
往復のフライト

ご出発の7目前までお申し込みOK害

1名標よりお申し込みOK

ホテルは復路延長期間内で
何日目のご利用でもOK

FESTA

鎚輩彊離日」∈麗騙
(旅行代金に含まれておりま亮)

※差額の払戻はいたしません。 ※指定の金額を超える場合は不足分を現金でお支払いください。 ※官製品・新聞・雑誌・書籍・酒類・乳製品・たばこ
など各売店によりご利用いただけない商品がありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは売店係員にお問い合わせください。
※その他の割引サービスの併用はできません。

※復路便の延長について、 1 1/2与、 1/2、 1/3、 2/1 1 、 4/29、与/与、与/6の帰着にかかる分は

設定除外となります。
※ 1 0/31出発の場合、復路便は1 1/6、宿泊は1 1/与ご利用分までとなります。

出発日を含め、最大8日間の延長が再騰!ホテルも滞在期間中のお好きな割こ利用可能!

重源●弼掃賀寿 3/3 「 、 4/26-5/5

ご利用ホテル※特{こ記載。な。限り服トイレ付き※基本グル_プホテル以外をこ棚の場合tま、勘代金が必要とな。ます。

●洋室(1 -3名1室)

洋室または和洋室(4名1室)

●1泊朝食付き
●iN1 4:00(通常1与:00)/

〇日T「 l :00(通常1 0:00)

★那覇空港から車で約8分
★ゆいレール旭橋駅から徒歩的1扮

※禁煙のみの設定
※ 1 2/29へ1 /3、 4/27へ5/6

園田囲田園
は通常i N/0U丁

●洋室(1へ3名1室)
●1泊朝食付き
●iN1 4:00/0U丁l 「 :00

★那覇空港から車で約7分
★ゆいレール旭橋駅から

徒歩約2分

園田田園
龍田国語臨画聞聞

ヰ　　β　-〇　　　　　一一〈　☆朝食を昼食に変更可能(レストランメニュー限定)

☆朝食を昼食に変更可能(レストラン・メニュー限定)　　※水曜日の利用を除く

☆夕食珊佃時1 0%割引 ☆ウエルカムドリンク付き(1 0:00-1 8:00)

AM〃 復路延長
8日間OK!

●洋室(1へ3名1室)

洋室ダブル(1へ2名1室)
※禁煙のみの設定
●1泊朝食付き
●iN1 4:00 (通常1与:00)/

OU丁「 「 :00(通常1 0:00)

★那覇空港から章で約1 0分

★ゆいレール旭橋駅から
徒歩約1与分

園田

☆セルフカフェコーナー利用可能(1与:00へ22:00)

☆駐車場料金不要(先着順・入庫制限あり)

●セミダブル洋室(1名1室)

洋室(2へ3名1室)
●1泊朝食付き
●IN1 4:00(通常1与:00)/

OU丁l 「 :00(通常1 0:00)

★那覇空港から章で約5分
★ゆいレール赤嶺駅から徒歩約1分

堅固
☆女性のお客様にレディースセットをご用憲
☆ホテルグランビューガーデン沖縄の音
大浴場利用可能(各自移動)

オプショナルプランをご用意しております。
藷しくは①1 0月出発: 「ANAスカイホI)デー沖縄〈4-1 0刷またI訓旅ドキ沖縄〈4.1 0月)」

②1 1月以降出発: 「同(1 0・5月)」パンフレットをご覧ください。
※レンタカーはニッポンレンタカーのみのご利用となります。



ご利用ホテル※特に話載。軌、限り服トイ附き※基本グル_プホテル以外を制用。場舘勘。代金綱要となります。

●洋室(1へ4名1室)
●1泊朝食付き
●IN1 4:00(通常1与:00)/

OU丁「 「 :00(通常1 0:00)

★那覇空港から車で約20分
★ゆいレール牧意訳から徒歩細分

●洋室(2名1室)
ハリウッドファミリー洋室(3~4名1劉

ダブル洋室(1名1室)
●1泊朝食付き
●iN1 3:00(通常14:00)/

OU丁1 2:00(通常1 1 :00)

★那覇空港から車で約6分
★ゆルール県庁前駅から徒歩訓0分

※ハリウッドファミリー

洋室は禁煙のみの設定

園田園田囲

圃園田

●洋室(1 -2名1室)
※2名1室はデラックスダブル

の利用

●食事なし
※朝食:ホテルからのサービス

(旅行代金に含まれません)

●iN1与:00/OU丁「 O:00

★那覇空港から車で約7分
★ゆいレール旭橋駅から

徒歩的2分

●洋室(2名1室)
洋室ダブル(1へ2名1室)

●1泊朝食付き
●獲N1 4:00/OU丁○ ○ :00

★那覇空港から章で約1与分
★ゆいレール美栄橋駅

から徒歩約7分

圃国
璽聖霊謹選認溺醒園認謹直盈!相聞語間

☆ミネラルウオーターお-人様1本付き!

西国園田国訳詣蒜講説∵
麗∴闇議麹養護轍頴
☆朝食を昼食に変更可能(1 1:30へ14:00、音

厄疑義窪認諾半価を除く

●洋室(1へ4名1室)
●1泊朝食付き
●iN14:00(通常1 5:00)/

OU丁1 2:00(通常1 1 :00)

★那覇空港から車で約1 0分

★ゆルール斯前脚1ら徒歩約粉
※禁煙のみの設定
※ご到着が23:00を過ぎる

に、場合は事前に直接ホテ
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●イーストタワー洋室(1 ~与名1劃

●1泊朝食付き
●INてら:00/

OU丁1 2:00(通常1 1 :00)

★那覇空港から車で約1与分
★ゆいレーI帳鵜諺恥ら徒歩約扮
※禁煙のみの設定

田園園田田園
′′賀;tプ冒"-1

☆「りっかりっか湯」割引あり
☆美柴橋駅から送迎あり。詳細は直接ホテルへ

●洋室(1へ2名1室)
●食事なし
※朝食:ホテルからのサービス

(旅行代金iこ含まれません)

●iN1 4:00(通萬1与:00)/

OU丁「 l :00(通常10:00)

★那覇空港から車で約1 0分

★ゆいレール美栄橋駅から
徒歩約与分

囲霊園,.

厄セルフカフェコーナー利用可能(1与:00へ22:00‖

☆展望ラジウム人工温泉大浴場滞在中利用可能

郡笥

困園田

●洋室(1へ2名1室)
●食事なし
※朝食:ホテルからのサービス

(旅行代金に含まれません)

●IN1 4:00(通常1与:00)/

OU丁「 「 :00(通常1 0:00)

★那覇空港から車で約1 0分

★ゆいレール旭橋駅から
徒歩約5分

蘭画国語闘闘聞聞画
☆駐車場料金不要(先着順・入庫制限あり)
☆セルフカフェコーナー利用可能(1与:00へ22:00)

☆活性石大工温泉大浴場あり(宿泊者のみ利用可)

●洋室(1名1室)

スタンダードツイン洋室(2名1劃

スーペリアツイン洋室(3へ4名1室)

●1泊朝食付き
●IN13:00(通萬14:00)/

OU丁1 2:00(通常1 1 :00)

★那覇空港から車で約1 0分

★ゆいレール県庁前駅から
徒歩約6分

園田田園
闇闘二塁
☆ 【3連泊以上】スパ1回利用可能
☆朝食をスI惰り用券に変更可能(1時間限定) ‡

那覇

●洋室(1へ3名1室)

和洋室(4名1室)
●1泊朝食付き
●iN1与:00/

OU丁1 2:00(通常1 1 :00)

★那覇空港から車で約1与分
★ゆいレール県庁前駅

から徒歩約1分

園田田園
聞聞醒彊闘聞聞
二☆ミネラルウオーター付き(お〇人楼1本)
- ☆かりゆしウエアレンタル可能

‡ ☆沖縄のお茶ティーバッグをお部屋にご用憲

●洋室(1へ2名1室)
●1泊朝食付き
●IN1 5:00/OU丁l 「:00

★那覇空港から車で約1 0分

★ゆいレール県庁前駅
から徒歩約8分

●洋室(1 -4名1室)

●1泊朝食付き
●iN1 5:00/OUTl O:00

★那覇空港から車で約1 0分
★ゆいレール県庁前駅

から徒歩約与分

●洋室(1名1室)
洋室ダブル(2名1室)

●食事なし
※朝食:ホテルからのサービス

(旅行代金に含まれません)

●IN1与二00/
OU丁l告00(通常1 0:00)

★那覇空港から車で約1 0分

★ゆいレール美栄橋駅
から徒歩約1 0分

●洋室(1名1室)
スタンダードツイン洋室(2名1劃

●1泊朝食付き
●lN14:00/

0U丁1 2:00(通常1 1 :00)

★那覇空港から章で約20分

★ゆルールおもろまち馴ら鰐約4分

田圃田園

●洋室(1へ2名1室)
●1泊朝食付き
●lN1 4:00/OU丁「 「 :00

★那覇空港から車で約1 0分

★ゆいレール新前雪肋lら徒歩約粉

※禁煙のみの設定

●洋室(1へ2名1室)
●1泊朝食付き
●IN14:00(通常1与こ00)/

OU丁l l.00(通常10:00)

★那覇空港から車で約1 8分

★ゆいレール牧意訳から徒歩約4分
※禁煙のみの設定
※大浴場は1 1月オープン予定

田圃囲田園
′ .　　　　ロ　　　築

く☆朝食券を昼食券に変更可(レストラン・メニュー限定)

☆レストラン(ランチ) 1 0%割引

☆ホテル売店1 0%割引(-部除外商品あり)

●う羊室(1へ4名1室)

爾響襲華★絹重態鑑鴇籍
★ゆいレール旭橋駅から徒歩約3分

※ 1 2/29へ1 /2、 2/22
へ2/24、与/3へ与/6

は通鴬i N/OU丁

園田園田日田

●洋室(1へ2名1室)

●1泊朝食付き
●iN14:00/0U丁l l :00

★那覇空港から章で約1 0分

★ゆいレール旭橋駅から
徒歩約9分

※禁煙のみの設定

園田園田囲

園田田園

●洋室(2名1室)バスなし
のル洋室(1-2名1劃l取なし

●1泊朝食付き
●iN1 5:00/

OU丁1 2:00(通幣1 0:00〉

★那覇空港から車で約1 0分

★ゆいレール旭橋駅から
徒歩約与分

※禁煙のみの設定

☆女性のお客様にアメニティをご用意　∴

●ツインコンパクトルーム洋卦1名峰〉

洋室(2へ4名1室)

●1泊朝食付き
●lN1 4:00/OU丁l l :00

★那覇空港から車で約30分
★ゆいレール首里駅から章で約6分

※禁煙のみの設定

園田園田田園
闇竃表寒流闘事案喜田醒聞
直特製チョコチップクッキー付き

㌣娯謀議諜詔霊計



●洋室(1へ4名1室)
●1泊朝食付き
●iN1 5:00/OUTl l :00

★那覇空港から車で約20分
★ゆいレール鵬額から徒歩紙粉
※禁煙のみの設定

園田園田田園
聞聞国語認囲圃澄閲
☆朝食を昼食に変更可能(レストラン・メニュー限定)

☆清涼飲料水1本付き
☆国際通りオリジナルマップ付き

●洋室(1へ3名1室)
ダブル洋室(2名1室)

●1泊朝食付き
●IN1 3:00(通常14:00)/

0U丁1 2:00(通常1 1 :00)

★那覇空港から車で約1 5分

★ゆルール県前脚、ら徒歩約粉
※ 23:00へ7:00の間は駐車場の

出入庫不可

園田田園※生殺競縦諾

圏極圏蓉腫園酬開聞
アメニティをご用意

●洋室(1へ3名1室)
●1泊朝食付き
●iN1 4:00/OU丁l 「 :00

★那覇空港から事で約1与分
★ゆルール新前駅から徒歩約4分
※禁煙のみの設定

圃園田
蘭画距間躍麗醸琵荘園園関田円田
雪☆ミネラルウオーター1泊につき1本付き

☆近隣の指定パーキングを優待料金で利用可能。

●洋室(2へ3名1室)
スタガードダブル濯(ト2名1劃

●1泊朝食付き
●iN1 3:00(通常1 4:00)/

OU丁1 2:00 (通常1 1 :00)

★那覇空港から車で約1 5分

★ゆいレール旭橋駅から徒歩約3分

園田園田田
圃聞闘亘話語
音☆ドリップコーヒーをご用憲
音☆未就学のお子様にキッズアメニティご用憲

●イースト綾カジュアルツイン

洋室(1へ3名1室)

●1泊朝食付き
●iN1 4:00/OU丁l l :00

★那覇空港から事で約7分
★ゆルール旭願から徒歩約1扮
※禁煙のみの設定

回国園田田園園田田

圃田園一図四園田厘の

●洋室(2へ3名1室)
スタガードダブル濯(1 ~2名1室)

●1泊朝食付き
●iN1 3:00(通常1 4:00)/

OU丁1 2:00(通常1 1 :00〉

★那覇空港から車で約20分

★ゆいレール纏輔から徒歩細分

園田園田田圃開聞
☆朝食を昼食に変更可能(レストラン・メニュー眼孔

★未就学のお子様にキッズアメニティご用憲
☆ホテルオリジナルドリップコーヒーご用意

●スタカ一博イン漣(1~誰個
●1泊朝食付き
●iN1 4:00(通常1与:00)/

0U丁1 2:00(通常1てこ00)

★那覇空港から車で約2与分
※禁煙のみの設定

壁間睦言軸膿脚閉口田圃嗣

園田園田田園
闘園田圏園田
☆朝食を昼食に変更可能(レストラン・メニュー限定)

●本館洋室(1へ4名1室)
●1泊朝食付き
●lN14:00/OUTl l :00

★那覇空港から車で約2与分

●洋室(1へ3名1室)
スタンダードダブル濯(1 -2名1劃

●1泊朝食付き
●iN1 3:00(通常14:00)/

0U丁1 2:00(通常1 1 :00)

★那覇空港から事で約25分

★ゆルールおも蘇ら駅から徒歩緋分
※レディースルームは禁煙のみ

圃隅田園田日田
閣議覇醗麗露語醒整調聞聞画
: ☆朝食を昼食に変更可能(レストラン・メニュー限定)

; ☆女性のお客様にレディースセットをご用憲
( ☆未就学のお子様にキッズアメニティご用憲

●ゲ朴lトムダブル洋室(1へ2名1割

デラックlトムスッイ消雪(2~輯1室)

ゲストルームツイン洋室(2名1室)

●1泊朝食付き
●lNl与:00/OU丁○ ○:00

★那覇空港から車で約1 0分

★ゆいレール旭橋駅か蔀捗約扮
※禁煙のみの設定

回国田園
聞聞開聞闇聞
☆特製チョコチップクッキー付き
☆ベビーベッド貸出可能(0歳児まで。事前要予約)

那覇

●スーペリアツインシティービュー

洋室(1へ4名1室)

●1泊朝食付き
●iN1 4:00/OU丁「 「 :00

★那覇空港から章で約7分
(うみそらトンネル経由)

★ゆルール旭橋駅から縄駒1扮

回国園田園田田園
開園顎罷掴彊臨画
: ☆ 「三重城温泉鳥人の湯」滞在中利用可能し

☆契若鶏撰詰諾護討

●セミダブル洋室(1名1室)

洋室(2へ3名1室) ※
コネクティングルーム洋室

(4へ6名2室)

●1泊朝食付き
●iN1 4:00(通常1与:00)/

OU丁「 「 :00(通常1 0:00)

★那覇空港から車で約1 5分
※予約数は「1室でご予約ください」

※基本代金は4~与名1室料金適用

西国田園田園
画醒闇蘭画
’☆駐車場、大浴場滞在中利用可能

北谷・宜野湾

●スタガードツイン港(1 ~伯1室)

ファミリースイート和洋室(与剖劉

●1泊朝食付き
●iN1 4:00/OUT「 l :00

★那覇空港から車で約40分
※禁煙のみの設定
※宿泊除外日:1 /9

醒顎露攫韓
☆誤謬!窪認定)　　☆ホテ臆「ちゅら-ゆ」にて梯弼呂、プーl胴能!

●洋室(1へ4名1室)

●1泊朝食付き
●iN1 4:00/OU丁l 「 :00

★那覇空港から車で約20分
※禁煙のみの設定

園田田園園田回
顧麗麗麗題麗麗醒溺顎露語語間聞
☆近隣施設で使える「南部じゅね-クーポン」付き

☆アウトレットモール“あしびな-"割引券引換券付き

●洋室(1へ4名1室)
●1泊朝食付き
●iN1与:00/OU丁1 2:00

★那覇空港から車で約40分
※禁煙のみの設定

園田園田園田田園

開講
大人同伴時に限る)
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●洋室(1一一4名1室)

オーシャンビュールーム耀(ト誰1劉

●1泊朝食付き
●iN1 4:00/OU丁「 l :00

★那覇空港から車で約20分

★ゆルーl帳輔弼から徒歩糾0分
※禁煙のみの設定　※1 12/14、

1 2/23、 1 u24(利用日)を除く

回国園田田園※三豊詳
報畢調理墾田園車型聞聞画
i ☆朝食券を下記①へ④のいずれかに変更可能」

ゆバー90分飲み蝦※1 ②ケーキセット※1 ③ラン

序(醐予約) ※2 ④朝食券2枚で夕食1回※1 ※2

●洋室(1 -2名1室)

デラックスツイン洋室(3名1劉

●1泊朝食付き
●iN1 5:00/OU丁「 l :00

★那覇空港から車で約20分
★ゆいレール美柴橋駅

から徒歩約与分
※禁煙のみの設定

回国日
田腰間聞臨画聞問詰
★朝食を昼食に変更可能(レストラン・メニュー限定)

☆ミネラルウォーター1本付き
☆女性のお客様に即uspaアメニティセットをご用意

●洋室(1 -4名1室)

●1泊朝食付き
●iN14:00/

OU丁1 2:00(通常1 1 :00)

★那覇空港から車で絢1 0分

★ゆいレール重用駅または
旭橋駅から徒歩約1 0分

園田園田日田
囲田圃彊謹越撞題謹呈浬彊讃闘聞醍臨
☆朝食を昼食に変更可能(レストラン・メニュー限定)

☆滞在中フィットネスルーム利用可能

●胴エソ伸上ツイン港(ト2名1劃

別館オーシャンビュースタンダード

Iトム洋室(3へ4名1割

別館ファミリーlトム洋室(誰1劉

●1泊朝食付き
●IN1 4:00/OU丁l l :00

★那覇空港から事で約40分

四国田園園田田

舟繋灘謹賀精薄)音
☆レンタサイクル2時間まで利用可能

●洋室(1へ4名1室)

和室(2へ4名1室)
●1泊朝食付き
●iN1 4:00/OU丁=二00

★那覇空港から車で約70分
※和室は禁煙のみの設定

田園園田園田田園
田圃語間囲囲認醒謹…歴遊開聞園田
☆ 【3題白以上】夕食1回付き(レストラン・メニュー限定)

☆未就学のお子様は朝夕食プッフ工付き(レストラン当

メニュー限定、大人同伴限定)



ご利用ホテル※特に織。な。限り服トィ。付き※基本グル_プホテル以外を珊用。場合鵬劫。代金摘要となります。

名護・馬絹・本部・今駈・その他

●洋室または和う羊室

(1名1室)

和洋室(2へ与名1室)
●1泊朝食付き
●iN1 4:00/OU丁「 「 :00

★那覇空港から車で約80分

田園園田囲
毒舌　　　　　　　1 .

音☆展望レストラン10薙媚勝付き(滞在中1室につき1枚)

☆クッキングセットレンタル与0%割引(数に限りあり)
: ☆ロビーのドリンクサーバー利用可能

名護・恩納・本部・今帰仁・その他

●本館洋室(1へ4名1室)

洋室または和洋室(与名1室)

●1泊朝食付き
●iN15:00/OUTl l:00

★那覇空港から車で約1 20分
※禁煙のみの設定

名護・恩納・本部・今帰仁・その他

●洋室(1 -2名1室) 、洋室

または租洋室(3名1室)、

和洋室(4へ与名1室)

●1泊朝食付き
●iN15:00/OU丁「 l:00

★那覇空港から毒で約1 30分

※禁煙のみの設定

囲園田園田田園　　　　田圃園田園田田園
開聞聞開聞田圃　聞圃闇顕醍題馨露語琵琶謹聞聞画
☆鑓醐」用券付き(樋泊:1 ,000円分、3連泊以上1,与00円分)　厄【3連泊以上】夕食1回付き(レストラン・メニュー限

☆ミネラルワオター1本付き(売店にて引き換えとなります)　′　定)※12/29へ1/3、4/27へ与/5(利用日)を除く　音

名護・恩納・本部・今帰仁・その他

●眺望指定なし

オーシャンタワー洋室(1へ3名1室)

ウイングタワー洋室(3へ4名1室)

●オーシャンビュー:

オーシャンタワー洋室(1 →3名1室)

ウイングタワー洋室(3へ4名1割

園園田琶:董讃荘理や。
西国白面‡羅誤認警9〇分
間聞聞謹選闘
☆ 【3連泊以上】夕食1回付き

(レストラン・メニュー限定)
」 ☆朝食を昼食に変更可能(レストラン・メニュー限定)

名謹・恩縞・本部・今帰仁・その他

●グリーンビュー
洋室(1へ与名1室)
オーシャンビュールーム
洋室(1 ・-5名1室)

●1泊朝食付き
●iN1 4:00/OUT「 「こ00

★那覇空港から車で約70分
※ 1連泊のおもてなしi耕用不可

園園田田園園田国
事。「　　　　　・ .　　　田圃聞田

☆ 【2連泊】スイーツバイキング1回利用可能(メニュー願う※ 1

☆ 【2題目以上】スパ僕の湯) 1回利用可能

☆ 【3邁白以上】夕劇画付き(レストラン・メニュー限通※ 1

名護・恩納・本部・今婦に・その他

●ホテル棟スイート洋室( 1へ4名)

エンド棟スイート洋室(1へ4名)

コン隅スイート和洋室(ト4名)

アネックス棟スイート洋室(1へ4名)

●1泊朝食付き
●iN1 4:00/OU丁「 l :00

★那覇空港から車で約90分
※禁煙のみの設定

園田田園園田囲
画壇腰胃認証醍露語麗題詞国
書☆朝食を昼食時に1 ,000円分のお食事券とし
!てご利用可能(レストラン・メニュー限定)

名護・恩納・本部・今帰仁・その他

●グリーンビュー洋室(1 ~2名1室)

グリーンビュー和洋室(3~5名1劃

●1泊朝食付き
●iN1 4:00/OUT= :00

★那覇空港から車で約60分
※禁煙のみの設定

園園田田園囲田園

名護・恩納・本部・今帰仁・その他

●スーペリアオーシャンサイド

洋室3-5階(1 -4名1室)

●1泊朝食付き
●lN1 5:00/OUTl l :00

★那覇空港から車で約80分
※禁煙のみの設定
※ 「リゾートフイ(リゾート管理費)」

として1滞在あたり与00円が

田圃園田　宿泊費Iこ含まれます0

章己謹話這高書臆漢　〇日日田

書籍讃撥籠藷;露蒜
名護・恩納・本部・今帰仁・その他

醍露軍団苧耕講誰(1~鵬〉
●iN1 4:00/OU丁「 「 :00

★那覇空港から車で約60分
※禁煙のみの設定
※ 2 311ト研くチェックイン) i拘説胸腺

約311 5-416 (チェックイン)帥翻搬

園田田園園田囲

☆ 【2連泊※2】昼食1回、山田温泉入浴1回付き※仁
☆ 【3連泊以上※3】昼食2回、山田温泉入浴2回付き※ 1

※ 1連泊のおもてなしは併用不可

・本部・今帰仁・その他

●洋室(1へ6名1室)
●1泊朝食付き
●lN1 4:OO/OUT= :00

★那覇空港から章で約1 1 0分

※禁煙のみの設定
※ 1 1U29へ1/3、4/29へ与/5

(利用日)を除く

園田田園園田園
田器　　　　　　l .　　　　　「国司

☆ 【2違湖止】屋内プール「レインフォレスト」漑中ご利用可能

☆レンタルカート(与名乗り)与0%割引(要運転免許証) ※ 1

名護・恩納・本部・今帰仁・その他

●洋室(1 -4名1室)

●1泊朝食付き
●iN1与:00/OU丁1 2:00

★那覇空港から車で約60分
※禁煙のみの設定
※ 1筋目のおもてなしは併用不可

園園田田園田園田園
閏開聞醒麗闘騒醗酵澄閏間園回国聞開田
☆【2連泊】ティーダパス付き※ 1　　:
∴☆ 【3連泊以上】リゾートパス付き※ 1　∴

・今帰仁・その他

●オーシャンツイン洋室(1へ4名1劉

●1泊朝食付き
●iM 3:00(通常1 4:00)/

OU丁1 2:00(通常1 1 :00)

★那覇空港から章で約1与0分
※禁煙のみの設定
※ 1 2/28-1/3、4/26へ

5/6は通常iN/OU丁

回国園田田園田園田園
開聞距露語闘
☆ 【2連泊以上】 「美ら海の湯」 1回利用可能

※入湯税1与0円を現地でお支払いください。

頚を前日謳う間:l琶t長洲l獲漢●壁書喜,=　"　l●　　=○○　ここ餓 ×.=-.∽“.--〇三.●○　○S○○におり看随喜運〇日ほ脚i。。隣国膜は厩蓋…∃. ※圏のオプショナルプランの取消科については裏表紙をご確認ください。 

10月出発のオプショナルプランの設定は「ANAスカイホリデー沖縄(4-10月)」または「旅ドキ沖縄(4-10月)」のパンフレットをご覧ください。 

e全クラスカーナビ・訂C・CDプレーヤー標準装僑
※カーナビにつきましては、新設道路や新規宿泊・観光施設がカーナビに表示されない場合

がありますので道路状況など詳細は貸し出し時に、レンタカー係員へご確認ください。

※ETCカードはお客様のカードをご利用ください。

※Sクラスの-鄭重程はCDプレーヤーの搭載はありません。

○料金(1台)

4

e聾犠聖望鷺書聖製讃鷲轄諜離籍o領置謹酸
患駆回蹴重言案ベビーシートI Q301450F8-8 lチャイルドシートI Q30145OGD-8lジュニアシートI Q301450GE-8 l

※チャイルドシートの予約がない場合は、レンタカーの貸し出しができませんので必要な撞類を人数分ご予約いただくようこ注

意ください。 ※チャイルドシートの装着により定員の乗車ができない場合があります※台数に制限がありますのでご希望に添
えない場合がありま丸車の空きがあってもチャイルドシートがご用意できない場合、レンタカーの貸し出しはできません。

単位こ円

利用時間 �利用開始日 �Sクラス(与名) �Aクラス(与名) �WHクラス(7名) �ECクラス(5名) �HCクラス(5名) �WAクラス(8名) 
フィット等 �フィットシャトル等 �ストリーム等 �プリウス(1.8」)等 �マークX等 �ステップワゴン等 

1日 (同日中) �11/1、11/4-11/21、11/2与へ12/21、1/6へ1/10 �2,500 �4,ま○○ �5,8○○ �e,O○○ �e,30o �8.400 1/14へ3/1与、4/1-4/2与、与/6へ6/4 

11/2、11/3、11/22へ11/24、1/11-1/13 ��5.10o �e,100 �6,500 �6,8oO �9,500 

12/22へ1/与、3/てら・-3/31、4/26へ5/与 �4,000 �5,500 �e,eOO �7,000 �7,3○○ �9,900 

オプショナルコード �Q3014527X-8 �Q3014527Y-8 �Q30145283-8 �Q3014527Z-8 �Q30145280-8 �Q30145281-8 

※2日日以降は1日ごとに、上記料金が追加料金として必要となります。 ※適用料金・追加料金は利用開始日が基準となります。 ※料金は旧単位(同日中)となり24時間制(時間制)ではありません

のでご注意ください。 ※車種指定はできません。 ※その他ご案内・ご注意については下甜レンタカー利用時のご注意」をご覧ください。

園レンタカー料金に含まれる保険内容・対人補償・・・ 1名につき無制限(自賠責3,000万円を含む) ・対物捕債…1事故につき1億円まで・車両補償… 1事故につき車両時価額まで
.人身傷舗債… 1名につき3,0 00万円まで。厳選の自動車事故によるケガ灰亡・後遺障害を含動につも運転者の過失割合iこかかわらず、損害離補償いたします。陸離,000万円:治療費を含む損害額は保険約款ほめる基準に従い算出します。 )

レンタカー利用時のご注意「※料金は1台あたりの1日単位(同日中)です。保険料、車両・対物事故免責額補償制度加入料、消費税が含まれます。駐車料金、ノンオペレーション 
チャージ(NOC)、有料道路代などは含まれません。走行距離制限はありません。ガソリンは満タンで配車します。満タンにして返事ください。時間短縮に対する払戻はありません。 
※配返事は、各レンタカー会社指定営業所で行います。場所により空港⇔空港営業所間は送迎となる場合があります。また、当社商品で予約されたホテルの一部では追加料金にて 

ホテルでの配返事が可能です。対応可能ホテルや追加料金など詳細はご旅行申込時にお問い合わせください。※乗車定員には乳幼児のお子様も含まれます。 

漢運営会社:ニッポンレンタカー匝至田

●配車は搭乗便到着時刻の3 0分以降、返事は那覇空港営業所が搭乗便出発時刻の80分以前の時間でご予約ください。ただし、 DFS営業所での配車は搭乗便到着時刻の60分以降、返事は搭乗便出発

時刻の1 20分以前の時間でご予約ください。 (免税品の購入も、搭乗便出発時刻の1 20分前までとなりますのでご注意ください。 ) ●同一記録で2名桜以上の予約の場合にこ利用いただけます。



o臆　　　　　　　　o �※特に記載のない場合、設定期間 �拙II漢遊宣音音三園l雪国かIIII駆∃@三回看雪間1:;閉脚鳥嘉確 

オプショナルプラン �※匡至田のオプショナルプランの取; �肖料については裏表紙をご檻認ください。 
10月出発のオプショナルプランの設定は「ANAスカイホリデー沖縄(4-10月)」または「旅ドキ沖縄(4-10月)」のパンフレットをご覧ください。 

沖縄本島をおトクに観光するパスをご用意しました。 獲旅行企画・実施: ANAセールス(株)

1 2施設に1回ずつ入場OK皿へ田は入場、田はグラスボート1こ剰告できます。)

回沖縄美ら海水族館入館〈現地販売価格〉 (大人) 1,850円、 (高校生) 1,230円、 (小学生・中学生)610円※未就学のお子様は無料　日おきなわワールド玉泉洞・王国村の入場〈現地販売価

格〉 (大人) 1,240円、 (4歳へ14歳)620円　田古宇利オーシャンタワー展望タワー&カート利用&シェルミュージアム入場〈現地販売価格〉 (大人)800円、 (中学生・高校生)600円、小学生)う00

円　田大石林山入山〈現地販売価格〉 (大人) 1,200円、 (4歳へ14歳) 550円　田OKINAWAフルーツらんど入国〈現地販売価格〉 (大人) 1,000円、 (4歳一中学生)500円　田ナゴパイナップル

バーク入国&カート利用〈現地販売価格〉 (大人) 850円(中学生)600円(小学生)4与0円　田ネオバークオキナワ入園〈現地販売価格〉 (大人)660円、 (中学生・高校生)330円、 (4歳一小学生)

220円　田琉球村人固く現地販売価格〉 (大人) 1′ZOO円、 (6へ15歳)600円　田体験王国むら咲むら入国〈現地販売価格〉 (大人)600円、 (中学生・高校生)与00円、 (小学生)400円　田ビオス

の丘入園〈現地販売価格〉 (大人)900円、 (4歳一小学生)与00円　田琉宮城蝶々園入園〈現地販売価格〉 (大人)500円、 (3へ15歳)2与0円　田み-はるマリンセンターグラスボート乗船〈現地

販売価格〉 (大人) 1 ,与00円、 (4歳一小学生) 800円※み-ぼるマリンセンター指定有料監事場(与00円・ 1台) /現地払い

〈ご案内〉 ※沖縄本島遊悠美ら海パスに含まれるものは入場料(田は乗船料)のみとなります。 ※未使用時や紛失した場合でも払戻はありません。 ※有効期間は旅行期間中となり、
本人のみ利用有効、転売・譲渡不可となります。 ※記載の各施設現地販売価格は、 201 8年6月現在の情報となります。予告なく変更となる場合があります。

今だけDon!沖縄1.2・3泊　驚誤認諾禦荒諜豊をご覧くださ。。

※ 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。
※6名1室の設定があるホテルをご利用の場合は、 4へ与名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、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.7をご覧ください。

◆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国内線旅客施設使用料(対象空港利用の場合のみ) ⑤規定の宿泊費、食事代　④ANA FES丁Aお買い物券代
※④をご利用にならなかった場合の払戻はありません。 ※規定以外の食事代、入園料、交通費等はお客様負担となります。

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。)

菓基本代金(お一人様)

孟蒜へへ、竺 ��A!B ��C　　　D �た　し　亡 �∴G:∴H::∴∴:」: 　　　　　1ノ← ���笑Kl �匡 � �M �N � ���Q �亘 

1 油 �4へ5名1室 �26,000圧7,000 ��27,200　27,700 �し28,2001狐80 �29,80び31ず仙0 �31事800 �32,300 �32,800 �擁鵜00再4500l36,800 ����繊 �鎚00 �仰800 �45事300 �48,800 3名1室 �26,0面27,000 ��l27,ま0027,700音 �圧8事200〈29,与 �30,与00守1,側0 �i31裏800 �32事300 �!32重800 �33暮300i35,000 ���は6,800　曳 ��細0 �40,8的 �45書300 �49,300 

2名1室 �26,000127,000 ��!27,200　27,700 �-28,200音30タ咄1,000:泣000 ��32,500 �33,500 �33,500 �上海000 ��36タ000 �†36,800鶉 ��主800 �41300 �,4与,800 �49,800 

1名1室 �26,500圧7,200 ��;28,2叫28,700 �i29,20031,800 �32,300;32占00 �音　鵜,000 �34.000 �34,500 �‡3与;000 ��37,う00 �38,300　費 ��;300阜2郎0 ��46,800 �50,800 

小人 �26,000き27,000 ��音ま7暮200圧7,700 �28,200　28,800 �29,800膏11400 �31,800 �32,300 �32,800 �上之800 ��34,000 �36,300　鈎 ��∴言直00 �主犯800 �44,300 �48,300 

2 泊 �4-与名1董 �26,5面28,000 ��29,500　29事800 �30,800　31,500 �32,300膏3,000 �’糾000 �35,000 �36,500 �37,800 ��138,800 �40,500　裏で ��.∴主500 �恒7,000 �48,500 �54,800 l3名1宝 �26,500音28,000 ��29,500　29,800 �30,800圧1,500言え300膏3事000 ��34,000 �35,000 �36.500 �3補00 ��恒8,800 �40,的0　優 ��軸0 �再現㈹ �49,与00 �55暮800 

2名1皇 �26.50印28,000 ��圧9,50030,500 �31,5調31,8(堀32,与00高ま,500 ��34重500 �35ず500 �37,000 �38,000 ��き39,500 �41,300　4 ��煎0 �白帆8的 �50うら00 �56,800 

-1名1室 �31,800膏2,500 ��圭34,000音35,000 �36,000呈36柳0 �圧7夢000膏7,500 �38,500 �40,000 �,41,500 �伐500 ��44暮000 �45,000　備 ��β00 �圧1,800 �53,300 �58,800 

!　小人 �26,000!27,200 ��28暮500圧9,000 �30,000膏1,400 �31暮700恒1柳0 �32β00 �33,500 �再5,000 �35重500 ��36事800鳥8,8004 ���:000 �上場800 �45)800 �51,800 

3 油 �4-5名1室 �32,300 �;35,300 �36,300i37,800 �38,8叫40,800 �、43事30飢伸800 �45,800 �47,300 �48,800 �弧800 ��52,3個的300　き ���子,300 �‡62,300 �67,300 �72事800 3名1室 �32,80印35,800 ��36,800再8,300 �39,3叫41,300 �)叫300;45.800 �46,300 �47,800 �49,300 � �;800 �53事300 �圧5,300去 ��.300 �直3夢雷00 �68事300 �73,800 
音　2名1室 �34.3叫38事300 ��39,300再9,800 �40.800圧2,80 �他80年47,300 �47,800 �49,300 �50,800 � �3削腿 �54霊800 �(与6,800　5、 ��.∴:800 �‡64,800 �69,800 �75,300 

し1名1室 �42,300144,800 ��責45,800音47,300 �雪48,300圧0事3 �50,800膏乞300 �55,300 �56,800 �57,800 � �8,3的 �60,800 �52,800 �あぜ00 ��‡70暮80寄 �75,800 �81,300 

小人 �31,300134,300 ��的800l36,300 �36,800弓8,的0再1,300上嶋300 ��43暮300 �44,800 �46.300 �一船主00 ��49,800 �51,800 �駒場融59,800 ���)64,800 �68,800 

三寒〈販売店の皆様へ〉 10月出発は旧adam. 1 1月出発以降は新adamにてご予約ください。 5



ホテル追帥代金(お_人様/ ,泊`ごつを}

※★は金・土曜日代金適用となります。

6

鞋 ��宿泊日 �10/十-10/5 10/8へ10/31 4/7へ4/2与 ��10/6 10/7 �11/1-11/22 11/25-一12/21 1/6・-1/31 ��11/23 �12/22 12/之3 �12/24へ �12/28 1/2 �12/29・- 1/1 �ul-2/8 ��3/1与へ4/6 ��4/29へ 
ホテル 勃♭」プ ��1重 刑用人数 �5/6-一6/3 ��u9 2/10 4/26 �(★11/4、1¥1/22、 1/13) ��11/24 1/4 �1/3 1/5 �12/27 �4/27 4/28 �与/3 与/4 �2/11へ3/14 ����5/2 5/5 

日一木 �金・土 ��日へ一木 �金・土★ ������日一木 �金・土 �日一木 �金・土 

ト4名1室・小人 �追加なし �1,000 �1,000 �追加なし �与00 �1,000 �与00 �追加なし �与00 �与00 �1,000 �1,000 �追加なし �与00 �与00 

グl �プ �1へ2名1室 �1,与00 �2,500 �3,000 �1,与00 �2,与00 �2,500 �3,与00 �1,与00 �4,000 �4,000 �2,000 �3,000 �1,与00 �3,500 �2,000 

4名1室・小人 �与00 �1,000 �1,000 �与00 �1,000 �1,与00 �3,000 �1,与00 �2,000 �与,000 �1,000 �1,000 �1,与00 �1,与00 �2.000 

● � �3名1室 �1,000 �1,与00 �2,000 �1,000 �1,与00 �1.与00 �4,000 �2,000 �2,与00 �与,与00 �1,000 �1,500 �2,000 �2,500 �3,000 

グ) �プ �2名1室 �1,500 �2,000 �2,500 �1,与00 �2,500 �3,000 �与,与00 �3,与00 �4,000 �8,000 �2,000 �2,与00 �3,000 �3,000 �4,500 

1名1室 �2,与00 �3,000 �与,500 �2,000 �2,与00 �3,000 �6,000 �3,与00 �与,000 �8,与00 �2,与00 �3,500 �4,000 �4,500 �与,000 

2名1室・小人 �3,000 �4,000 �4′000 �3,000 �3,500 �3,500 �4,与00 �3,000 �4,000 �4,000 �3,000 �3,000 �2,500 �3,500 �3,000 

グI �プ �1名1室 �3,000 �4,000 �4,000 �3,与00 �4,000 �与,000 �5,与00 �3,与00 �与,500 �与,与00 �3′500 �4,000 �3,000 �4,与00 �4,500 

4名1室・小人 �与00 �2,000 �2,000 �与00 �2,000 �2,000 �2,000 �与00 �2,500 �2,与00 �1,500 �2,000 �1,500 �’1,与00 �2,000 

● � �3名1室 �1,000 �2,500 �2,与00 �1,000 �2,500 �2,与00 �2,与00 �1,000 �3,000 �3,000 �2,000 �2,与00 �2,000 �2,500 �2,500 

グl �プ �2名1室 �1,与00 �3,000 �3,000 �1,500 �3,000 �3.000 �3,000 �1,与00 �3,与00 �3,500 �2,500 �3,000 �3,000 �3,000 �3,与00 

1名1室 �3,500 �6,与00 �8,000 �3,与00 �6,与00 �7,000 �6,与00 �3,500 �7,与00 �9,与00 �与,与00 �7,000 �4,000 �6,000 �7,500 

3~与名1窒・小人 �追加なし �追加なし �与00 �追加なし �追加なし �追加なし �2,000 �2,000 �与,与00 �10,000 �追加なし �追加なし �1,000 �1,000 �4,000 

グI �プ �2名1窒 �与00 �与00 �1,000 �追加なし �500 �与00 �3,000 �3,000 �6,与00 �11,与00 �500 �与00 �2,000 �之,000 �4,500 

1名1室 �与,与00 �5,与00 �7,500 �4,500 �与,000 �6,000 �8,与00 �8,与00 �13,000 �21,000 �6,与00 �6,与00 �8,000 �8,000 �11,与00 

4名1室・小人 �500 �2,000 �2,与00 �1,000 �2,000 �3,000 �3,500 �1,与00 �4,000 �4,与00 �2,000 �2,000 �1,与00　2,000 ��4,与00 

3名1室 �2,000 �3,与00 �4,000 �2,500 �う,500 �4,与00 �与,000 �2,与00 �与,500 �5,与00 �3,500 �3,500 �3,000 �3,与00 �与,与00 

グl �プ �2名1室 �3,000 �4,000 �5,000 �3,000 �4,500 �与,000 �与,500 �3,000 �6,与00 �7,与00 �4,000 �4,与00 �3,500 �4,与00 �6,与00 

1名1室 �4,与00 �6,000 �7,000 �5,000 �6,000 �7,与00 �7,500 �与,000 �9,000 �11,000 �6,000 �7,000 �与,与00 �6,与00 �9,000 

4名1室・小人 �500 �之,000 �2,与00 �1,000 �2′000 �3,000 �3,与00 �1,与00 �4,000 �4,500 �2,000 �2,000 �2,000 �2,000 �2,500 

3名1室 �2,000 �3,与00 �4.000 �2,与00 �3,500 �4,与00 �与,000 �2,与00 �与,与00 �6,000 �3,与00 �3,500 �3,000 �3,与00 �与,与00 

グl �プ �2名1室 �3,000 �4,000 �与,与00 �3,000 �4,500 �与,000 �5,与00 �3,000 �7,与00 �9,500 �4,000 �4,与00 �3,500 �4,与00 �7.500 

1名1室 �6′000 �7,う00 �11,000 �7,000 �8,000 �11,000 �11′000 �7,与00 �13,与00 �15,与00 �7,500 �8,000 �8,000 �8,500 �14,与00 

4-5名†窒・小人 �1,000 �1,500 �3′000 �1,000 �1′000 �与,与00 �与,500 �1,与00 �6,与00 �12,与00 �2,与00 �2,与00 �2.500 �3,000 �7,500 

/¥ � �3名1室 �1,与00 �2,000 �3,500 �1,000 �1,与00 �6,与00 �6,500 �2,000 �7,与00 �13,与00 �2,与00 �3,000 �3,000 �3,与00 �8,与00 

2名1室 �2,000 �2,与00 �4,与00 �1,500 �2,000 �7,000 �7,与00 �3,与00 �9,000 �16,500 �3,000 �4,000 �4,000 �与,000 �9,500 

1名1室 �7,000 �10,000 �13,与00 �6,500 �8,000 �14,与00 �15,与00 �8,500 �17,与00 �31,500 �10,000 �12,000 �11,000 �■14,500 �20,500 

/ � �4~強1室・小人 �2,000 �2,500 �3,与00 �2,000 �2,000 �2,000 �4,与00 �3,500 �与,与00 �6,与00 �3,与00 �3,500 �3,000 �4,000 �4,000 

3名1室 �2,000 �2,500 �4,500 �2,000 �2,000 �2,与00 �与,500 �4,与00 �7,500 �9,000 �4.500 �4,与00 �4,000 �4,与00 �6,000 

2名1室 �2与00 �3500 �6000 �2000 �2与00 �2500 �6500 �4500 �9000 �10与00 �与000 �5000 �4与00 �5与00 �7000 

¥〈 � �1名1室 �′ 7,与00 �8,与00 �′ 13,与00 �′ 6,500 �I 8,000 �I 8,000 �′ 13,与00 �9,500 �′ 20,000 �26.与00 �′ 12,与00 �12,与00 �I 11,000 �I 13,000 �I 1与,与00 

3名1室・小人 �3000 �4000 �4与00 �3000 �4000 �5000 �与与00 �3000 �6000 �6与00 �4000 �4000 �3500 �4000 �5000 

2名1室 �′ 4,与00 �与,000 �′ 6,000 �3,500 �I 与,000 �5,500 �′ 6,000 �3.500 �′ 8,000 �10,000 �I 4,与00 �′ 5,000 �′ 4,与00 �I 与,000 �′ 6,500 

1名1室 �11,与00 �13,000 �13,500 �8,500 �8,与00 �11,与00 �13,000 �9,与00 �14,与00 �18,与00 �10,500 �12,000 �12,与00 �13,与00 �14.与00 

グI � �3名1室・小人 �4,000 �6,000 �7,000 �4,500 �与,与00 �8,500 �7,000 �4.500 �7,与00 �7,500 �5,500 �6,500 �3,500 �4,与00 �4,000 プ �2名1室 �6,500 �7,500 �10,000 �7,000 �8,000 �12,000 �9,500 �7.000 �11,与00 �12,与00 �8,000 �10,000 �6,500 �7,与00 �6,500 

1名1室 �8,000 �10,000 �18,500 �8,与00 �10.与00 �20,000 �12,500 �8,与00 �19.000 �20,000 �10,与00 �1与,000 �7,500 �10,000 �8,000 

4~与名1窒・小人 �2,000 �2,与00 �6,000 �2,000 �2,000 �6,与00 �6,500 �4,000 �8,与00 �13,与00 �3,与00 �6,000 �3,000 �4,与00 �9,与00 

3名1室 �2,000 �3,与00 �6,与00 �2,000 �2,与00 �7,与00 �7,500 �5,000 �8,与00 �1与,000 �4,与00 �6,500 �4,与00 �5,000 �10,与00 

2名1室 �3,与00 �4,500 �8,与00 �2,500 �4,000 �8,000 �9,000 �6,000 �13,000 �20.与00 �5,000 �8,与00 �与,000 �7,000 �13,000 

1名1室 �10,500 �12,与00 �17,000 �9,与00 �12,000 �1与,与00 �16,500 �14,000 �22,与00 �32,500 �13,000 �17,000 �13,000 �16,000 �23,与00 

4名1蔓・小人 �3,000 �4,与00 �10,000 �3,000 �6,000 �10,000 �8,与00 �6,000 �18,与00 �18,与00 �5,000 �8,与00 �4.000 �7,000 �11,000 

3名1室 �4,000 �6,000 �12,000 �4,与00 �6′500 �11,000 �9,与00 �6,与00 �20,500 �20,与00 �与′500 �9,000 �4,500 �8′000 �13,000 

2名1室 �6,与00 �7,与00 �14,000 �7,000 �8,000 �12,500 �10,与00 �7,500 �之2,000 �22,000 �8,000 �11,000 �6,与00 �10,000 �15,000 

1名1室 �13,000 �17,000 �32,500 �12,000 �20,000 �28,500 �24,500 �17,500 �36,500 �48′与00 �17,000 �26,000 �15,000 �23,000 �32,500 

4~与名1室・小人 �4,000 �4,与00 �6,000 �2,500 �3,与00 �6,与00 �6与00 �5000 �14与00 �20500 �3500 �4500 �4与00 �6000 �16000 

3名1室 �4,500 �5,000 �7,000 �3.000 �4,000 �7,与00 �I 7,与00 �5,500 �I 16,000 �l 21.000 �′ 4,000 �′ 与,与00 �I 5,500 �′ 6,与00 �17,000 

グ) � �2名1室 �6000 �7000 �9000 �4与00 �6000 �8与00 �9000 �7000 �18000 �23000 �与500 �7000 �7000 �8000 �18000 

1名1室 �′ 12,000 �′ 17,000 �′ 29,000 �′ 11.与00 �′ 16,与00 �I 18,000 �I 18,与00 �′ 15,500 �′ 40,000 �41,与00 �I 13,与00 �18′500 �I 17,000 �′ 18,000 �′ 40.000 

4~鳴1室・小人 �6,000 �10,000 �1与,与00 �3,000 �4,500 �8,000 �10,与00 �10,与00 �26,000 �36,与00 �与,与00 �8,与00 �9,与00 �12,000 �22,000 

● � �3名1室 �8,000 �11,000 �18,000 �3,与00 �7,000 �10,000 �13,000 �11,500 �28,与00 �39,000 �6,与00 �10,与00 �11,000 �14,000 �24,与00 

グI �プ �2名1窒 �10,000 �13,000 �20,000 �4,与00 �8,000 �12,000 �1与,000 �13,000 �31,500 �与4,000 �8,000 �12,000 �13,000 �16,000 �26,000 

/ � �1名1窒 �22,000 �25,000 �41,500 �12,与00 �20,000 �2与,与00 �28,500 �25′000 �60′000 �101,与00 �20,000 �28,000 �29,000 �34,与00 �49,与00 /¥¥ �9 �4名1室・小人 �6,000 �10,000 �16,000 �与,000 �7,000 �7,与00 �11,500 �8,000 �27,与00 �36,与00 �4,000 �7,000 �10,000 �13,与00 �28,与00 

顕 � �3名1室 �8,000 �11,000 �18,000 �与,与00 �7,500 �9,500 �13,500 �10,000 �29,与00 �39,000 �6,000 �9,000 �11,与00 �15,000 �30,500 

2名1室 �10,000 �13,000 �20,000 �7,000 �9,与00 �11,与00 �1与,与00 �12,000 �32,与00 �41,000 �8′000 �11,000 �14,000 �17,与00 �32,500 

1名1室 �22,000 �2与,000 �44,000 �16,与00 �20,000 �23,000 �30,000 �22,与00 �与7,000 �68,500 �18,000 �22,000 �29,000 �、30,000 �56,500 

4名1室・小人 �6,000 �10,000 �16,000 �5,000 �4,500 �12,500 �11,000 �5,与00 �31,与00 �32,000 �4,000 �7,000 �10,000 �13,与00 �32,500 

● � �3名1窒 �8,000 �11,000 �18,000 �与,与00 �与,与00 �1与,000 �13,500 �7,000 �3与,000 �3与,与00 �6,000 �9,000 �11,500 �1与,000 �36,000 

グ) �プ �2名1室 �10,000 �13,000 �21,500 �7,000 �8,000 �20,000 �18,与00 �10,000 �42,500 �42,与00 �8,000 �12,000 �14,000 �17,500 �43,与00 

1名1室 �22,与00 �2与,000 �44,000 �17,000 �20,000 �37,500 �33,与00 �21,500 �86,000 �86,500 �18,与00 �24,与00 �29,000 �27,000 �86,与00 

熟 �4名1室・小人 �6,与00 �12,000 �16,与00 �5,500 �8,000 �8,000 �8,与00 �8,000 �3与,与00 �35′500 �7,000 �8,000 �10,000 �13,与00 �36,与00 3名1室 �8,000 �13,500 �18,与00 �6,500 �10,000 �10,000 �11,000 �10,000 �40,000 �40,000 �8,与00 �10,000 �11,与00 �1与,000 �41,000 

2名1室 �10,000 �1与,与00 �21,与00 �8,与00 �12,000 �12,000 �13,000 �12,000 �44,500 �44,与00 �11,000 �12,000 �14,000 �17,500 �4与,与00 

1名1室 �22,与00 �31,500 �44,000 �19,000 �22,000 �22,500 �29,000 �22,500 �91,000 �91′000 �21,000 �28,500 �29,000 �31,000 �91,000 



□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、 □Eフライト、 □Fフライト・ □Gフライト、 □Hフライト

●発着空港は同一空港となります。

(往路)　　　(∴復路)

出発地 �便名 �三〇 号 ト �出発卜到着 ���到着地 

福岡 �1201 �D �07: �与ト09 �00 �那覇 
(1203 �E �∴0∴8: �45ト10 �境 

120与 �C �09 �5与ト11 �45 

工207親 �B �嶋2: �5ト14 �博, 
¥1209 �B �雪4 �うらト16 �40 

1081 � �16 �30ト18 �15 

1213 �A �17 �40ト19 �2与 

121与 �A �20 �20ト22 �00 

北九州 �★棚7※2 �C �09 �5ト11 �00 

長崎 �1871 �B/ �¥こ11 �45ト13 �欝 

熊本 �1867 �D �11 �10ト12 �与0 

宮崎 �03767 �F( �(09 �05ト10 �.40 

鹿児島 �看3783 �H �10 �05ト1事務 

看3785 �G �17 �4与ト19:10 

出発地 �便名 �≡ イ ト �出発卜到着 ���到着地 

那覇 �1200 � �07 �20ト08 �55 �福岡 

1202 � �09 �与0ト11 �30 

1206※1 � �11: �15ト13 �00 

1208 � �12 �30ト14 �1与 

1212 �A �15 �00ト16 �4与 

1082 �C �18 �00ト19 �40 

1刻4 �B �18 �与5:ト.20 �35 

1216 �A �19 �与5ト21 �35 

★3鵬※2 � �12 �00ト13 �40 �北九州 

1872 �B �15 �’隠、、トてら �45 �長崎 

18る8 �B �15 �†∴0∴ト16 �40 �熊本 

菓3768 �D �てら �30ト17 �50 �宮崎 

萱3784 �E �09 �0屯ト10 �15( �鹿児島 

寡3786 �F �19 �き5¥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。

漢【SNA (ソラシドエア) /ANAコードシェア(共同運航)便ご利用の場合】
. sNAの機材および乗務員にて運航し、機内のサービスはSNAの基準により行います。

★ 【スターフライヤー/ANAコードシェア(共同運航)便ご利用の場合】
・スターフライヤーの機材および乗務員にて運航し、機内のサービスはス

ターフライヤーの基準により行います。
・北九州空港での搭乗手続きは、スターフライヤーの窓口にて承ります。
.那覇空港での搭乗手続きは、 ANAの窓口にて承ります。

※1 1/8へ1/10、1/1与へ1/17、1/21-1/24、 1/28へ1/31、之/4へ2/7は運休。 ※2 11/16~3/30の運航。

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)追加代金(大人・小人同額/お-人様) ※★は金・土曜日代金適用とな。ます。

往路 �10/1へ10/4、10/7、10/9へ10/31 ���10/5 �10/6 �10/8 �11/1へ11/18 �����11/24 �12/1へ12/20、2/1へ2/7 ���12/21 �12/22 
11/19へ11/2111/26へ11/30 ����11/23 �11/25 �������2/10、2/12へ3/31 ���12/2与へ �12/29 

搭乗日 �月一木 �金・土 �日 �11/22 �4/27 �2/11 �月一木 ��金・土 ��目 ��月一木 �金・土 �日 �12/28 �12/30、2/9 

Aフライト �追加なし �追舶なし �追加なし �追加なし �追加なし �4夢000 �追加なし ��追加なし ��遺抑なし �追畑なし �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 �追舶なし �追舶なし, �:追加なし �遭舶なし �互タ500 �遭卿なし �1¥’ �溜80 �1,俄的¥ ��1,000: �追加なじ �追加なし �ゝ追加なし �’/¥追加なし �追加なし �追加なし 

Cフライト �追加なし �2,000 �追加なし �1,500 �8,000 �追加なし �1,000 ��3 �00 �1,000 �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �6,000 

Dフライト �∴500: �2,000 �遣舶なし �1す500 �8,000 �道心0なし �車 �翻0 �3 �、00 �1千0駒∴ �追加なし �1,000 �1,500 �追加なし �1,000 �6タ000 

Eフライト �7†50寄∴ �9す0関 �∴追加なし �9,000 �“14,5脚 �遮榔なし �¥8 �;500 �「 �000. �1,000: �6,00げ �“3,脚0メ �3,500 �道加なし �∴3∴†000 �7う500 

Fフライト �5夢的0 �6,500 �5,000 �3,000 �6,000 �暑庵00 �6 �亘00 �7う �帥 �6,言寄閲; �i6ず5的(ノ �4,500 �5,500 �(4,500 �5霊000 �9,側0 

Gフライト �7,500 �7,500　7う5脚 ��12ず000 �6,脚0 �15,000 �8,500 ��8 �翻0 �8、500 �9,000 �6,500 �6,500 �6,500 �18,000 �16,000 

日フライト �7,5脚 �8,50櫨i7,5脚 ��17着000 �†2タ0脚 �砥事的0 �8 �∴500∴ �9 � �:8;500: �12,脚偶 �6,500 �7,5同 �6,500 �18,000 �16,000 

往路 搭乗日 �12/23 �12/24 �12/31 �1/3 1/14 �1/4へ1/11、1/13 ������1/12 ��4/1へ4/26、4/30へ5/2 ���4/28 �う/3 �5/4 �5/6 
1/2 5/与 �1/1 2/8 ���1 ��/1与へ1/3 ��1 ����5/7-5/28★与/2 ���4/29 

月一木 ��金・土 ��日 ����月一木 �金・土★ �日 

Aフライト �追加なし �追加なし �追加なし �3,000 �追加なし ��追加なし ��追棚なし ��追加なし ��追加なし �追加なし �追加なし �道舶なし �追加なし �追加なし �1,500 

Bフライト �追加な:し: �道舶なし �追加なし �3,000 �亀,脚0 ��1;000 ��1‥‥ �拘り0 �工000 ��追机彬も �道脚被を �追加なし: �〈遺棚なし �8事500 �適別なし �追加なし 

Cフライト �追加なし �追加なし �3,000 �1,000 �1 �000 �1,000 ��1 �000 �7 �000 �500 �1,000 �追加なし �追加なし �12,000 �3,500 �追加なし 

Dフライト �追加なし �追加なし �3,000 �1,脚0 �嘉 �軸0 �2 �面00 �1 �,000一 �7 �000 �5閲 �1,00億 �造舶なし �¥追加なし �12,0脚 �3,500 �返却なし 

Eフライト �遺帥なし �追加なし �4,500 �1,0脚 �3 �500 �’吏 �同種 �1) �同0 �8 �∴500 �1,櫨飽 �2,000: �追加なし: �追加なし∴ �〈「2,000 �3,500 �返納なし 

Fフライト �4事000 �4,00調一 �11,500 �5事脚0 �烏 �000 �6∴000 ��軍 �タ的0 �,8 �酸0 �2,鵬0 �3霊00鵡 �2,000 �2,000 �4,000 �-2,000 �2,000 

Gフライト �11,00億 �11,000 �16,000 �20,000 �7 �500 �8,000 ��7,500 ��9 �000 �4,0脚 �4,000 �4,000 �6,000 �6,500 �3,500 �16,000 

日フライト �20,000 �11,0帥 �16,000 �20事的0 �7 �500 �容,脚寄 ��7 �軸0 �¥9 �O葛抑 �∴4,一000: �5タ5附¥ �4,000 �6,000 �6,500 �3タ500 �16,000 

(績‖路)糊口代金(大人・小人同額/お一人様) ※★は金・日曜日代金適用とな。ます。　　　　　　　　　　　　単位:円

復路 �10/2へ10/4、10/9へ10/31 ���10/5 �10/6 �10/7 ��10/8 �11/1へ11/18 ����11/23 ��12/1-12/2〇、12/22、1/1 ���12/21 11/19へ11/21、11/26へ11/30 ����2/9 ����11/24 ������2/1へ2/7、2/10 ���12/28へ 

搭乗日 �5/4 ���2/8 �4/27 5/3 �11/22 ��11/2ら �1/5 ������2/12へ3/3 ��1 �12/31 

月一木 �金・日 �土 ������月一木 �金・日 ��土 ���月一木 �金・日 �土 

Aフライト �500 �1夢500 �追加なし �1,500 �追加なし �1,500 ��8,000 �1す500 �2,調0、 ��・1,000 �追加なし ��500 �1タ000 �追加なし �1,000 

Bフライト �1,脚億 �2,5脚ヰ �追加なし �2,500 �追加なし �〉ゑ �昼00 �寄∴巾00 �2,:000 �3 �500∴ �1,000; �¥追加なし ��1,000 �2,500 �“遭舶なし �2¥ �500 

Cフライト �5,000 �6,500 �追加なし �6,500 �追加なし �6 �500 �11,500 �6,000 �7 �000 �1タ000 �4,000 ��2,500 �4,000 �追加なし �4 �000 

Dフライト �5事0脚 �6,500 �5,0調 �5,000 �竜,000 �6,500 ��6タ0脚 �6,録的 �7 �000 �6,関寄 �5,000 ��4,50寄 �5,000 �4,500 �4 �500 

Eフライト �7,5脚 �7,5脚 �7,500 �15,000 �2机00調 �てら,寄00 ��4子馬00 �8∴500 �8 �5脚 �8,50寄 �8,50 �0 �7ず000 �7,000 �∴6∴,500 �20 �畑00 

「フライト �7章5脚) �8,500 �7,500 �二15,000 �15う面00 �8,∴500 ��16畑80 �8子500 �9 �,5同: �8霊508 �20,000 ��7,000 �8,000 �6,500 �20 �,脚0 

復路 �12/23 �12/24 �12/2与へ �1/2 �1/4 ������1/6 �1/14 �4/1へ4/26 ���4/28 �4/29 �与/与 1/7へ1/13 ��������4/30へ5/2 

搭乗日 ��2/11 �12/27 �1/3 �1/1与へ1/31 ��������5/7へ6/4(★5/2) �����5/6 

月一木 �金・日 ��土 �����月一木 �金・目★ �土 

Aフライト �1事000 �5,500 �500 �6,000 �1,500 �2,000 ��1,000 ���1,000 �7,000 �500 �1,脚0 �追加なし �1,000 �7,500 �12,000 

Bフライト �.2,5脚 �5,50億 �1,500 �6,000 �:2,000 �.3子500 ��1,000 ���1,∴000 �7,億的 �1,00錐 �2霊500 �追加なし¥ �2事5関 �7,500 �12,的0 

Cフライト �4,000 �6,500 �2,500 �7,000 �3,500 �5,000 ��1,000 ���1,000 �8,500 �1,000 �2,500 �追加なし �2,500 �7,500 �12,000 

Dフライト �5,調偶 �8,000 �4,5脚 �13,500 �5タ000 �6 �000 �5,000 ���6、的∴0 �8,軸0 �2,0億0 �3,000 �2,000 �3事500 �5,000 �12,500 

Eフライト �20,脚0 �10,000 �11,000 �16タ5調 �7,500 �/亨 �5脚 �7 �遥 �00 �6事的卿 �8,∴翻0: �4,0寄げ �4事000 �4タ000 �11,500 �3,500 �2,500 

Fフライト �14,5脚 �20,000、 �14,5脚 �」16,5脚 �7,500 �8 �500 �7,5巾0 ���7∴,:50巾 �12,同調 �4,00偶 �5,500 �ぐ4,0脚 �11,500 �.3,500 �5,000 

※11/25、1/2、 1/3、2/1 1、4/29、5/与、5/6、の帰着にかかる分は設定除外となります。 ※10/う1出発の場合、復路便はて1/6利用分までとなります。 7



●出発裾窟空港:福岡・北九州馬蹄熊本・富掛鹿児島空港

●設定期間:201 8年1 0月1日へ201 9年与月28日

の毎日出発

●最少催行人員: 1名

●添乗員: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泊 �猟鏡 �行　程 �食事 

1 �1 �[亘重量車卜那覇空港= � 〈各自負担〉二ホテル 

◆到着後フリータイム 

中 日 �◆終日フリータイム �※1 

霞 �昆 終 �◆出発までフリータイム �※1 ホテル=〈各自負担〉二 

日 �日 �那覇空港十回 

利用空港・路線・便についてはフライト情報ページ
をご覧ください。
※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
となります。各ホテルのご案内をご覧ください。

臆旅行代金について旅街や金とは「基本代金として表示した金割と「追加代金として表示した金割の合計を指します。

出発日.利用人数・日程は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。小人代金は、 l室に大人代金適用l名桜以
上と同室の場合の旅行開始日当日を基準に、満3歳以上「 2歳未満のお子様に適用となります。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・成田中部国際・※伊丹・※関西・※札幌(新千歳) ・※仙台・北九州空港瑚腑の場合、国内線旅客施設使用料が含まれております(※の空港は20 1 8年1 0月2 8日から適用)。

臆お客様へのご案内(必ずお読みください。)

お申し込み/l名標よりお申し込みいた別はす。また、申込時に必要部屋数をお申し出ください。ご出発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、満席等の理由によ

り受け付けができない場合があります。こ利用便/便名はご予約いただい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。券面に記載されている便以外は却」用いただ脈せん。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

払戻はで課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

やむを得ない理由により、ご指定済みの座席が予告なしに変わる場合があります。 ※航空便却」用にあたってはご予約された航空会社の運送約謝こよります。宿泊施設/掛こ記載のな

い限り、客室の指定はできません。ルームタイプがまたは“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一例となります。相部屋はお受肌¥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l室はツインルームのご利用となります。 (3名以上1室で却」用の場合はy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〉 l室の広さ(畳刺は利用人数はり変わります。 「ホテルからのおもてなし」は記載のない限り、滞在中l回の瑚」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部胴ください。また、記載のおもてなしの内容は一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)各施設に記載されている金額はl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。施設使用即こ含まれているものは各宿泊施設によ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カセ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制漢なります。3歳未満のお子様のご利用については、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。園のオプショナル7ラン商品は当社ANAセールス(株)の募集型企画旅行ではありませんが、取消料は当社旅行条件書幅内旅行に係る取消即の項

目に準じます。その他/ツアー中、当社の手配による旅行サービスの提供が-切行われない日にれを当社では「無手配日」といいます)については、当該日にお客様が破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、時間、メニュー内容等を変更する場合があります。

※201 8年5月現在の情報となります。

図翻り囲欄ありⅩl囲欝あり×2閣議糊×う

囲諾甜圃諾。×4囲諸鞘×5田講輔5

国富言霊　図解織インの　国務締プルの

囲詰赫9　日活雑誌鵠㌻ド・

回議†り※10同課り※1「霊藍藍※-う

※ 1男女別、時間等により入替制の場合もあります。また、複数の風呂のある施設で葛部有料の場合もあります。
※Z・ ※9ご利用料金については名一宿泊施設にご確認ください。
※ 3男女別、時間等により入替制の場合もあります。ご利用料金については各宿泊施設にご確認ください。
※4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。

※与プールは時期により営業していない場合もあります。また施設により有料の場合もあります。
※6部屋の窓側(ベランダを除く)から海が視界のかなりの部分を占め、その景観を特色づけている蔀屋

となります。ホテルの敷地や立地条件、ご利用階数などによりその景観は-律ではありません。
※7・ ※8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。
※9ご利用には予約が必要となります。お客様ご自身で事前にホテルへご連絡ください。ベビー

カー、ベビーベッド(または、ベッドガード、ベビーコット)は数に限りがあります。また施設によ
り有料の場合もあります。

※ 1 0塩草場無料のホテルでも大型車は有料の場合があります。
※ 1 0・ ※ 1 1駐車場は、台数に限りがある場合があります。また、盛事場は契約駐車場となる場合かあります。

立体駐車場・地下捏車場の場合、-部ご利用いただけない車種もあります。
※12出発前にご予約が必要です。 ※13出発前にご予約(有料)が必要です。

鯨襲撃部課親鶏端撃羅琴線嘉講評くださいo固鵬報ブック(A2lnfoに掲載)に乱い記載があ。ますo因はadamよ。旅の課内が

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臓やけがのある
お客様の、ツアー参加に関するご相談を伺っております。

※旅行参蘭に擦し介助をしていただく方の同伴をお願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。

雪塑⑪ 0570-029-01 1
※ i唱話からはこちらにおかけください。 050・38 1 9・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 �こご出発の しています。 
前日(〇割を除く)までお申し込みいただける「あなたぴ」をご用意 
※詳しくはANAスカイホリデー取扱旅行会社にお問い合わせください。 

旅行企画・難ANAセールス株式会社
観光庁長官登録旅行業第1 656号　〒103-0027東京都中央区日本橋2-14-1

鑑醗繋誤謬
暗転諸方杢杢圧雪.肴-　　　　　　　　10450180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 での取引i 明な点が �こ関 あれ �取扱管理者(国内)とは、お客様 する責任者です。この旅行契 ばご遠慮なく右記の取扱管理 �の旅行 約に開 音に �‾を取り扱う旅行会社・営業所 し、担当者からの説明にご不 おたずねください。 

パンフレット請求コード P8-080-03-003 i商品区分コード田

茎樋 旅行開始日の �誉I雪 21日日に あたる日まで �取消料 無料 

2〇日目以降 � 
前日から �8白目に 
起算して さかのぼって �あたる日まで 

了日日以降 2日日に あたる日ま-で � 

ご希望のご出発日と商品コードをお知らせください。

匿望⑱0与70"01 1 "860難謡「諾謹窪篤嘉認

〒880一騨宮崎市広島l丁目12番17号

毒蛇縞崎県勤労者旅行会T E捻瀦誤認璧


