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那覇市　　adam上の地域名那覇市内

ゆいレール旭橋駅
から徒歩約5分

洋室（1－2名1室）
2名1宴はデラックス

ダブルと尉ノます。

●iN1500／OUTlO’00

※朝食（軽食）はホテル

蒜蒜㌍鞍岩国園

★ゆいレール旭橋駅
から徒歩約5分

●洋室（1－2名1室）
●州400（通常1500）／

OUTllOO（通常10iOO）

※朝食（パイギガ）はホテ
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ご出発日の7日前までお申し込みOK！ 

1名様よりお申し込みOK 

出発日から最大8日間まで復路延長可能 

ANAのフライトマイルがたまる！ 

連泊でも1泊ずつでも 
全ホテルから選べる！！ 

ホテルは何日目のご利用でもOK 

※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。

ルからのサ‾ビスです0回

★ゆいレール旭橋駅
から徒歩約15分

●洋室（1－3名1室）
ダブル（1－2名1室）

※禁煙ルームのみの
設定となります。

●iN1400（通常1500）／

OUTllOO（通常1000）

駐車場無料（先着順・入庫制限おり）駐車場無料（先着順・入庫制限あり）

那覇市　　adam上の地域名那覇市内　部覇市　　adam上の地域名那弼内　嘱

ゆいレール県庁前駅
から徒歩約8分

洋室（1－2名1室）
iN1500／0JTll‘00

市　　adam上の地域名那覇市内

★ゆいレール県庁前駅
から徒歩約1分

●洋室（1－3名1室）

和洋室（4名1室）
●iN15●00／

0JT12－00（通削00）

園
かりゆしウェアレンタル可能

市　　adam上の地域名那覇市内　那覇市　　adamtの地域名那覇市内

繕覇
●iN1400／OUTllOO

qm澄外型

ブルーシールアイスクリーム1個付き

田　　　　　　　圃囲

売店5％割引券付き（除外品別）ミネラルウオーター1本付き　囲園11

★ゆいレール美栄橋駅
から徒歩約5分

●洋室（1－2名1室）
レディースルーム（1名1室）

●剛4，00（通常1500）／

OJTllO0億割OiOO）

※朝食（バイキン研抽テ

ルからのサービスです。 園

から徒歩約10分

●洋室（1－2名1室）
※2掴調川－ムと励ます。

●iN15：00／

0m1．00（通削000）

※朝食（軽食）はホテル

那覇市　　adam上の地域名那頭市内

★ゆいレール赤嶺駅
から徒歩約1分

洋室（1－3名1室）
iN1400（通馴ら‘00）／

OUTllOO（通常10iOO〉

結語鞍諸国
※朝食（バイキング）i抽テ

ルからのサービスです。

難の礪緋げィ一入セット瑚意（漑中1回）女性のお客様にレディースセットご用意

那覇高　　adam上の地域名那覇市内　那覇市　　adam上の地端那覇市内　男

★ゆルールおもろまち駅
から徒歩細分

●洋室（1－2名1室）
●iN14●00／

OUT1200（通常仕00）

園

★ゆいレール牧志駅
から徒歩約3分

（国際通り沿い）
●洋室（1－5名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。

i謹擢諜個

★剛レール旭駅から鰯掴分

●洋室（ト3名1室）、洋室

または和洋室（4名1室）

※瓢届の棚課と棚す。

●剛400（通常15‘00）／

OUTllOO（通常10．00）

※4／28－5／6は通常州／

OUT

搬墨縄画風レ朴ラ男ニュ博醐　離職こ薮珂能涙トラン舛ユー開園囲

★ゆいレール県庁前駅
から徒歩細0分

●濯（1－2割室川」ウッド

★ゆいレール牧志駅
から徒歩約3分

●洋室〈1－2名1室）

OJTllOO（通常10．00）

朝蝕昼食に変更可能（レ朴ラン・メニュー陣）

醸麹
上玉　★ゆルール県庁前駅

から徒歩約2分

●洋室（1－4名1室）

●iN15iOO／OUTll．00

園

那覇市　　adam上の地域名那覇市内

★ゆいレール旭橋駅
から徒歩約2分

●洋室（1－3名1室）
●iN14．00／OUT仕00

話＼主∴から徒歩約3分
“〝　霊（国際通り沿い）

業　主●勅杭励濯〈1掴

轟譜※難二悠揚

adam上の地域名那覇市内　男

議蓮．態芋幹室）
●iN1300（通常14iOO）／

OUT12iOO（通常仕00）

薗‥完謂謝訊。。画

adamtの地域名那覇市内　霧

★ゆいレール旭橋駅
から徒歩約5分

●ダブル（ト2名1室）

洋室（2名1室）
※シャワーブースのみ

※鶏ルームの棚誰と別ます。

蘭画「聴講維1。．。。）

★ゆいレール旭橋駅
から徒歩約3分

●洋室（1－4名1室）
●iN1300（通常14．00）／

OJT12，00（通常1100）

※513－5低8111～8／15、

10／7、1018髄常【MOJT

離職こ頸可能（レ朴ラ男ニュー醐1ミネラルウオーター1本付き　清涼飲料水1本付き　　　スl鵬粥砂－ボン棚，500円→聞胴）ラ槻て防サー繭ニュ二郎諦郷国囲または囲



那覇市 adam上の地域名那覇市内　那覇市

★ゆいレール美栄橋駅
から徒歩約10分

●洋室（1－4名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。

●iN14iOO／OUTllOO

圃囲または囲

adam上の地域名那覇市内　那覇市

★ゆルール県庁前掛美栄

樹からともに徒歩的紛

●洋室（1－2名1室）
●iN1400（通常1500）／

OJTllOO（通常10．00）

園
ルームシアター利用可能

adam上の地域部隔市内　那覇市　　adam上の地域名那覇市内

★ゆいレール牧志駅
から徒歩約3分

（国際通り沿い）
辱●洋室〈1－3名1室）

●iN1400（通常15．00）／

OJT12，00（通削100）

クオカード500円分付き（お一人様1枚）四囲

★ゆいレール県庁前駅
から徒歩約3分

●洋室（1－2名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN14．00／OJTllOO

躍露議畳語薗
★ゆいレール県庁前駅

から徒歩約3分

●洋室（1－2名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iNl500／OUTllOO

★ゆいレール旭橋駅
から徒歩約1分

●ダブル（1－2名1室）

洋室（2－3名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。
●iN1500／0JTllOO

特製チョコチップクッキー付き

adam上の地端那覇市内　那覇市

★ゆいレール県庁前駅
から徒歩約5分

（国際通り沿い）
●洋室〈1－3名1室）
※禁煙ルームのみの

設定となります。 車中

adamtの地域名那覇市内　那覇市 adam上の地域名那揃内　那覇市 adam上の地域名那覇市内　那覇市 adamtの地域名那覇市内　那覇市　　adamtの地域名那覇市内

園
●iN1400／0JTlliOO薗

★ゆルール県庁弼肋lら

徒歩的粉（国際通り沿い）

●洋室（1－3名1室）
ダブル（2名1室）

●iN1300（通常14iOO）／

0JT12－00（通常仕00）

※2300～翌7，00の間は

駐車場の出入庫不可

★馴回し旭轍湖糊紛
●ダブル（1－2名1室）

洋室（2－3名1室）

レディースルーム（1名値）

※ダブル以外は禁煙ルーム

●洋室（2－3名1室）
ダブル（1－2名1室）

げィ一別－ム（1～猪1皇）

・織撰●糟鞠

★帥レール姻鵬麟購
（牧志駅直結・国際
通り沿い）

●洋室（2－3名1室）
ダブル（1－2名1室）

★ゆいレール美栄橋駅
から徒歩約5分

●メイン男一期間～細字〉

メイン男一滝は－唯1室）

※川名周航ナナスのみ

・綜謹鰐評国籍縦席すき
0JT1200（通常仕00）

ミネラ帰れダー櫨（お一人樹泊につき1本）姓の税調こホテル刑期レアにティを鞘意　女性のお牽糠ルティースアメニティ抽意　誠堪食に変頭能（レ朴ラン・メニュー隅）酸握食に頸鞘（レ朴ランiメニュー職「りっかりっか湯」滞在中利用可能

adam上の地域名那覇市内　那覇市

垂整霊三己鵡郵

★ゆいレール旭橋駅
から徒歩約15分

●荊ユア肌イン矧1～細劃

※瓢レームの綱護とは帰す。

●iN14．00／OUTllOO

回国園※撒端鰯
‘“Ei

囲∴∴　　耀蒜　出の園田

adam上の地域名那輔内　那覇市　　adam上の地域名那覇市内

ゆいレール壷Ii駅

または旭橋駅から
徒歩約10分

●洋室（1－4名1室）
●iN1400／OUTll．00

蓋竃整藷鶉

★ゆいレール旭橋駅

醒臨写　鞘　‾二日圏　※写真下にある亡二二はホテルからのおもてなしです。

回温泉あり囲大浴醐※1園標静）囲謡譜天風呂劉図譜※。

●鷲難燃イ0怒　困窮講離籍　困窮謂繕欝
●鴻鵠登紫螺驚よ惣驚繰能霊謀議繋醗難で鶏箋

別、時間等により入替制の場合もございます。ご利用料金については各宿泊施設にご確認くだ

回国園田∴∴∴∴きい。※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
勝歓イーツ勘フ工順鞘（レ朴ラン蹴）観飽昼純更可能（レ朴ラン・メニュー閲　三重腕泉・島人の湯瀧中利嗣能　場合がございますoご予約時にお申し出ください。※2016年12月現在の情報となりますo

≒　シティプラン沖縄1・2泊籍影譲謹詔謀鷲欝蓄璽難さ。。鱒 �フライト追加代金は 懸÷‾‾「「罵藤荻 �まP．Z 

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。）

醒二三。二三一三三＿一三

※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。

臆基本代金（お一人様）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位‥円 
、一一一一一 ，醐人オー－＿三日 �A　上田 ��C　　　D �E �（F‡G；H－1／／演目　KiL　　M　　N ��������∴o／闘麗　Q＼∴　R 

4名1室 �25，800 �1 号6，800 �28，30028，800 28，80029，300 �29，800 �30，30時30，800 ��朝，3。0品8。。32，3。0 」31，800は2．300＼32，800 ��11 132，800は4，80か36，80037，800 　i ����巨9，300 �南4，300　47，800　52，800 

1　　3名1室 

泊　2名1室 1名1室 �26，300 �27，300 �� �30．800i31，300 ����33，300日　5，300 ���37，300　38，300 �39，800 �i的，800＿48，300 �53，300 

26，800 �27，800 �29，300　29，800 �30，800 �31，30坤31，800 ��32，300は2．800　33，300 ��33，800再5，800 ���37，800　39，300 �40カ00 �i45，800　49，800／54，300 

1　4名1室 �30300 �30800 �32，80034，300 33，30034，800 �34800 �35300 �i3580時36300は7300　39800 ���－41300年42800　43300　44800 ���� �＼49800＼53800　62800 

2　3名1重 油：2名1室 �30，800 �31，300 ��は5．300 �35，800÷36，300 ��36，800L誓 �800　40，300 �：41， �1 800； �43，300　43，800　45，300 ��【他，300 �150着300　54，800　63， ��訪0 

31，800 �32，300 �34300　35800 �・　　●　● � ����　　l …42800143800＼4430045800 ���� �50800155300 � 

∴1亀1室 �32，800 �1 33，300 �35，800　36，800 �137，300 �37，80（主38，800 ��≡39，30坤40，300　41，800 ��43， �l 800母島80045，80047，300 ���／49，800 �寺2，800156，300 �64，800 

ホテル追加代金（お一人様／1泊tごつさ）

※★は金・土曜日代金適用となります0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：円 

宿泊 ホテル �宿泊日 �4／1へ・4／28 ��4／29－ �5／3～ 5／5 �5／6 �6／16－7／13 ��　7／14 7／17へ・7／29 ��7／15、7116 �7／30－ 8／9 �8／27～ �9／16 9／17 �11／5－11／25 

1重 刑用人数 �5／7一一6／15 �����9／18－9／30 ����8／10 ��9／14 ��（★11／23） 
グループ ����5／2 �8／11一一 8／14 �8／15 �10／9－11／1 ��（★7／17） ��9／15 11／2－1114 �8／16～ 8／26 �10／1－ 10／5 �10／6一一 10／8 

日一木 �金・土 ����日一木 �金・土 �日一木 �金・土★ �����日一木 �金・土★ 

：主上÷ �3－5名1室 �追加なし �追加なし �1．000 �2．500 �3．000 �追加なし �追加なし �500 �500 �1．500 �1．000 �追加なし �1．500 �追加なし �500 

2名1室 �500 �1，000 �1．500 �3，500 �3，000 �1，000 �2，000 �2，000 �2，500 �3，000 �2，500 �1500 �2500 �1，000 1，500 �2000 

1名1室 �1，000 �1．500 �2．500 �4．500 �4．000 �1．500 �2，000 �2．500 �3．000 �4．000 �3．000 �′ 2．000 �I 3．000 ��′ 2．500 

● �3～4名1室 �500 �500 �1．500 �3．000 �3．500 �500 �1．500 �1．000 �2．000 �2．000 �2．000 �1．000 �2．500 �500 �1500 
2名1室 �1，000 �1，500 3．500 �2，500 �4．500 �3，500 �1．500 �2，500 �2，000 �3，000 �4，000 �2，000 �2，500 �4000 �1，500 �2，000 

ブル　ブ �1名1室 �3．000 ��4．000 �6．000 �5．500 �3．500 �4．000 �4．000 �5．000 �5，500 �4．000 �4．000 �5．500 �、3．000 �4．000 

r　－ �3名1室 �2．000 �3．500 �4．000 �6．500 �6．000 �3．500 �5．000 �4．000 �5．500 �6．500 �5．000 �3．500 �6．500 �3，500 �4000 
2名1室 �3，000 �5，000 �6．000 �9，000 �8，500 �5，000 �6，000 �5，500 �8，000 �9，000 �7，500 �5，000 �8500 �4500 �6000 

グ腔雲 �1名1室 �4．000 �6．000 �6．500 �10．500 �9．500 �5．500 �8．000 �6．500 �9．000 �10．000 �8．500 �5．500 �I 9．500 �′ 5．000 �6．500 

「∴ �3－4名1室 �2．000 �2．500 �6．000 �13．000 �12．500 �2．500 �2．500 �2．500 �3．000 �7．500 �3．500 �2．000 �8．000 �4000 �4000 

2名1室 �2，000 �2，500 �6．500 �13，500 �14，000 �3，000 �3．000 �3，500 �4，000 �8，000 �4，000 �2，500 �8500 �4，000 9，000 �4000 

三 �1名1室 �7．500 �8．000 �11．500 �19．500 �19，500 �7．500 �8．000 �9．500 �10．000 �14．000 �10．500 �8．000 �I 14．000 ��′ 9．500 

3－4名1室 �1．500 �3．000 �12．000 �22．500 �16．000 �3．000 �5．000 �4．000 �6．000 �10．500 �6．500 �4．000 �13，000 14．500 �3000 �4500 

2名1室 �3．000 �4．000 �13，500 �24，000 �17，500 �4，000 �6，000 �5，500 �7，000 �12，500 �8，500 �5，000 ��4，000 �5，000 
鋤　ブ �1名1室 �11．000 �13．000 �28．000 �49．000 �36．000 �13．500 �16．000 �16．000 �18．500 �25．500 �21．500 �15．500 �30．000 �14．000 �15．500 

◆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、入園料等はお客様負担となります。



□基本フライト

ロAフライト、□Bフライト、□Cフライト、圏Dフライト、□Eフライト、亡コFフライト、亡国G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 一イ 卜 �出発卜到着 ���到着地 

福岡 �1201 �C �07 �15ト08 �50 �那覇 

1203 �C �09 �．10ト10 �50 

1205 �B �10 �00ト11 �40 

1207 � �11 �：00ト12 �45 

1081※1 � �12 �30ト14 �15 

1209 � �15 �00ト16 �45 

1211 � �16 �30ト18 �10 

1213 � �17 �40ト19 �20 

1215 �A �20 �20ト21 �55 

長崎 �1871 � �11 �15ト12 �50 

熊本 �1867 �B �11 �00ト12 �35 

宮崎 �寒3767 �E �＼09 �10ト10 �40＼ 

鹿児島 �寡3783 �iF �∴10 �00ト11 �鷲 

寒3785 �D �17 �35ト18 �－55 

出発地 �便名 �三 一で ト �出発卜到着 ���到着地 

那覇 �1200 � �07 �10ト08 �45 �福岡 

1202 �A �09 �50ト11 �35 

1206細 �A �11 �25ト13 �10 

1208 �A �12 �30ト14 �15 

1210 �C �15 �00ト16 �45 

12纏 �D �†16 �約両8 �20 

1082 �D �18 �05ト19 �45 

1214 �C �18 �50ト20 �30 

12＼16 �B �19 �55／ト21 �35 

1872 �C �15 �30ト16 �55 �長崎 

1868 �C �15 �30ト16 �55 �熊本 

漢3768 �F �16 �25．月7 �45 �宮崎 

03784 �E �09 �05∴ト10 �20 �鹿児島 

83786 �G �19 �50ト21 �10 

※14／1－4／9、4／28－5／8、6／17－10／28の運航。

※発着時刻が掲載の予定時刻表の出発時間より60分を超えて変更になった

場合、代金が変更となる場合がございます。また記載のフライトスケジュー
ルが大幅に変更となる場合や運航会社の変更や共同運航便となる場合がご

ざいます。発着時刻・運航会社につきましては、ご予約時にご確認ください。

※当日やむを得ない理由（天候・その他）でご予約いただいた便の便名お

よび時刻の変更等があった場合でも差額の払戻はございません。
※乗り遅れによる代替交通費用は、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ご自身での手配となります。

臆【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。

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に応じて片道ごとに下記の追加代金が必要となります。

追加代金（お一人様）
単位：円 

往路 搭乗日 �4／1～4／28 5／7～5／31 ��4／29 5／1 �4／30 5／2 �5／4 �5／5 ��5／6 7／16 ��6／1－7／13、10／1－10／8 ���7／14 �7／15 9／16 11／4 �7／17 9／18 10／9 �7／18－7／20 8／28－8／31 �8／10（一 8／12 

i＝］ �月一木・目 �金・土 � �5／3 ���� ��月～木 �金・土 �日 

Aフライト �追加なし �2，500 �2，500 �追加なし �追加なし �追加なし ��追加なし ��追加なし �2，500 �追加なし �9，000 �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 �2，500 �2，000 �1，000 �1，000 �1；000 ��1油00 ��1，000 �2，5的／ �追加なじ �3，000 �、4，000 �1，000 �1，000 �1，000 

Cフライト �追加なし �2，50旦 �2，500 �1，500 �1些0 �1，500 ��1、500 ��1高0 �2，500 �追加なし �4，000 �4，000 �1，500 �1，500 �1，500 

Dフライト �2，500） �3，000 �7，500 �＼‾＿軍，500 �道舶なし �8 �000‾ �8頴 �00 �4，500 �6，58感 �4，5001＼ �11，000 �5，500 �4，000 �6、500 �6，500 

Eフライト �－2，000＼ �3鳥0蒔／ �6，000 �、＼5，000 �邁加なし �1窮000 ��4／翻壱 ��4，000 �5，5弧＼ �4，00蒔＼／＼ �8，000＼／＼ �／1，500 �4，000 �5㌧．500 �道棚惣し 

Fフライト �2、500 �4，500） �7，500 �〕も500 �造加なし �8：川00 ��（融流 ��4覇高 �6、500∴ �4，50聴 �12，500 �＼，6，500 �／6，000 �－6，500 �6扇0 

往路 �7／21－8／9 8／18－8／27 ���8／13 �8／15 �8／17 ��9／1 �9／3 �9／4～9／14 ���9／15 �9／17 �11／3 �11／5 

搭乗日 ����8／14 �8／16 ���9／2 ��9／19－9／30 

月一木 �金・土 �日 �������月～木 �金・土 �日 

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

Bフライト �1，008 �4，000 �追加なし �1，000 �1，000 �1：000 ��4，000 �追加曝し �1，008＼ �4，000＼＼＼ �追舶なし／ �＼＼3，000 �追加なし �3，500 �追加なし 

Cフライト �1，500 �4，000 �追加なし �1，500 �］，500 �1，聖0 ��4：000 �追加なし �1，500 �4，000 �追加なし �3，000 �追加なし �3，500 �追加なし 

Dフライト �41000 �6，5的＼ �4，000 �＼15，500 �9，＼500 �2．500 ��－5，‾馳0 �、5，500 �3，0鵬i／ �5，00涙 �3，000 �7．000 �8，000 �9，000 �4，500 

Eフライト �2，500 �3，50暗 �、2，500 �／＼＼1，000 �／擁000 �1 �boo �6，Odo �4，500 �2，5醸 �4，001薩 �2，500、、 �／2，500 �＼／2，500 �／お000 �4∴．両0 

Fフライト �，3，008，4，500／ ��3，000〉 �、15，500 �蒔00 �轟00 ��7溺0 �5，繭 �3，0！鯨＼ �5，000）∴ �3，000 �、8，500 �流00 �18鳥00 �7∬00 

（復　路）A～Gフライト利用　追加l能（お一人様）
単位：円 

復路 搭乗日 �4／2－4／28 ��4／29 4／30 �5／1 5／2 �5／3－5／5 �5／6 5／7 �5／8～5／31 ��6／1－7／13 ��7／14 �7／15 �7／16 �7／17 �7／18～ 7／20 10／7 

月一木・土 �金・日 �����月一木・土 �金・目 �月～木・土 �金・目 

Aフライト �追加なし �追加なし �2，000 �2，000 �3，000 �6，000 �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �2，500 �2，500 �6，500 �追加なし 

Bフライト �1，000 �2，500 �4，000 �4，000 �4，500 �15，000 �追加蒸し �2，500 �1，000＼、 �2，500＼ �6，000 �4，000 �5，000 �13，500 �1，000 

Cフライト �1，500 �2，500 �4，500 �4，500 �5，000 �15，000 �追加なし �2，5do �1，50d �2，500 �7，000 �4，000 �5，000 �14，000 �1，500 

Dフライト �1，50庫 �3，000＿－ �5，000 �5，000 �5，000 �1轟000 �道瀾恋し �3，∴000 �1，5鵬三 �3，00鉦－ �7，000 �、4，000 �5，500 �17，500 �1滴00 

Eフライト �2，5脚＼ �2，500＼ �5，500 �∴1．5，500 �12庵00 �16；500 �2議0 �2溺宙 �3、00も： �3，000＼、‡ �＼7，500 �：7，500 �／∴7，500 �12，‾000 �6：∴500 

Fフライト �2，000 �3，50年 �4，000 �i＼、6，000 �11，500 �圧1誇00 �！2，的0 �！3，軸櫨 �i3，00鉦 �4，000言 �6，000 �／6，000 �／7，000 �読00 �！5，500 

Gフライト �2，500 �4，000 �7，500 �15，500 �12，500 �fl6，500 �2，5bo �4，000 �3，000 �4，500－ �7，500 �7，500 �9，500 �12，000 �6，‾500 

復路 �7／21－8／9 ��8／10～ �8／14～ �8／17～8／20 8／28～9／3 ��8／21～8／27 9／4－9／14 ��9／15 ��9／16 �9／18 �10／1－10／5 10／10－11／2 ��10／6 10／8 ��10／9 

搭乗日 ���8／13 �8／16 ���9／19～9／30 ��9／17 ����11／6－11／26 ��11／3 11／4 ��11／5 

月一木・土 �金・日 ���月一木・土 �金・日 �月一木・土 �金・日 �����月～木・土 �金・日 

Aフライト �追加なし �追加なし �2，500 �3，000 �追加なし �追加なし �追加なし �追加なし �2，500 ��2，500 �3，000 �追加なし �追加なし �2，500 ��4，000 

Bフライト �’1，500、 �4，000 �6，000 �13，000 �1，500 �4，／000 �1，500 �4，000 �6，500 ��4，000： �12，000 �＼1，000 �2，500 �5，000 ��13，000 

Cフライト �2，000 �4，000 �6，500 �13，500 �2，000 �4，000 �2，000 �4，000 �6，500 ��4，500 �12，500 �1，500 �2，500 �5，000 ��13，500 

Dフライト �2、000∴ �4，508 �6，500 �／14，500 �‾2，000 �，4，500 �2，000 �4，5関∴ �7、000∴ ��4，500 �12，500 �＼1鳥00 �∴3、500 �6 �000 �13，500 

Eフライト �2，50tl �2，500＼／ �〉9，000 �18，500 �4、000 �／3翫0 �1＼，駒0 �1繭む �2，5轍＼＼＼ ��2，500＼／ �8，000＼ �：3，000 �読00 �毒 �茄0 �10，000 

Fフライト �！2，508 �3，500＼／／＼ �10，000 �＼，2，500 �4、000 �4；500 �il＼潮0 �3，0滴 �3，読 �菰 �2，000∴ �5，500／ �3，000 �／、＼4，500 �5； �000 �8，＼000 

Gフライト �2，500 �4，500 �9，000 �18，500 �4，000 �6，000 �1，繭 �3，500、 �7，0001 ��5，000 �8，000 �3，000 �5，000 �8，500 ��10，500 



●出発・帰着空港福岡・長崎・熊本・宮崎・鹿児島空港
●設定期間：
2017年4月1日～11月19日の毎日出発

●食事条件：朝食付き
●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。

看旅行代金について

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・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
設定はございません。（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。

1油 �2泊‾－ �行　程 �食事 

1 �1 �直垂亘国十°那覇空港こく各自負担〉＝ホテル◆到着後フリータイム � 

中日 �◆終日フリータイム �回 

最終日 �最終日 �◆出発までフリータイムホテル＝〈各自負担〉＝那覇空港十一回 �回 

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。

臆お客様へのご案内（必ずお読みください。）

お申し込み／l名標以上でお申し込みください。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日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

が慕います。ご棚便／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ございます。その場合予定の日程を変更することも漂います。券面に

記載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、復路搭乗日晴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おいます。※機材変更などやむを得か理由により、ご指定済みの座席が予告なしに変わる場合がおいます。※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。ルームタイプがまた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一例となります。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、パス・トイレ付きとなります。〈洋室〉特に記載のない限りl名l茎はシングルルーム、2名l室はツインルームのご利用となります。（3名以上l室でご利用の場合はツ

イン＋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〉1室の広さ（畳数）捌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、滞在中旧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一部となる場合がございます。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鵬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ございます。（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

合がございます。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僅認ください。食事／食事条件は特に記載のか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

はっては朝食をご棚いただくことができない場合がございます。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。オブショナlW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

のご利用については、お問い合わせください。また、プランによって現地で鵬申し込みいただ膜い場合もございます。その他／ツアー中、当社の手配はる旅行サービスの提供が一切行われない日（これを当社では
「無手醐」といいます）については、当該日にお客様が被った農害について補償金は支払われません。取り扱い施設は、予告なく施設の一部工事、法令点検、営業日、メニュー内容等を変更する場合がございます。

●1募集型企画旅行契約
この旅行は、ANAセールス株式会社（以下「当社」と

いう）が企画・募集・実施する旅行であり、この旅行に参

加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結す
ることになります。旅行契約の内容・条件は、募集パンフ
レットまたはホームページ・別途お渡しする旅行条件書

（全文）・出発前にお渡しする最終旅程表および当社旅
行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「約款」とい
う）によります。

●2　こ旅行のお申し込みおよび契約成立

①l）当社、2）旅行業法で規定された「受託営業所」（以下l）
2）を併せて「当社ら」という）のそれぞれにおいて、お客様

からの旅行契約のお申し込みまたはと予約を承ります。

②ご来店の場合、当社所定の旅行申込書に所定の事項を
記入し、後記申込金を添えてお申し込みいただきます。

③当社らは電話、郵便、ファクシミリ、インターネットおよ
びその他の通信手段による旅行契約のお申し込みを
受け付けることがあります。この場合、契約はご予約の

時点では成立しておらず当社らかご予約の承諾の旨
を通知した日の翌日から起算して3日以内（インター
ネットでの予約の場合当社が定める期間内）に申込書
の提出と申込金のお支払いまたは会員番号（クレジッ

トカード番号）を通知していただきます。この期間内に

申込金のお支払いがない場合または会員番号（クレ
ジットカード番号）を通知されない場合は、当社らはお

申し込みがなかったものとして取り扱います。

④申込金は、後記する「旅行代金」「取消料」「違約料」
のそれぞれ一部または全部として取り扱いします。

※表内金額以上旅行代金まで
⑤ただし、別途パンフレット、ホームページなどにこれと

異なる記載があるときは、その定めるところによります。

●3　お申し込み条件

①旅行開始日時点で15歳未満の方は保護者の同行を
条件とさせていただきます。15歳未満の方が契約責
任者となるお申し込みは受け付けません。予約時点
で15歳以上20歳未満の方のみでの旅行の場合は、

親権者の同意書が必要です。

②特定のお客様を対象とした旅行あるいは特定の旅行
目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その
他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合
は、お申し込みをお断りする場合があります。

③お客様が暴力団関係者、その他反社会的勢力である
と判明した場合は、お申し込みをお断りする場合が

ありま丸
④その他当社の業務上の都合がある場合には、お申し

込みをお断りする場合があります。

●4　お支払い対象旅行代金
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告・パンフ

レットまたはホームページの価格表示欄に「旅行代金
として表示した金額」または「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」の合計金額か
ら「割引代金として表示した金額」を差し弓いた金額を
いいます。この合計金額が「申込金」「取消料」「違約料」
「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。参

加されるお客様は旅行開始日当日を基準に満12歳以
上の方は大人代金、満3歳以上12歳未満の方は小人

代金が適用となります。ただし、コースによって小人代
金を設定していない場合があります。この場合大人代
金が適用となります。また、コースによっては幼児代金・
乳幼児代金等の設定がございます。ただし、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た場
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。

●5　旅行代金のお支払い

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21日前までにお支払いいただきま丸なお、21日

前以降にお申し込みされた場合は旅行開始日前の当社
らが指定する期日までにお支払いいただきます。

おからだの不自由なお客様の旅行相談デスク
心身の陸がいまだ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i推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。

重盗⑪0570－029－011
※i唱話からiまこちらにおかけください。050－3819－9274

受付時間10：00－12●00／13：00－18：00

（土・目・祝日および5／1を除く）
※詳しくはhttp：／／www．ana．C0．jp／travel／info／asSiSt／をご覧ください。

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にご出発の 
前日（一部を除く）までお申し込みいただける「あなたび」をご用意しています。 
※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・実施ANAセールス株式会社
観光庁長官登録旅行業第1656号　〒103－0027東京都中央区日本橋2－14－1

鍾驚繁誤謬
肝高二老友杢埜高手Tr　　　　　　　　10450180

ANAセールス株式会社は

茄⊃「保証会員

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　三書ミ ��の旅行を取り扱う旅行会社・営業所 

での取引に開 明な点があれ �する員儒者です。」の旅行契 ば、ご遠慮なく右記の取扱管理 �約に関し、担当者からの説明にご不 善におたずねください。 

パンフレット請求コード SL－7A350－038 i商品区分コードg

●6　取消料

旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消
しされる場合には、旅行代金に対しておひとりにつき下

記の料率で取消料をいただきます。なお、複数人数のご
参加で一部の方がキャンセルの場合は、ご参加のお客
様からは1室ご利用人数の変更に対する差額代金をい
ただきます。

音音音SS音音調 � � 

21日目に �無　料 

旅行開始日の �あたる日まで 20日日以降 �旅行代金の20％ 

前日から �8日目に 

起算して“ さかのぼって �あたる日まで 

7日目以降 2日目に 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％ 

※オプショナルプランも上記料率による取消料が利用日
を基準として別途適用されます。ただし、旅行開始後
の取消料は100％となります。

※当社の定める申込期限内に、お客様のご都合で出発

日・コース・利用便・宿泊ホテル等行程中の一部を変
更される場合にも取り消しとみなし、上記の取消料
が適用されます。

※本表の適用に当たって「旅行開始後」とは、約款の別

紙特別補償規定第二条第三項目に規定する「サー
ビスの堤供を受けることを開始した時」以降をいい、

添乗員または当社係員が受け付けを行う場合はそ
の受け付け完了時以降を、それ以外の場合で最初の
運送機関が航空機であるときは、乗客のみが入場で
きる空港構内にがナる手荷物の検査等の完了時以
降をいいます。

ご参棚を検討中のお客様

・ご希望のご出発日と繭コードをお知らせくださ点

き望⑪0570“011“860
営業時間9：30－18：00

※iP電話からはこちらにおかけください。

050－3819－9213

●7　旅程保証

当社は、別途定める契約内容の重要な変更が生じた
場合、旅行代金に一定の率を乗じた変更補償金をお支
払いいたします。詳しくは別途交付する旅行条件書（全
文）でご確認ください。

●8　旅行条件・旅行代金の基準日

この旅行条件は、2017年2月1日を基準日としていま

す。また、旅行代金は、2017年2月1日現在の有効な運

賃・規則を基準として算出しています。

●9　個人情報の取り扱いについて

（D当社らでは、旅行お申し込みの受け付けに際し、お客
様からの所定の申込書にて、お申し込みいただいた
旅行のサービスの手配およびそれらのサービスの受
領のために必要となる個人情報を、お客様よりすべ
てご提供いただきます。ご提供いただきましたお客様
の個人情報（氏名・住所・電話番号・メールアドレス
など）について、お客様とのご連絡に利用させていた
だくほか、お申し込みいただいた旅行において、運送・

宿泊機関などの提供するサービスの手配およびそれ
らのサービス受領のための手続きに必要な範囲内

で運送・宿泊機関、保険会社などに対し、電子的方
法などにより堤供いたします。

②プライバシーポノシーについては当社ホームページ
（http／／WWWanaSCOJP）をご参照ください。

●10　その他

各パンフレットまたはホームページ等に開示した申込

期限を過ぎた期間では、お客様の都合による航空券の
変更、行程変更、新規のご予約はお受けいたしません。

旅行代金には諸税・サービス料が含まれておりま丸

お申し込みの際には詳しい旅行条件書（全文）と個
人情報の取り扱いを説明したご案内をお渡しいたし
ますので、事前にご確認のうえ、お申し込みください。

お帰り後のご意見、ご感想をお待ちしています。

2望⑬0570“039°860

受付時間平日10：00－17：00

（土・日・祝日および5／1を除く）

※iP電話からはこちらにおかけください。

050－3819－9275

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。

〒捌動議宮崎市広島lT日12番17号

討議宮崎腺勤労者旅行会
¶主調駁－24－1騎5FA激励随一舞0019

撚合旅行業務取扱管理者
疑　団　健　忘


