へ3名1室)

ダブル洋室(1 ~2名1室)

●州3.00樋削4:00)/

OU丁1 2 00(輔仕00)

★肌レ一肌轍鵬鰐細分

●ゲストルームダブル

洋室(1へ2名1室)

デラックスツイン洋室

(2へ3名1室)

胎間-ル輔弼雌灘蹴

洋室(1へ3名1室)

●iN1 4:00/OU丁「 l :00

※禁煙のみの設定
※轍脚的嫡縄醐鞘

圃　※溜雑経国田　無鵜灘営団0　　　　園田　※禁煙のみの設定

馴レ一肌謝、ら鰯醐

洋室(1へ4名1室)

iN1与:00/OU丁「 l.00

園田図　　　　　回0囲

★柄レーl鵬馴ら鰐細分

●洋室(2へ3名1室)

ダブル洋室(1~2名1皇〉

●iM 3:00(通削4.00)/

OU丁1 2:00憶削1 :00〉

女性の歩測こ榔オ肋肋にティ好捕　特製チョコチップクッキー付き　ミネラルウオーク増さ(お〇人樹泊につ引羽　ミネラ肋一手付き(お-櫨離つ鍋)清涼飲料水1本付き　　　朝飯轍璃珂能(レ朴ランメニュー脚

★細レ一腰鰯醐聯肋　重

●洋室(1へ4名1室)

★期-ル納言爛舶麟醐

スタンダードダブル

洋室(1~2名1室)

●剛3:00憶削4 00)/

裳★ゆルール馴罵膿たは

旭宿駅から徒歩馴0分

●洋室(1へ4名1室)

●lN1 4:00/OU丁= ’00

●洋室(1へ2名1室)

デラックスツイ
ン洋室(3名1室)

●lN惜00/OUT「 「 ’00

園田田　　　　　圃0囲　0皿2iOO(通常11.00)園田　　　　　　回国　※禁煙のみの設定

囲
識綾酸に麺轍限甜ニュー・要鞠　酸を翰こ顛可能恢トラン・メニュー職　朝飯昼鮎薮離(レ朴ラン・メニュー陶　酸彊食に頬可能(レ朴ラン忙ユー開

★細レール類轍から鰯醐
●ダブ)嘱室(1へ2名1室)

洋室(1へ4名1室)

●iN1 5.00/

OU丁1 2.00(通常1 1:00)

★ゆルー囲轍から鰐糾明

●スーペリアツインシティー

ビュー洋室(1へ璃1室)

●lN1 4,00/OUT「工00

閣離認絹閣園
「りっかりつか湯」滞在中利用可能　旺重職温泉島人の灘漑中利用可能

シティプラン沖縄1 ・2泊籍莞綜欝招親鸞驚蒜裁課

臆出発日カレンダー(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。 )

臆基本代金(お鵜人様)

2

※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。

※5名1室の設定があるホテルをご利用の場合

は、4名1室の基本代金を基準とし、ご利用ホテ

ルグループごとに追加代金が必要となります。
※ご宿泊ホテルにより追加代金が必要と

なります。
※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。
※復路便の延長について、 -部設定除

外日があります。詳細はP.3をご覧く
ださい。

単位:円

1重罰 �　　　出霜日 照大敵 �A �田 �C!D ��管I戸　圭　G ���;い: �1 �王」!K �手　し �圭　MIN � � �Q �R 

1 泊 �4名1室 �2e,000 �27,200 �27。800 �i28,300 �28,800 �亘9暮800†31,測0 ��31,400, �32,300 �鵜暮30引3布300 �3き,300 �36,300恒7,300 �蜘,300‡39,800 ��46,800 �51,800 
3名1室 �26,000 �27,200 �27,800 �28,300 �28,80印29,800 ��圧1,柳0 �31,400〉 �32,300 �33,800;34,800 �35,800 �36,300音37,300 �38,300! �享40,300 �46,800 �与2章300 

2名1室 �26,与00 �27,700 �28,200 �28,800 �29,300 �圧0,300 �†31,300 �31.800 �32,800 �33,80小34,800 �35,800 �36,80引37,800 �鈍,800盲40,800 ��47,300 �52,800 

1名1室 �27,000 �28事200 �28,700 �29.300 �29,800 �30,800 �)31,800 �32.300 �33,300 �34,30印　35,300 �36事300 �37,80び38-800 �39,800与41霊800 ��47,80o �53,800 

2 泊 �4名1室 �28,800 �29,800 �30,300 �30事800 �31,300 �31,800 �膏2事300 �33,300 �34,800 �35,800責　36,800 �37.80o �39,80項　42,800 �45,30ぶ47,80o ��50′800 �54,800 
3名1室 �29,800 �30,800 �31,300 �う1,800 �32,300 �32,800 �!33,300 �34,300’ �35,80o �36,80小　37,800 �38,800 �40,80小　43,800 �4e,300圭48,800 ��51.800 �与5,800 

2名1宝 �30,800 �31,800 �32,300 �う2,800 �33事300 �33.800 �雪34,300 �3与,300 �うら,80o �37,800雪38夢800 �39,800 �41,80が44,800 �、47裏300 �,49暮800 �52,800 �与6,800 

1名1室 �31,800 �32,800 �33,300 �33.800 �34,300 �34,800 �!35,う0o �i36,300¥ �37,800 �38,800再9,800 �40,800 �42,80o:45,800 �他3詞‾盲800 ��与4,800 �58,800 

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

ホテル追加代金(お一人様/ 1泊につき)

※★は �金・土曜日代金 �適用となります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位:円 

宿泊 �宿泊日 �10/1へ10/4 10/8臆-11/2 ��10/5、11/3 11/22 12/23 �10/6 10/7 11/23 �11/2与へ11/30 2　uO ��1211 �12/2 �12I22 � �12/29、1/3 �2/1-u7、ullへ2/22 　3/1へ3/31 (★3/173/31) ��4/1へ4/26 

ホテル �1室 �11/4-11/21 ����1/3~12、1/4へ1/31 (★1/13) ��12/30へ1/2 �12/21 �U8-2/10 u232/24 �12/24- 12/27 �4/27、4128 ���5/6-一6/4 

刀レナ �利用人数 �日一木 �金・土 �12/28、5/5 �11/24 �日一木 �金・土★ �5/3 �2I25-2/28 �4/29へ5/2 ��5/4 �日一木 �金・土★ �日・-木 �金・土 

a �2へ5名il室 �与00 �1,000 �2,与00 �2,000 �与00 �1,000 �2,与00 �与00 �2.000 �与00 �3.000 �1,〇〇〇 �1,与00 �与00 �1,000 

1名1室 �1,000 �2,000 �4,000 �3,0○○ �1,000 �2,000 �3,与00 �2,000 �事,000 �1,与00 �4.与00 �2,000 �2,与00 �1,与00 �2,000 

● �之へ4名1室 �2,000 �3,000 �3,与00 �3,与00 �2,000 �3,000 �4,000 �3,000 �3,与00 �2,000 �4,000 �3,000 �4,000 �2.000 �3,000 

1名1室 �之,与00 �3,与00 �4,与00 �4,000 �う,000 �3,与00 �4,与00 �3,与00 �4,000 �2,与00 �5,与00 �3,与00 �4,与00 �2.与00 �3,000 

3へ4看て蔓 �1,000 �3,000 �4,000 �3,与00 �1,与00 �3,000 �4,与00 �2,与00 �4,000 �1,000 �4.000 �3,000 �3,与00 �1.与00 �3,000 

グ吉プ �2名1窒 �之,与00 �4,000 �4,000 �4,000 �2,与00 �3,与00 �与,000 �3,000 �4,000 �2,000 �4,与00 �3,000 �4,与00 �2,与00 �3,与00 
1名1室 �3,与○○ �6,000 �6,与00 �6,与00 �4,000 �与,与00 �7,000 �与,000 �6.与00 �3,000 �8,000 �与,与00 �6,与00 �4,000 �6.○○0 

● �3名1室 �4,0○○ �与,000 �与,与00 �6,000 �う,000 �4,与00 �7,000 �4,与00 �6.000 �3,000 �7,000 �与,0○○ �与,000 �3,000 �与.000 
之・亀1室 �4,000 �与,与00 �7,与00 �7.000 �4,000 �4,与00 �8.000 �与,000 �8,000 �う,与00 �8,与00 �与,000 �6,〇〇〇 �3,000 �与,0○○ 

1名il室 �7,000 �9,000 �10,与00 �10,000 �6,与00 �9,000 �11,与00 �8,000 �9,000 �6.000 �11,与00 �7,与00 �8,与00 �6,000 �7,与00 

3へ4名1室 �4,000 �与,与00 �6,与00 �8.000 �3,000 �与,000 �8,000 �与,000 �6.与00 �3,与00 �8,000 �与,与00 �6,000 �3,与00 �6,000 

2名1窒 �与,与00 �7,000 �9,000 �11,000 �4,与00 �6,与00 �12.与00 �与.与00 �9,000 �4.与00 �11,与00 �8,○○0 �9,与00 �与,000 �6,000 

1名1室 �8,000 �10,与00 �14,000 �19,000 �8,000 �10,000 �18,与00 �8,000 �11,0○○ �7,000 �1与,与00 �12,〇〇〇 �1与,与00 �8,000 �9,与00 

3へ4名1室 �4,与00 �7,与00 �9,う00 �12,与00 �3,与00 �7,000 �19,000 �8.000 �11,000 �7,000 �16,与00 �7,000 �9,000 �4,000 �6,000 

2　1 �与,与00 �8,000 �10,000 �13,与00 �与,○○0 �7,500 �21,000 �9.000 �12,0○○ �8,000 �18,〇〇〇 �8,000 �11,000 �与,与00 �8,与00 

グル　ナ �1名1室 �12,000 �17,与○○ �20,与00 �27,与00 �10,与00 �15,000 �41,000 �19,000 �2与.000 �17,000 �36,与00 �17,与00 �22,与00 �8,与00 �1与.000 

喜看書く販売店の皆様へ〉10月出発は旧adam、 I l月出発以降は新adamにてこ予約ください。



□基本フライト、 □ Aフライト、 □ Bフライト、 □ cフライト、 □ Dフライト、 [ニコEフライト、 □ Fフライト

●発着空港は同一空港となります。

(往路)　　　　回
出発地 �便名 �三 言 �出発卜到着 ���到着地 

福岡 �1201 �C �07 �15ト09 �00 �那覇 

1203 �D �08 �45ト10 �35 

120与 �C �09 �与5ト11 �4与 

1207 �B �12 �00ト13 �与与 

1209 � �15 �00ト16 �45 

1081 �B、 �16 �30ト18 �1う 

1213 �A �17 �55ト19 �40 

1215 �A �20 �1与ト21 �ら5 

長崎 �1871 �B �11 �4与ト13 �25 

熊本 �1867 �C �11 �10ト12 �50 

宮崎 �題3767 �F �09 �00ト10 �猿 

鹿児島 �獲3783 �「 �09 �:55ト11 �25 

萱3785 �巨 �17 �3与ト19 �00’ 

出発地 �便名 �考 イ ト �出発卜到 ��窟 �到着地 

那覇 �1200 � �07 �20ト08 �与5 �福岡 

1202 � �09 �40ト11 �20 

1206 � �11 �1与ト13 �00 

1208 � �12 �30ト14 �1与 

1212 �A �15 �10ト16‾ �55 

1082 �B �17 �与か19 �3与 

12:14 �B �18 �窃¥ト20 �3与 

1216 �A �19 �5与ト21 �35 

1872 �B �14 �50ト16 �20 �長崎 

186/8 �B �てら �1言うト16 �45 �熊本 

看3768 �C �16 �30ト17 �50 �宮崎 

看3784 �C �09 �:00ト10 �:20 �鹿児島 

8378ら �D �19 �:50ト21 �:10 

※フライトスケジュールは変更される場合がありますので、予約時にご確

認ください。運航会社・使用機材・座席番号などが変更になる場合があり
ます。掲載の出発時刻より60分以上変更の場合、フライト追加代金が変

更になる場合があります。
※当日やむを得ない理由(天候・その他)により、予約便の便名および時刻

の変更等が生じた場合でも差額の払戻はありません。.
※当日予約便に乗り遅れの場合も航空券の払戻はできません。また、代替

交通はお客様ご自身での手配となり、費用もお客様負担となります。

基本フライト以外をご利用の場合は、往路、復路それぞれのご搭乗日。利用便に応じて片道ごとに下記の追加代金が必要となります。

(往　路)糊口代金(お-人様)

往路 �10/1へ10/4、10/7、10/9へ11/21 11/26→1之/20、1/1 1/7→「/11「/13 ���10/与 �10/6 �10/8 �11/22 ��11/23 �11/24 12/24 �11/之5 �1之/21 �12/22 12/之9 �12/23 12/2与 �12/之7 12/28 �1/3 

搭乗日 �1/15へ2/7、2/10、2/12′-3/15 �����2/「「 ����1/4へ1/6 2/8 ���「2/30 2/9 �12/26 1/2 �1之/31 

月一木 �金・土 �日 

Aフライト �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追舶なし �3,500 �通力 �なし �追加なし �追加なし �4タ000 �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし 

Bフライト �追加なし �追加なし �追加なし二 �¥/追加なし �4,000 �道榔なし �適凝 �なし �4,∴印0 �5的 �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし 

Cフライト �1,000 �2,000 �追加なし �1,500 �7,500 �1,000 �1,000 ��7,500 �500 �追加なし �1,500 �6,500 �1,000 �2,500 �1,000 

Dフライト �1,500 �2,500 �追加なし �2,500 �了,5脚 �「癖00 �2逼00 ��7,500 �5寄り �∴追加なし �2,5脚 �6,500 �1,500 �3,000 �1,500 

Eフライト �4事500 �4,500 �4,500 �8,000 �「,000 �11,500 �蜜,000 ��2;与0∴0 �7,関億 �6,00寄 �5,500 �11,500 �7,500 �「1,500 �13,000 

Fフライト �4,5寄り �5,5脚 �4,500 �8,000 �8,000 �11,500 �1親5脚 ��2郎調 �8∬00∴ �4,5脚 �15,500 �11,500 �15,500 �11,500 �13,000 

往路 搭乗日 �1/12 �1/14 �3/16へ3/31 ���4/1へ4/26 4/28へ5/1 5/8(づ/29 �����4/27 �5/2 �5/3 �5/4 �与/与 �5/6 �与/7 

月一木 �金・土 �目 �月一一木 �金・土 �日 

Aフライト �追加なし �2,500 �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �道か0なし �追カ �なし ��追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �1,500 �追加なし 

Bフライト �追加なし �追加なし �追加なし¥ �¥追加なし �漣舶なし �造加なし �追加なし �追カ �落し ��4,500 �追加なし �8,000, �’追加なし �)追加なし �追加なし �追加なし 

Cフライト �7,000 �1,000 �1,500 �2,000 �追加なし �2,000 �3,000 �1,5 ��00 �9,000 �2,500 �13,000 �5,000 �1,500 �1,500 �2,000 

Dフライト �7,000 �1,5関 �2タ0脚 �2,500 �道卿なし �雷タ000 �-車,軍00 �十500 ���9,調的 �4タ00億 �13,脚0 �5,000 �1,500 �1,500 �2タ500 

巨フライト �6,500 �16,0脚 �4,500 �4夢500 �4事500 �4タ000 �軸的 �4事 ��0 �5,朗寄 �3,5寄り �5,50億 �3,000 �14,500 �「4,500 �6,500 

Fフライト �6,5駒 �16,00鋤 �4,500 �5,500 �4,500 �:4亘脚 �帥00 �生 �寅 �巾 �5,5駒 �3,5附 �雪　5タ5脚 �3,000 �14,500 �14庵00 �6,500 

(復路)糊口代金(お-人様) ※★は金・日曜日代金適用とな。ます。　　　　　　　　　　　　　　　　　単位:円

復路 �10/Z~10/4、10/9へ11/21 1「/26へ1之/20 1/7-1/10、1/13 1/1与へZ/7、2/12~3/15 ��10/5 2/8 �10/6 �10/7 11/之之 �10/8 �11/23 �11/24 �1「/2与 �1Z/21 �12/22 �12/23 �1之/24 �12/之5 �12/26 

搭乗日 �4/1~4/26、5/1 与/2、与/7~6/5(★5/2) ��4/28 ��い= 2/10 ����4/29 ��12/27 

月一木・土 �金・日★ 

Aフライト �1霊000 �1,500 �2,000 �1,000 �2タ000 �8,500 �1,000 �2,000 �8,500 �2,000 �1タ500 �2,000 �5,500 �1,500 �1,500 

Bフライト �1,500 �2章00寄 �3,00臣 �1,000 �3タ000 �ゝ8,500 �1ふ000 �3柳0 �8,500 �3†500 �2,000 �3,500 �5,500 �2,000 �蜜,関0 

Cフライト �4,500 �4,500 �12,000 �16,500 �12,000 �2,000 �6,500 �6,500 �2,000 �16,000 �8,500 �16,000 �8,500 �8,500 �16,000 

Dフライト �4,500 �5,500 �12,000 �12,的0 �6,脚0 �13,5脚 �16渇脚 �∴6薄00 �5削0 �16,種億0 �12,000 �12,000 �「2,0脚 �8,500 �8,500 

復路 搭乗日 �12/28へ 12/31 �1/1 �1/2 「/3 �1/4 �1/与 1/6 与/4 �「/12 �1/14 �2/9 �∵= �3/16へ3/う1 ��4/Z7 �4/う0 �5/う �与/5 与/6 

月一木・土 �金・目 

Aフライト �1,000 �1夢000 �6,500 �4,000 �1,000 �500 �6,500 �500 �5,500 �1,500 �2,000 �500 �1,500 �500 �12,000 

Bフライト �1,5脚 �2,000 �6事500 �4,000 �1,000 �500 �6鳥00 �∴500 �5,翰0 �2事008 �3,000 �500 �2,000 �500 �12,000 

Cフライト �16,500 �5,000 �13,500 �4,000 �7,000 �12,000 �5,500 �16,000 �4,500 �4,5脚 �4,500 �4,500 �4,500 �14,500 �2,000 

Dフライト �16馬00 �5,000 �13,500 �4,脚0 �7,0脚 �12,000 �9,000 �11馬00 �16タ000 �4,500 �5,500 �14,500 �7,000 �14,500 �4,5脚 

※11/2与、1/2、1/3、2/11、4/29、与/与、5/6の帰着にかかる場合、復路便の延長はできません。 

※10/31出発の場合、復路便は11/6利用分までとなります。 
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回田口吻蟻棚　壁※写真下にある[二]はホテルからのおもてなしです。

囲温泉あl)　囲大浴場あり剰　囲害許呂　圃琵類2　調だ密　国男認諾ツインの　囲鰭ブルの
※ 1男女別、時間等により入管制の場合もあります。また、複数の風呂のある施設で一部有料の場合もあります。 ※2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あります。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あります。ご利用希望の場合ばノクエスト対応となりますので、お問い合わせくだ
さい。 ※3・※4当マークが併記されている場合、事前に指定できない場合があります。 ※特に話載のない限り、バス・トイレ付きとなります。 ※2018年6月現在の情報となります。

●出発・帰着空港:福岡・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港
●設定期間: 2018年10月1日へ2019年与月29日の毎日出発

●最少催行人員: 1名
●添乗員二添乗員は同行いたしませんので、ご旅行中の諸

手続きはお客様ご自身で行っていただきます。

※ 1 1泊食事なし(ホテルによっては旅行代金に含まれない朝食サー
ビスあり) 、または1泊朝食付きのいずれかとなります。各ホテル
のご案内をご覧ください(特に話我のない場合は1泊朝食付き) 。

喜旅行代金について

旅行代金とは「基本代金として表示した金

額」と「追加代金として表示した金額」の合計
を指します。

出発日i利用人数・日程により旅行代金が異

なります。各コース該当カレンダー記載のア

ルファベットをご参照のうえ、代金をご確認く

ださい。小人代金の設定はありません。 (3歳

以上は大人と同旅行代金となります。)またご

旅行中にお客様のご都合で使用されなかっ
たクーポン券類の払戻はできません。羽田i

成田i中部国際・※伊丹・※関西"※札幌(新

千歳) ・ ※仙台・北九州空港却」用の場合、国

内線旅客施設使用料が含まれております(※
の空港は201 8年1 0月28日から適用)。

1泊 �2泊 �行　程 �食事 

1 �1 �直垂国手那覇空港二〈範負担〉こホテル◆到着後フリータイム � 

中日 �◆終日フリータイム �※1 

霞終日 �最終日 �◆出発までフリータイムホテルこく各自負担〉=那覇空港十回重囲 �※1 

利用空港・路線・便についてはフライト情報をご覧ください。

喜お客様へのご案内(必ずお読みください。)

お申し込み/ 「名桜よりお申し込みいただけます。また、申込時に必要部屋数をお申し出ください。咄第日の前日から起算して7目前までご予約を承っております。ただし、満席等の理由はり受け付けができない場合

があります。ご利用便/便名はご予約いたかた時点で決定いたしますが、ダイヤ変更に伴い便名・フライトスケジュールは変更となる場合があります。その場合予定の日程を変更することもあります。券面に識さ

れている便以外はご利用いただけません。また、乗り遅れ(交通機関の渋滞等含む)はる代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払戻はできませんのでご注意ください。また、代替交通手段についてもお客様自身
での手配となります。 ※2歳のお子様がご参加で旅行中に3歳のお誕生日を迎えられる場合は、復路搭乗日に有効な商品または航空券をお買い求めください。 ※事前座席指定いただける席には限りがあります。予

約状況はり、お並び席などご希望に沿えない場合があります。 ※機材変更などやむを得ない理由はり、ご指定済みの座席が予告なしに変わる場合があります。 ※航空便ご利用にあたってはご予約された航空会

社の運送約款はります。宿泊施設/特に記載のない限り、客室の指定はできません。ルームタイプが雫だばで表示されている場合、指定はできません。記載されている客室写真は-例となります。相部屋はお受
けいたしておりません。特に記載のない限り、 /玖・トイレ付きとなります。 〈洋室〉特に記載のない限りl名1室はシングルルーム、 2名1室はツインルームのご利用となります。 (3名以上1室でご利用の場合はツイン十エ

キストラベッドまたは、ソファーベッド等となります。) (和室・和洋室〉 「室の広さ(畳数)は利用人数はり変わります。 「ホテルからのおもてなし」は詫載のない限り、滞在中l回のご利用となります。各宿泊施設チェックイ

ン時にお申し出のうえご利用ください。また、記載のおもてなしの内容は-部となる場合があります。早めのチェックイン、遅めのチェックアウトができる施設は時刻を赤文字で表示しています。代金を適用しないお子様

(3歳未満)で食事や寝具を必要とされない場合でも施設使用料が必要な場合があります(現地払い)。各施設に意識されている金額は丁泊あたりの金額となります。また、施設の都合はり変更となる場合があります。

施設使用料に含まれているものは各宿泊施設はり異なりますので各宿泊施設にご確認ください。食事/食事条件は特に記載のない限り朝食付きとなります。早朝出発の場合などお客様の行程はっては朝食を
ご利用いただくことができない場合があります。その場合、お客様の朝食放棄となりますのでご注意ください。オプショナルプラン/プランはり小人の対象年齢が異なります。3歳未満のお子様のご利別こついて

は、お問い合わせください。また、プランはって現地ではお申し込みいただけない場合もあります。その他/ツアー中、当社の手配はる旅行サービスの提供が-切行われない日(これを当社では「無手配日」といい

ます)については、当該日にお客様が被った損害について補償金は支払われません。取り扱い施設は、予告なく施設の-部工事、法令点検、営業日、メニュー内容等を変更する場合があります。

おからだの不自由なお客様の旅行相談デスク

心身の障机lまたはアレルギーを含む病気やけがのある

お客様の、ツアー参加に関するご相談を伺っております。

※旅行参加に際し介助をしていただく方の同伴をお廉いする場合もあります。

※取扱旅行会社の方もお気軽にご相談ください。

匿塑⑱ 0与70-029-01 1
※iP電話からiまこちらにお肌ナください。 050"3819・9274

受付時間1 0:00へ1 2:00/1 3:00へ1 8:00

(土・日・祝日および1 2/29へ1/3、与/1を除く)

宿泊、レンタカーまたは観光施設の入場のみをご利用の場合 前日(-部を隙く)までお申し込みいただける「あなたび」をご用意 �こご出発の しています。 

※詳しくはANAスカイホiノデー取扱旅行会社にお問い合わせください。 

旅行企画・実施ANAセールス株式会社
観光庁長官登録旅行業第1 6与6号　〒103-0027東京都中央区日本橋2-14-1

茄⊃十億請合貢
圃旅行業公正取引協議会会員

当パンフレットの記載内容の無断転載を禁じます。
このパンフレットは地球環境にやさしい印刷用紙を使用しています。

総合旅行業務取扱管理者(国内)とは、お客様 　　一　室 ��の旅弓 約に関 理者に �手を取り扱う旅行会社・営業所 　ヽ′.●　‾　“●n 

諜罵鵠紫 �る貝　　です。」の　事了 ��し、旦　　からの=　に」 ま、ご遠慮なく右記の取扱管 ��おたずねください。 

パンフレット請求コード P8-080-03-002 商品区分コード

:l �肖日 �取消料 

旅行開始日の �2「白目に あたる日まで �無　料 20日日以降 �旅行代金の20% 
前日から �8日日に 

起算して �あたる日まで 

さかのぼって �7日日以降 2日日に あたる日まで �旅行代金の30% 

旅行開始日の前日 ��旅行代金の40% 

旅行開始日の当日 ��旅行代金の50% 

旅行開始後の解除・無連絡不参加 ��旅行代金の100% 

スカイホリデー

ご希望のご出発日と商品コードをお知らせください。

国塑⑱0570-01 1 ・860 ※躍蒜謀議におかけくださ。。
営業時間　930へ19:00(土・日・祝日iま18:00まで) ※1 2/31-1/3を除く

国内旅行傷害保険加入のおすずめ

安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で保険をかけられますようおすすめいたします。

〒880-0806宮崎市広島l丁目12番17号

壷法贈崎購労苦旅行会
TELO985-24-1555 FAXO985-24-8619

総合旅行業務取扱管理者
廣　田　健　忘


