オプショナルプラン

観光・体験・食事などが 各500円 でご利用可能！

※当オプショナルプランはお1人様
何回でもご購入いただけます。

（1回/1名様）

■設定期間：2021年4月1日〜12月5日ご利用分（メニューにより設定期間が異なる場合や除外日があります。詳しくは各メニュー欄をご確認ください。）
■出発日の前日から起算して7日前までに旅行会社にて予約

取消料

A

よみたんそん

ホテル日航アリビラ

読谷村 ドラゴンボート (乗合)

オクマ プライベートビーチ

オクマ ＆リゾート

グラスボート遊覧

※ジャルパック旅行条件書の取消料基準に準ずる。

おんなそん

ルネッサンスリゾートオキナワ

恩納村 コーラルアドベンチャークルーズ
（クマノミ号）

おんなそん

ホテルモントレ沖縄スパ＆

恩納村 リゾート

グラスボート
（乗合）

宿泊者限定

宿泊者限定

●代金（1名様）
：おとな・こども（3〜11歳〈一部メニュー除く。詳しくは各メニュー欄をご覧ください。〉）500円●代金に含まれるものは各メニュー欄をご覧ください。なお、特に記載がないものは、代金に消費税等諸税を含みま
す。●特に記載がないものは、最少催行人員は1名です。●ご利用便によっては、初日・最終日にご利用できない場合があります。●八重山諸島・宮古島・久米島オプショナルプランは八重山諸島コース、宮古島コース、久米島コース、
プラス那覇コースの各コースにお申し込みのお客さま限定のオプショナルプランです。●八重山諸島コース、宮古島コース、久米島コースにご参加のお客さまが本島オプショナルプランをお申し込みの場合は、那覇経由便ご利用の
場合のみ利用可能です。●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。
●施設のご利用時間・営業時間・運航時間・定休日・現地参考価格等は2021年
3月現在のものとなり、予告なく変更になる場合があります。事前にお客さまご自身で施設へお問い合わせください。●現地参考価格は2021年3月現在のおとな1名様あたりの参考料金です。●天候・海洋状況・船舶のメンテナンス
等により、予告なしに実施できない場合、内容が変更になる場合があります。催行中止の場合は
〈旅行企画実施〉
または
〈運営〉
よりご連絡いたしますので、
メニュー欄に記載がある場合には、
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。●特に記載がないかぎり出発日にてご購入いただいたオプショナルプランは滞在中いつでもご利用いただけますが、施設への予約はされておりません。満席、貸切、混雑、その他施設都合によりご希望の日時で
ご利用いただけない場合や、
お待ちいただく場合があります。●ほかのクーポン・割引サービスとの併用はできません。●未使用時の払い戻しはできません。●他人に賃与・譲渡・転売することはできません。

本島

●写真は全てイメージです。
もとぶちょう

沖縄美ら海水族館

本部町 入館

なきじんそん

今帰仁村 古宇利オーシャンタワー
こうりじま

古宇利島

入園(カート付き)+
海の塩ちんすこう
（8個入り）

な ご し

ナゴパイナップルパーク

＋
名護市 入園（パイナップルトレイン含む）
パインソフトクリーム

現地参考価格：宿泊者/1,600円、
宿泊者以外/2,000円●代
金に含まれるもの：ライフジャケット代●天候・海洋状況
（潮
の干満等）
により、
変更または中止となる場合がございます。
必ず事前に運営会社へ直接ご確認ください。
●小学生以下
は保護者同伴でご参加いただけます。
●ご利用の際は安全
上、
メガネ・アクセサリーなどはあらかじめお外しいただきま
す。
●雨天・悪天候時は、
ドラゴンボートに代わりビーチコー
ミングまたは、
アロマワックスバーに変更

滞在中利用可
〈運営〉
ホテル日航アリビラ

µNG7285A（限定）出発日にて購入

もとぶちょう

ホテル オリオン モトブ

本部町 リゾート＆スパ

タラソプール＆サウナ
（45分）

写真提供：国営沖縄記念公園
（海洋博公園）
（イメージ）
除外日:12/1・2 ●現地参考価格:1,880円●代金に含まれるもの:入館料●未就学児無料。
小中学生は16:00以降現地にて安
価入館券
「4時からチケット」
を購入可●16:00以降に入館の場合でも
「4時からチケット」
との差額払戻は不可。滞在中利用可
〈運営〉一般財団法人 沖縄美ら島財団 µNG7283A
（限定）出発日にて購入
な ご し

OKINAWAフルーツらんど

名護市 入園＋飲むエステ♪トロピカル
ミックスジュース
「美汁果汁」

おんなそん

琉球村

恩納村 入園＋ブルーシールアイス（ダブル）

現地参考価格:1,224円●代金に含まれるもの:入園料
(カート乗車・貝類展示館・展望タワー含む)、海の塩ちんす
こう
（8個入り）代●未就学児は入園（カート乗車含む）のみ
無料 滞在中利用可
〈運営〉株式会社 名護パイン園
µNG7284B（限定）出発日にて購入
くにがみそん

おきなわワールド

現地参考価格:2,000円相当●代金に含まれるもの: 入
園料、ブルーシールアイス（ダブル）代●5歳以下入園の
み無料 滞在中利用可
〈運営〉多幸山株式会社

µNG7283E（限定） 出発日にて購入

＊＋食べ歩きプチ 南城市 ガンガラーの谷
南城市 入園券（王国村・玉泉洞）
ガンガラーの谷ツアー
スイーツ
（2つ）＊ハブ博物公園は別料金
なんじょうし

なんじょうし

滞在中利用可
〈運営〉株式会社琉球ホテルリゾートオクマ
µNG7285B（限定）出発日にて購入
な ご し

カヌチャベイホテル＆ヴィラズ

名護市 海上アスレチック

カヌチャオーシャンパーク入場1DAY

現地参考価格:1,650〜2,300円●代金に含まれるもの:
王国村・玉泉洞入園券代、プチスイーツ代●3歳以下は
入場のみ無料 滞在中利用可
〈運営〉株式会社 南都
µNG7283F（限定） 出発日にて購入
とみぐすくし

DMMかりゆし水族館

豊見城市 入館

現地参考価格:2,400円
●代金に含まれるもの: 入館料●3歳以下は入館無料
滞在中利用可
〈運営〉株式会社DMM RESORTS
µNG7283X（限定）出発日にて購入

おおぎみそん

大宜味シークワーサーパーク

大宜味村 シークヮーサー初搾り1本

現地参考価格:2,250円
●代金に含まれるもの: 商品代 滞在中利用可
〈運営〉株式会社夢感動ファーム
µNG7283V（限定）出発日にて購入

利用日にて予約
おんなそん

リザンシーパークホテル谷茶ベイ

恩納村 リザンアドベンチャー &
ランチバイキング

おんなそん

沖縄かりゆしビーチリゾート・

恩納村 オーシャンスパ

ウォーターランド入場

大石林山(だいせきりんざん)

国頭村 入山（施設内食堂利用券1,000円分付き）

現地参考価格:2,200円相当●代金に含まれるもの:入山料、施設内食堂利用券代●所要時間:約3時間●行程:受付(随時)
→各自見学/散策①奇岩・巨石コース②美ら海展望台コース③ガジュマル森林コースより選択)→食堂・売店でお楽しみく
ださい。●14歳以下は保護者同伴●3歳以下は入山のみ無料●利用券は1,000円未満のご利用での返金はありません。
一部購入除外品あり。
ご利用にならない場合の払い戻しはありません。●雨天時は一時閉山の場合あり。事前に施設へお
問い合わせください。 滞在中利用可
〈運営〉株式会社 南都 µNG7283Q
（限定） 出発日にて購入

那覇市 チービシ・ナガンヌ島 日帰りツアー

よみたんそん

ロイヤルホテル 沖縄残波岬

読谷村 施設利用券ちゅら海くーぽん
４枚
（2,000円相当）

除外日：5/30〜6/2、11/1〜12/5 ●現地参考価格：宿
泊者/3,200〜3,500円 宿泊者以外/3,500〜3,800円
●代金に含まれるもの：入場料、ライフジャケット代、シャ
ワー・更衣室使用料、保険料●5歳以下のお子さまはご
参加いただけません●6〜12歳のお子さまは保護者同
伴（おとな1名につき2名まで）●ご入場日は終日ご利用
可能（混雑状況により入場制限や入れ替え制になる場合
あり）滞在中利用可
〈運営〉
カヌチャベイホテル＆ヴィラズ
µNG7285F（限定） 出発日にて購入
な ご し

かねひで喜瀬ビーチパレス

名護市 海上アスレチック アクアパーク入場

除外日:12/1〜5 ●現地参考価格:4〜6月、
10・11月4,300円、
7〜9月5,400円相当●代金に含まれるもの:乗船料、
施設
使用料、保険料●出航時間:
（予約時に選択）
：4〜6月、
10・11月：9:30、7〜9月:1便8:30/2便9:30/3便10:30、4/29〜
5/5、
6/19〜30、
10/1〜11：1便：9:30/臨時便10:30●集合時間：出航30分前●集合場所：泊港北岸側とかしき事務所●
所要時間:約6時間
（ナガンヌ島滞在時間約5時間）
●妊娠中の方は運営会社の安全上の規定によりご参加いただけません。
●3歳以下のお子さまは、
海洋状況により、
乗船をお断りする場合あり。
●チービシ・ナガンヌ島は環境保全等のため島内へ
の飲食物の持込はお断りさせていただいております。
●昼食は付きませんが、
現地にて軽食販売あり。
●高校生以上の方は
渡嘉敷村条例で渡嘉敷村環境協力税を別途現地にてお1人様100円をお支払いいただきます。
〈運営〉株式会社 とかしき
µNG7283Y（限定）※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。 利用日にて予約
ひがしそん

東村

やんばるアドベンチャーファーム

やんばるジップラインアドベンチャー

現地参考価格：4,500円●代金に含まれるもの：ジップラ
イン５ライン体験●開始時間：10:00/13:00/15:00●所
要時間：90〜120分●雨天でも体験可能ですが、暴風を
伴う際は中 止 の 場 合もござ います。● 参 加 条 件：身 長
120cm以上、体重25〜100kg以内●15歳以下のお子さ
まは保護者同伴●行程：ジップライン5ライン体験、亜熱帯
の森やコーヒー園の散策
〈運営〉株式会社沖縄どきどきツアーズ
µNG7284F（限定） 利用日にて購入
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

除 外 日：4 / 1 〜 1 5 、1 1 / 1 〜 1 2 / 5 ● 現 地 参 考 価 格 :
1,300円(リザンアドベンチャー)、2,178円(ランチバイキ
ング)●代金に含まれるもの:入場料、
ライフジャケット、保
険料、昼食代●小学生以下は保護者同伴でのご参加とな
ります。●3歳以下のお子さまはご参加いただけません。
●ランチバイキングは
「ブルーラグーン」
でのご提供とな
りますが、状況により会場・内容が変更になる場合があり
ます。●干潮の影響によりご利用頂け無いお時間がござ
います。●宿泊・外来のお客さま共に駐車場代がかかりま
す。
1日/500円(台) 滞在中利用可
〈運営〉
リザンアドベンチャー：ユーエスランド
ランチバイキング：リザンシーパークホテル谷茶ベイ
µNG7285J（限定）出発日にて購入
おんなそん

シェラトン沖縄サンマリーナ

除外日：11/1〜12/5 ●現地参考価格：2,750円●代金
に含まれるもの：入場料、ライフジャケット代、シャワー・
更衣室使用料、保険料●妊娠中の方、3歳以下のお子さ
まは運営会社の安全上の規定によりご利用いただけませ
ん。●4・5歳のお子さまは保護者同伴（おとな1名につき
1名）、小学生は保護者同伴（おとな1名につき2名まで）
●ウォーターランド入場後、再入場はできません。
滞在中利用可

〈運営〉有限会社 リゾートエンタープライズ沖縄
リーフリゾートかりゆし
µNG7285H（限定）出発日にて購入
な ご し

森のガラス館

恩納村 リゾート

名護市 グラス作り体験

現地参考価格:宿泊者/1,320円、宿泊者以外/2,200円
●代金に含まれるもの:メガジップ体験代●所要時間：滑
走は約30秒●安全を考慮し、天候により営業中止となる
場合もございます。●年齢・身長制限なし。体重25キロ以
上〜130キロ以内 ハーネスがきちんとフィットしなけれ
ば参加不可。●予約は承っておりません。PANZA沖縄HP
よりご利用前の「事前登録」をお勧めします。●ご利用に
は、駐車場代金が発生します。15分内無料、1時間500
円、1日最大2000円
〈運営〉株式会社プロジェクトアドベンチャージャパン
µNG7285K（限定）利用日にて予約

現地参考価格:1,650円●代金に含まれるもの:体験料（材
料費含む）●開始時間:10:45/13:00/14:00/15:30●所
要時間:約40〜50分●集合時間:開始時間の20分前●体験
推奨年齢:8歳以上●仕上がりは体験の2日後です。発送が
必要な場合は別途送料がかかります。●ご利用前日17:00
までにお客さまご自身で施設へ必ずご予約ください。
滞在中利用可
〈運営〉株式会社 森のガラス館
µNG7283U（限定）出発日にて購入

メガジップ体験

那覇泊港発着
（沖縄かりゆし
アーバンリゾート・ナハすぐそば）

ジャルパック
専用エリアにて
パラソル＆
チェア付き

除外日:10/29〜31、11/5〜7、11/12〜14、11/19〜
23、11/26〜28、12/3〜5 ●現地参考価格:2,500円●
代金に含まれるもの:ツアーガイド代、保険料●保護者同
伴の小学生以下は無料●出発時間:10:00/12:00/14:00
●所要時間：80分●集合時間：出発時間の15分前●行
程：ケイブカフェ
（講習場所）→イナグ洞→イキガ洞→大岩
→大主ガジュマル→ツリーテラス→武芸洞
〈運営〉株式会社 南都
µNG7284Z（限定） 利用日にて購入

µNG7285C（限定）
おとな・こども(6歳以上)
µNG7285D（限定）
5歳以下のお子さま

現地参考価格:2,000円●代金に含まれるもの:遊覧料
●5歳以下無料●最少催行人員:2名●所要時間:約30分
●集合場所:マリンカウンター●集合時間:出航15分前
●小学生以下のお子さまは保護者の同伴（保護者1名に
つきお子さま2名まで同乗）●潮位により催行時間を設
定しています。滞 在 中マリンカウンターにて運 航スケ
ジュールのご確認をお願いします。
〈運営〉
タイガービーチリゾートクラブ
µNG7285E（限定）利用日にて予約

現地参考価格:1,300円●代金に含まれるもの:入園料(パ
イナップルトレイン含む)、パインソフトクリーム代●3歳
以下は入園のみ無料 滞在中利用可
〈運営〉株式会社 名護パイン園
µNG7283G（限定）出発日にて購入

除外日：4/24〜5/5、7/17、8/13〜16 ＊日・月曜定休
●現地参考価格：2,200円●代金に含まれるもの：施設
使用料（タオル付き）、飲み物代●集合時間：15分前●所
要時間：約1時間●水着・サンダルをご持参ください。●
タラソスパご利用の際、事前に健康状態を確認させてい
ただきます。医師の診断により入浴・水泳等を禁じられて
いる方、妊娠中・飲酒のされた方はご利用いただけませ
ん。●15歳以下のお客さま、刺青をされている方はご参
加いただけません。●ご利用日前日18:00までにお客さ
まご自身で施設へご予約ください。
〈運営〉株式会社ウェルネスデベロップメント
µNG7284P（限定） 利用日にて予約
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

現地参考価格:1,620円●代金に含まれるもの:入園料、飲
み物代●3歳以下は入園のみ無料
滞在中利用可
〈運営〉沖縄フルーツランド株式会社
µNG7283M（限定）出発日にて購入

現地参考価格:2,750円●代金に含まれるもの:乗船料、
保
険料●最少催行人員:2名●所要時間:約40分●集合場所:
ビーチインフォメーションデスク●出発時間:①11：30 ②
15：30●集合時間:出発時間の10分前●出発の30分前ま
でにお客さまご自身で施設へご予約ください。
●天候や海
洋状況により中止または変更となる場合がります。

現地参考価格:3,300円●代金に含まれるもの:乗船代●
最少催行人員:2名●所要時間:約40分●出航時間:4/1〜
10/31：11：00/13：30/14：30/15：30、11/1〜
12/5：13：00/14：00/15：00●集合時間:出航時間の
10分前●ルネッサンスリゾートオキナワに２連泊以上の
お客さまはホテルからのおもてなしとして無料でご利用
いただけます。●天候や海洋状況により実施を中止また
は変更となる場合がございます。●アクティビティカウン
ターにて、出航１時間前までに受付をお済ませください。
〈運営〉ルネッサンスリゾートオキナワ

もとぶちょう

現地参考価格:なし●代金に含まれるもの:クーポン代●
クーポン枚数に応じてアクティビティメニューや館内レスト
ランでご利用いただけるお得なクーポン。詳細は施設にお
問い合わせください。●使用一例:グラスボート/大人3枚、
小人2枚、
ドラゴンボート/大人2枚、
小人1枚、
ランチバイキ
ング/大人4枚、
小人2枚

滞在中利用可
〈運営〉
ロイヤルホテル 沖縄残波岬
µNG7285L（限定）出発日にて購入

除外日：10/1〜12/5 ●現地参考価格：宿泊者/1,500〜
2,000円 宿泊者以外/2,000〜3,000円●代金に含まれ
るもの：入場料、
ライフジャケット代、
シャワー・更衣室使用
料、保険料●2〜12歳（小学生）のお子さまは保護者同伴。
ただし2〜5歳のお子さまはミニアクアパーク利用のみ。
●ご入場日は終日ご利用可能（混雑状況により入場制限
や入れ替え制になる場合あり）滞在中利用可

〈運営〉かねひで喜瀬ビーチパレス
µNG7285G（限定）出発日にて購入

よみたんそん

読谷村 ジンベエザメ グラスボート (餌付けショー付き)

よみたんそん

むら咲むら

ビオスの丘

読谷村 入園+素焼きシーサー色付け体験（ペア） うるま市 入園+湖水観賞舟

一福茶屋＆福レンタサイクル

本部町 備瀬フクギ並木レンタサイクル（60分）

+マンゴーミルクかき氷（選べるおやつ）

現地参考価格:1,460円●代金に含まれるもの:レンタサ
イクル代（60分）、マンゴーミルクかき氷代●ご利用前
日までにお客さまご自身で施設へご予約ください。

滞在中利用可
〈運営〉
オンケース合同会社

µNG7283R（限定）出発日にて購入

※0〜5歳のお子さまがご参加
（同伴含む）の場合も下記の専用商品コードでの事前予約が必要
（有料）
です。
●現地参考価格:2,550円●代金に含まれるもの:乗船料、保険料（0〜5歳は保険料のみ）●集合時間(予約時に選択):①
9:30②11:30③12:30④14:30●集合場所：トップマリン残波店●所要時間:約1時間15分●小学生以下は保護者の同伴
が、中学生〜未成年は保護者の同意書が必要です。●妊娠中の方、飲酒された方は運営会社の安全上の規定により、
ご参
加いただけません。
〈運営〉有限会社 トップマリン残波

µNG7284E（限定）
：おとな・こども
（6歳以上）µNG7284G（限定）
：0〜5歳用
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。 利用日にて予約

現地参考価格：2,600円●代金に含まれるもの：入園料、
体験料●所要時間：90分●未就学児以下のお子さまはご
参加いただけません。
●作品はお持ち帰りいただけます。

滞在中利用可
〈運営〉株式会社読谷ククルリゾート沖縄
µNG7285Z（限定） 出発日にて購入

現地参考価格:1,800円●代金に含まれるもの:入園料、
湖水観賞舟料●3歳以下無料（湖水観賞舟はおとなの方
のひざの上）
滞在中利用可
〈運営〉有限会社 らんの里沖縄

µNG7283Z（限定） 出発日にて購入
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オプショナルプラン

観光・体験・食事などが 各500円 でご利用可能！

※当オプショナルプランはお1人様
何回でもご購入いただけます。

（1回/1名様）

■設定期間：2021年4月1日〜12月5日ご利用分（メニューにより設定期間が異なる場合や除外日があります。詳しくは各メニュー欄をご確認ください。）
■出発日の前日から起算して7日前までに旅行会社にて予約

取消料

A

たびJAL

よみたんそん

ホテル日航アリビラ

読谷村 ドラゴンボート (乗合)

オクマ プライベートビーチ

オクマ ＆リゾート

グラスボート遊覧

※ジャルパック旅行条件書の取消料基準に準ずる。

おんなそん

ルネッサンスリゾートオキナワ

恩納村 コーラルアドベンチャークルーズ
（クマノミ号）

おんなそん

ホテルモントレ沖縄スパ＆

恩納村 リゾート

グラスボート
（乗合）

宿泊者限定

宿泊者限定

●代金（1名様）
：おとな・こども（3〜11歳〈一部メニュー除く。詳しくは各メニュー欄をご覧ください。〉）500円●代金に含まれるものは各メニュー欄をご覧ください。なお、特に記載がないものは、代金に消費税等諸税を含みま
す。●特に記載がないものは、最少催行人員は1名です。●ご利用便によっては、初日・最終日にご利用できない場合があります。●八重山諸島・宮古島・久米島オプショナルプランは八重山諸島コース、宮古島コース、久米島コース、
プラス那覇コースの各コースにお申し込みのお客さま限定のオプショナルプランです。●八重山諸島コース、宮古島コース、久米島コースにご参加のお客さまが本島オプショナルプランをお申し込みの場合は、那覇経由便ご利用の
場合のみ利用可能です。●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。
●施設のご利用時間・営業時間・運航時間・定休日・現地参考価格等は2021年
3月現在のものとなり、予告なく変更になる場合があります。事前にお客さまご自身で施設へお問い合わせください。●現地参考価格は2021年3月現在のおとな1名様あたりの参考料金です。●天候・海洋状況・船舶のメンテナンス
等により、予告なしに実施できない場合、内容が変更になる場合があります。催行中止の場合は
〈旅行企画実施〉
または
〈運営〉
よりご連絡いたしますので、
メニュー欄に記載がある場合には、
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。●特に記載がないかぎり出発日にてご購入いただいたオプショナルプランは滞在中いつでもご利用いただけますが、施設への予約はされておりません。満席、貸切、混雑、その他施設都合によりご希望の日時で
ご利用いただけない場合や、
お待ちいただく場合があります。●ほかのクーポン・割引サービスとの併用はできません。●未使用時の払い戻しはできません。●他人に賃与・譲渡・転売することはできません。

本島

●写真は全てイメージです。
もとぶちょう

沖縄美ら海水族館

本部町 入館

なきじんそん

今帰仁村 古宇利オーシャンタワー
こうりじま

古宇利島

入園(カート付き)+
海の塩ちんすこう
（8個入り）

な ご し

ナゴパイナップルパーク

＋
名護市 入園（パイナップルトレイン含む）
パインソフトクリーム

現地参考価格：宿泊者/1,600円、
宿泊者以外/2,000円●代
金に含まれるもの：ライフジャケット代●天候・海洋状況
（潮
の干満等）
により、
変更または中止となる場合がございます。
必ず事前に運営会社へ直接ご確認ください。
●小学生以下
は保護者同伴でご参加いただけます。
●ご利用の際は安全
上、
メガネ・アクセサリーなどはあらかじめお外しいただきま
す。
●雨天・悪天候時は、
ドラゴンボートに代わりビーチコー
ミングまたは、
アロマワックスバーに変更

滞在中利用可
〈運営〉
ホテル日航アリビラ

µNG7285A（限定）出発日にて購入

もとぶちょう

ホテル オリオン モトブ

本部町 リゾート＆スパ

タラソプール＆サウナ
（45分）

写真提供：国営沖縄記念公園
（海洋博公園）
（イメージ）
除外日:12/1・2 ●現地参考価格:1,880円●代金に含まれるもの:入館料●未就学児無料。
小中学生は16:00以降現地にて安
価入館券
「4時からチケット」
を購入可●16:00以降に入館の場合でも
「4時からチケット」
との差額払戻は不可。滞在中利用可
〈運営〉一般財団法人 沖縄美ら島財団 µNG7283A
（限定）出発日にて購入
な ご し

OKINAWAフルーツらんど

名護市 入園＋飲むエステ♪トロピカル
ミックスジュース
「美汁果汁」

おんなそん

琉球村

恩納村 入園＋ブルーシールアイス（ダブル）

現地参考価格:1,224円●代金に含まれるもの:入園料
(カート乗車・貝類展示館・展望タワー含む)、海の塩ちんす
こう
（8個入り）代●未就学児は入園（カート乗車含む）のみ
無料 滞在中利用可
〈運営〉株式会社 名護パイン園
µNG7284B（限定）出発日にて購入
くにがみそん

おきなわワールド

現地参考価格:2,000円相当●代金に含まれるもの: 入
園料、ブルーシールアイス（ダブル）代●5歳以下入園の
み無料 滞在中利用可
〈運営〉多幸山株式会社

µNG7283E（限定） 出発日にて購入

＊＋食べ歩きプチ 南城市 ガンガラーの谷
南城市 入園券（王国村・玉泉洞）
ガンガラーの谷ツアー
スイーツ
（2つ）＊ハブ博物公園は別料金
なんじょうし

なんじょうし

滞在中利用可
〈運営〉株式会社琉球ホテルリゾートオクマ
µNG7285B（限定）出発日にて購入
な ご し

カヌチャベイホテル＆ヴィラズ

名護市 海上アスレチック

カヌチャオーシャンパーク入場1DAY

現地参考価格:1,650〜2,300円●代金に含まれるもの:
王国村・玉泉洞入園券代、プチスイーツ代●3歳以下は
入場のみ無料 滞在中利用可
〈運営〉株式会社 南都
µNG7283F（限定） 出発日にて購入
とみぐすくし

DMMかりゆし水族館

豊見城市 入館

現地参考価格:2,400円
●代金に含まれるもの: 入館料●3歳以下は入館無料
滞在中利用可
〈運営〉株式会社DMM RESORTS
µNG7283X（限定）出発日にて購入
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おおぎみそん

大宜味シークワーサーパーク

大宜味村 シークヮーサー初搾り1本

現地参考価格:2,250円
●代金に含まれるもの: 商品代 滞在中利用可
〈運営〉株式会社夢感動ファーム
µNG7283V（限定）出発日にて購入

利用日にて予約
おんなそん

リザンシーパークホテル谷茶ベイ

恩納村 リザンアドベンチャー &
ランチバイキング

おんなそん

沖縄かりゆしビーチリゾート・

恩納村 オーシャンスパ

ウォーターランド入場

大石林山(だいせきりんざん)

国頭村 入山（施設内食堂利用券1,000円分付き）

現地参考価格:2,200円相当●代金に含まれるもの:入山料、施設内食堂利用券代●所要時間:約3時間●行程:受付(随時)
→各自見学/散策①奇岩・巨石コース②美ら海展望台コース③ガジュマル森林コースより選択)→食堂・売店でお楽しみく
ださい。●14歳以下は保護者同伴●3歳以下は入山のみ無料●利用券は1,000円未満のご利用での返金はありません。
一部購入除外品あり。
ご利用にならない場合の払い戻しはありません。●雨天時は一時閉山の場合あり。事前に施設へお
問い合わせください。 滞在中利用可
〈運営〉株式会社 南都 µNG7283Q
（限定） 出発日にて購入

那覇市 チービシ・ナガンヌ島 日帰りツアー

よみたんそん

ロイヤルホテル 沖縄残波岬

読谷村 施設利用券ちゅら海くーぽん
４枚
（2,000円相当）

除外日：5/30〜6/2、11/1〜12/5 ●現地参考価格：宿
泊者/3,200〜3,500円 宿泊者以外/3,500〜3,800円
●代金に含まれるもの：入場料、ライフジャケット代、シャ
ワー・更衣室使用料、保険料●5歳以下のお子さまはご
参加いただけません●6〜12歳のお子さまは保護者同
伴（おとな1名につき2名まで）●ご入場日は終日ご利用
可能（混雑状況により入場制限や入れ替え制になる場合
あり）滞在中利用可
〈運営〉
カヌチャベイホテル＆ヴィラズ
µNG7285F（限定） 出発日にて購入
な ご し

かねひで喜瀬ビーチパレス

名護市 海上アスレチック アクアパーク入場

除外日:12/1〜5 ●現地参考価格:4〜6月、
10・11月4,300円、
7〜9月5,400円相当●代金に含まれるもの:乗船料、
施設
使用料、保険料●出航時間:
（予約時に選択）
：4〜6月、
10・11月：9:30、7〜9月:1便8:30/2便9:30/3便10:30、4/29〜
5/5、
6/19〜30、
10/1〜11：1便：9:30/臨時便10:30●集合時間：出航30分前●集合場所：泊港北岸側とかしき事務所●
所要時間:約6時間
（ナガンヌ島滞在時間約5時間）
●妊娠中の方は運営会社の安全上の規定によりご参加いただけません。
●3歳以下のお子さまは、
海洋状況により、
乗船をお断りする場合あり。
●チービシ・ナガンヌ島は環境保全等のため島内へ
の飲食物の持込はお断りさせていただいております。
●昼食は付きませんが、
現地にて軽食販売あり。
●高校生以上の方は
渡嘉敷村条例で渡嘉敷村環境協力税を別途現地にてお1人様100円をお支払いいただきます。
〈運営〉株式会社 とかしき
µNG7283Y（限定）※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。 利用日にて予約
ひがしそん

東村

やんばるアドベンチャーファーム

やんばるジップラインアドベンチャー

現地参考価格：4,500円●代金に含まれるもの：ジップラ
イン５ライン体験●開始時間：10:00/13:00/15:00●所
要時間：90〜120分●雨天でも体験可能ですが、暴風を
伴う際は中 止 の 場 合もござ います。● 参 加 条 件：身 長
120cm以上、体重25〜100kg以内●15歳以下のお子さ
まは保護者同伴●行程：ジップライン5ライン体験、亜熱帯
の森やコーヒー園の散策
〈運営〉株式会社沖縄どきどきツアーズ
µNG7284F（限定） 利用日にて購入
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

除 外 日：4 / 1 〜 1 5 、1 1 / 1 〜 1 2 / 5 ● 現 地 参 考 価 格 :
1,300円(リザンアドベンチャー)、2,178円(ランチバイキ
ング)●代金に含まれるもの:入場料、
ライフジャケット、保
険料、昼食代●小学生以下は保護者同伴でのご参加とな
ります。●3歳以下のお子さまはご参加いただけません。
●ランチバイキングは
「ブルーラグーン」
でのご提供とな
りますが、状況により会場・内容が変更になる場合があり
ます。●干潮の影響によりご利用頂け無いお時間がござ
います。●宿泊・外来のお客さま共に駐車場代がかかりま
す。
1日/500円(台) 滞在中利用可
〈運営〉
リザンアドベンチャー：ユーエスランド
ランチバイキング：リザンシーパークホテル谷茶ベイ
µNG7285J（限定）出発日にて購入
おんなそん

シェラトン沖縄サンマリーナ

除外日：11/1〜12/5 ●現地参考価格：2,750円●代金
に含まれるもの：入場料、ライフジャケット代、シャワー・
更衣室使用料、保険料●妊娠中の方、3歳以下のお子さ
まは運営会社の安全上の規定によりご利用いただけませ
ん。●4・5歳のお子さまは保護者同伴（おとな1名につき
1名）、小学生は保護者同伴（おとな1名につき2名まで）
●ウォーターランド入場後、再入場はできません。
滞在中利用可

〈運営〉有限会社 リゾートエンタープライズ沖縄
リーフリゾートかりゆし
µNG7285H（限定）出発日にて購入
な ご し

森のガラス館

恩納村 リゾート

名護市 グラス作り体験

現地参考価格:宿泊者/1,320円、宿泊者以外/2,200円
●代金に含まれるもの:メガジップ体験代●所要時間：滑
走は約30秒●安全を考慮し、天候により営業中止となる
場合もございます。●年齢・身長制限なし。体重25キロ以
上〜130キロ以内 ハーネスがきちんとフィットしなけれ
ば参加不可。●予約は承っておりません。PANZA沖縄HP
よりご利用前の「事前登録」をお勧めします。●ご利用に
は、駐車場代金が発生します。15分内無料、1時間500
円、1日最大2000円
〈運営〉株式会社プロジェクトアドベンチャージャパン
µNG7285K（限定）利用日にて予約

現地参考価格:1,650円●代金に含まれるもの:体験料（材
料費含む）●開始時間:10:45/13:00/14:00/15:30●所
要時間:約40〜50分●集合時間:開始時間の20分前●体験
推奨年齢:8歳以上●仕上がりは体験の2日後です。発送が
必要な場合は別途送料がかかります。●ご利用前日17:00
までにお客さまご自身で施設へ必ずご予約ください。
滞在中利用可
〈運営〉株式会社 森のガラス館
µNG7283U（限定）出発日にて購入

メガジップ体験

那覇泊港発着
（沖縄かりゆし
アーバンリゾート・ナハすぐそば）

ジャルパック
専用エリアにて
パラソル＆
チェア付き

除外日:10/29〜31、11/5〜7、11/12〜14、11/19〜
23、11/26〜28、12/3〜5 ●現地参考価格:2,500円●
代金に含まれるもの:ツアーガイド代、保険料●保護者同
伴の小学生以下は無料●出発時間:10:00/12:00/14:00
●所要時間：80分●集合時間：出発時間の15分前●行
程：ケイブカフェ
（講習場所）→イナグ洞→イキガ洞→大岩
→大主ガジュマル→ツリーテラス→武芸洞
〈運営〉株式会社 南都
µNG7284Z（限定） 利用日にて購入

µNG7285C（限定）
おとな・こども(6歳以上)
µNG7285D（限定）
5歳以下のお子さま

現地参考価格:2,000円●代金に含まれるもの:遊覧料
●5歳以下無料●最少催行人員:2名●所要時間:約30分
●集合場所:マリンカウンター●集合時間:出航15分前
●小学生以下のお子さまは保護者の同伴（保護者1名に
つきお子さま2名まで同乗）●潮位により催行時間を設
定しています。滞 在 中マリンカウンターにて運 航スケ
ジュールのご確認をお願いします。
〈運営〉
タイガービーチリゾートクラブ
µNG7285E（限定）利用日にて予約

現地参考価格:1,300円●代金に含まれるもの:入園料(パ
イナップルトレイン含む)、パインソフトクリーム代●3歳
以下は入園のみ無料 滞在中利用可
〈運営〉株式会社 名護パイン園
µNG7283G（限定）出発日にて購入

除外日：4/24〜5/5、7/17、8/13〜16 ＊日・月曜定休
●現地参考価格：2,200円●代金に含まれるもの：施設
使用料（タオル付き）、飲み物代●集合時間：15分前●所
要時間：約1時間●水着・サンダルをご持参ください。●
タラソスパご利用の際、事前に健康状態を確認させてい
ただきます。医師の診断により入浴・水泳等を禁じられて
いる方、妊娠中・飲酒のされた方はご利用いただけませ
ん。●15歳以下のお客さま、刺青をされている方はご参
加いただけません。●ご利用日前日18:00までにお客さ
まご自身で施設へご予約ください。
〈運営〉株式会社ウェルネスデベロップメント
µNG7284P（限定） 利用日にて予約
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

現地参考価格:1,620円●代金に含まれるもの:入園料、飲
み物代●3歳以下は入園のみ無料
滞在中利用可
〈運営〉沖縄フルーツランド株式会社
µNG7283M（限定）出発日にて購入

現地参考価格:2,750円●代金に含まれるもの:乗船料、
保
険料●最少催行人員:2名●所要時間:約40分●集合場所:
ビーチインフォメーションデスク●出発時間:①11：30 ②
15：30●集合時間:出発時間の10分前●出発の30分前ま
でにお客さまご自身で施設へご予約ください。
●天候や海
洋状況により中止または変更となる場合がります。

現地参考価格:3,300円●代金に含まれるもの:乗船代●
最少催行人員:2名●所要時間:約40分●出航時間:4/1〜
10/31：11：00/13：30/14：30/15：30、11/1〜
12/5：13：00/14：00/15：00●集合時間:出航時間の
10分前●ルネッサンスリゾートオキナワに２連泊以上の
お客さまはホテルからのおもてなしとして無料でご利用
いただけます。●天候や海洋状況により実施を中止また
は変更となる場合がございます。●アクティビティカウン
ターにて、出航１時間前までに受付をお済ませください。
〈運営〉ルネッサンスリゾートオキナワ

もとぶちょう

現地参考価格:なし●代金に含まれるもの:クーポン代●
クーポン枚数に応じてアクティビティメニューや館内レスト
ランでご利用いただけるお得なクーポン。詳細は施設にお
問い合わせください。●使用一例:グラスボート/大人3枚、
小人2枚、
ドラゴンボート/大人2枚、
小人1枚、
ランチバイキ
ング/大人4枚、
小人2枚

滞在中利用可
〈運営〉
ロイヤルホテル 沖縄残波岬
µNG7285L（限定）出発日にて購入

除外日：10/1〜12/5 ●現地参考価格：宿泊者/1,500〜
2,000円 宿泊者以外/2,000〜3,000円●代金に含まれ
るもの：入場料、
ライフジャケット代、
シャワー・更衣室使用
料、保険料●2〜12歳（小学生）のお子さまは保護者同伴。
ただし2〜5歳のお子さまはミニアクアパーク利用のみ。
●ご入場日は終日ご利用可能（混雑状況により入場制限
や入れ替え制になる場合あり）滞在中利用可

〈運営〉かねひで喜瀬ビーチパレス
µNG7285G（限定）出発日にて購入

よみたんそん

読谷村 ジンベエザメ グラスボート (餌付けショー付き)

よみたんそん

むら咲むら

ビオスの丘

読谷村 入園+素焼きシーサー色付け体験（ペア） うるま市 入園+湖水観賞舟

一福茶屋＆福レンタサイクル

本部町 備瀬フクギ並木レンタサイクル（60分）

+マンゴーミルクかき氷（選べるおやつ）

現地参考価格:1,460円●代金に含まれるもの:レンタサ
イクル代（60分）、マンゴーミルクかき氷代●ご利用前
日までにお客さまご自身で施設へご予約ください。

滞在中利用可
〈運営〉
オンケース合同会社

µNG7283R（限定）出発日にて購入

※0〜5歳のお子さまがご参加
（同伴含む）の場合も下記の専用商品コードでの事前予約が必要
（有料）
です。
●現地参考価格:2,550円●代金に含まれるもの:乗船料、保険料（0〜5歳は保険料のみ）●集合時間(予約時に選択):①
9:30②11:30③12:30④14:30●集合場所：トップマリン残波店●所要時間:約1時間15分●小学生以下は保護者の同伴
が、中学生〜未成年は保護者の同意書が必要です。●妊娠中の方、飲酒された方は運営会社の安全上の規定により、
ご参
加いただけません。
〈運営〉有限会社 トップマリン残波

µNG7284E（限定）
：おとな・こども
（6歳以上）µNG7284G（限定）
：0〜5歳用
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。 利用日にて予約

現地参考価格：2,600円●代金に含まれるもの：入園料、
体験料●所要時間：90分●未就学児以下のお子さまはご
参加いただけません。
●作品はお持ち帰りいただけます。

滞在中利用可
〈運営〉株式会社読谷ククルリゾート沖縄
µNG7285Z（限定） 出発日にて購入

現地参考価格:1,800円●代金に含まれるもの:入園料、
湖水観賞舟料●3歳以下無料（湖水観賞舟はおとなの方
のひざの上）
滞在中利用可
〈運営〉有限会社 らんの里沖縄

µNG7283Z（限定） 出発日にて購入

オプショナルプラン

観光・体験・食事

などが

500円 でご利用可能！

当オプショナルプランはお1人様
※当オプショナルプランはお1人様
何回でもご購入いただけます。
※ご利用にあたりご注意があります。

各

（1回/1名様）

■設定期間：2021年4月1日〜12月5日ご利用分（メニューにより設定期間が異なる場合や除外日があります。詳しくは各メニュー欄をご確認ください。）
■出発日の前日から起算して7日前までに旅行会社にて予約
おんなそん

おんなそん

恩納村 ボートで行く！青の洞窟シュノーケル
現地参考価格：5,850円●代金に含まれる
もの：体験・講習・器材レンタル・乗船・保険
料●集合場所：トップマリン冨着店●集合
時間：
（予約時に選択）①8:45②10:15③
11:45④13:15⑤14:45●所要時間：2時
間30分（海中時間約40分）●てんかん既
往症、妊娠中の方、飲酒された方、75歳以
上の方、5歳以下のお子さまは運営会社の
安全上の規定によりご参加いただけませ
ん。6歳以上のお子さまは年齢証明書を持
参ください。●小学生は保護者の同伴、中
学生〜未成年は同意書が必要。●60〜74
歳の方および循環器・呼吸器・耳鼻疾患な
どで通院中または薬を服用中の方は医師
の診断と参加同意書が必要（提出のない
場合は参加不可。同意書にかかる費用はお
客さま負担）詳細は施設へお問い合わせく
ださい。●ライフジャケット着用。水着、タ
オル、
ビーチサンダルをご持参ください●
名護〜北谷地区の一部ホテルより送迎あ
り。施設へお問い合わせください。利用日
前日17:00までに送迎時間を直接ご確認
ください。

µNG7283W（限定） 利用日にて予約
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

御菓子御殿（恩納店）

恩納村 紅いもタルト作り体験

現地参考価格:1,568円●代金に含まれるもの：体験料
●開催時間：10：00/13：00●集合時間：開催時間の
15分前。●所要時間：約2時間●未就学児は保護者同
伴。●ご利用日前日17:00までにご利用日時をお客さ
まご自身で施設へご予約ください。
滞在中利用可
〈運営〉株式会社 御菓子御殿

µNG7284U（限定）出発日にて購入

那覇市 ボートで行く！

那覇三重城港発着

プチシュノーケリングツアー

現地参考価格：4,000円相当●代金に含まれるもの：乗
船、保険、シュノーケリング体験、機材レンタル料●出発
時間：9:00/11:00/13:30/15:30●集合時間：出発15
分前●集合場所：那覇三重城港●所要時間：約1時間30
分●5歳以下または65歳以上の方、妊娠中の方、てんか
ん、循環器、呼吸器系などの病歴のある方は運営会社の
安全上の規定によりご参加いただけません。●水着、着
替え、バスタオルをご持参ください。集合前にあらかじめ
水着をご着用ください。●ご利用日前日17:00までにご
利用日時をお客さまご自身で施設へご予約ください。

滞在中利用可
〈運営〉有限会社 NEWS

µNG7284C（限定） 出発日にて購入
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

もとぶちょう

アセローラフレッシュ

本部町 アセローラフローズン＆ミニぴゅあな
アセロラ
（濃縮還元型ドリンク）2本

沖縄市 東南植物楽園

入園+ハイビスカスティー

＊イルミネーション期間：〜5/31
（17：00〜22：00）
●現地
参考価格:1,540〜1,980円●代金に含まれるもの：入
園料（イルミネーション期間はイルミネーション入園料
を含む）、ハイビスカスティー代●未就学児は入園のみ
無料●6/1〜10/22までは通常（昼）入園のみ。

滞在中利用可
〈運営〉有限会社 東南植物楽園

µNG7283S（限定） 出発日にて購入

沖縄エアポートシャトル
1回乗車券

現地参考価格:200〜2,000円●代金に含まれるもの:バス
乗車運賃●5歳以下無料（おとな1名につき1名まで）●6
歳以上小学生以下のお子さまは1回乗車券の設定があり
ません。現地にてお支払いください。●お席の予約はでき
ません。満席の場合はご乗車いただけません。●全席自由
席・禁煙です。
また、
バスに化粧室はありません。●一部の
バス停は乗車または降車のみ可能です。
また、
便によっては
通過するバス停があります。運行ルート・時刻表等、詳しく
は旅行会社にお問い合わせください。滞在中利用可
〈運営〉沖縄エアポートシャトルLLP
µNG7284K（限定）出発日にて購入
もとぶちょう

A

大家(うふやー) ランチ

※ジャルパック旅行条件書の取消料基準に準ずる。

な ご し

美ら花 別邸 ランチ

①ゴーヤチャンプルー御膳

名護市 ②タコライスセット

①②いずれか1つ＋手作りゆし豆腐体験

ひがしそん

東村

又吉コーヒー園

OKINAWA又吉コーヒーブレンド1杯
＋コーヒー豆（100g）1袋

よみたんそん

星野リゾート バンタカフェ

読谷村 ぶくぶくジュレソーダ＋
うちなーピザトースト

●写真は全てイメージです。

お魚パラダイススノーケルツアー または

恩納村 大パノラマ シーカヤックツアー＋ウエルカムドリンク＆フォト付き

〈運営〉有限会社 トップマリン残波

おんなそん

取消料

な ご し

名護市 大家そばセット

きしもと食堂（八重岳店）

本部町 きしもとそば大1杯＋小1杯

現地参考価格：3,850円●代金に含まれるもの：体験料、講習料、必要器材一式レンタル料、
レンタルバスタオル代、
ウエル
カムドリンク代、
ウエルカムフォト代、保険料●所要時間:2時間〜2時間30分●出発時間:①11：00②14：00●集合時間:
出発時間の20分前●集合場所:恩納村琉球村総合案内所横●てんかんの既往症の方、妊娠中の方、飲酒された方のご参
加できません。●お魚パラダイススノーケル/６歳以下70歳以上、
シーカヤック/４歳以下75歳以上の方はご参加いただけ
ません。●お魚パラダイススノーケルは60歳以上、
シーカヤックは65歳以上の体験希望の方は、病歴に関わらず、医師に
よるメニュー参加同意書が必要となります。●循環器系、呼吸器系、耳鼻疾患などで通院中の方、内服中の方は医師による
メニュー参加同意書が必要となります。その他の病歴の方でお薬を服用されている方は、医師の診断のうえ参加同意書が
必要となる場合がございます。詳しくは運営会社に直接お問い合わせください。●小学生の参加は保護者同伴、中学生〜
未成年者の参加は保護者の同意書が必要となります。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・バスタオル・ビーチサンダルはご自身でご用意ください。●当日の海洋状況等でポイントの変更
または代案メニューまたはツアー中止となる場合がございます。
ご了承のうえ、
ご参加ください。
〈運営〉株式会社シーフォー 〈店舗名〉
ソードフィッシュ
µNG7284A（限定）利用日にて予約
うらそえし

BLUE SEAL

浦添市 オリジナルアイスバーづくり体験

現地参考価格:1,800円●代金に含まれ
るもの:オリジナルアイスバーづくり体
験●開始時間：9:30/11:00/13:30/
15:00/17:00●集合時間：開始10分前
●集合場所：アイスパーク受付●所要
時間：約1時間●10歳以下のお子さまは保護者同伴にて参
加可能●体験開始時間から15分過ぎますとキャンセル扱
いとなります。●ご利用日前日17：00までにご利用日時を
お客さまご自身で施設へご予約ください。
滞在中利用可

いとまんし

現地参考価格:1,080円●代金に含まれるもの:食事代
滞在中利用可
〈運営〉株式会社 名護パイン園
µNG7283C（限定）出発日にて購入
ちゃたんちょう

atabii's

ハンバーガーセット

北谷町 （フレンチフライ＋

ソフトドリンク1杯付き）

現地参考価格:1,650円●代金に含まれるもの:食事代
●ご利用前日までにお客さまご自身で施設へご予約く
ださい。 滞在中利用可

〈運営〉サザンフーズ株式会社

µNG7284D（限定）出発日にて購入

那覇市 キャプテンズイン ステーキランチ

ちゃたんちょう

またはステーキディナー

北谷町 ①国際通り店 ②美浜店 ③東町店
①〜③いずれかの店舗で利用可

琉球ガラス村

糸満市 吹きガラス体験（グラス作り体験）

〈運営〉
フォーモストブルーシール株式会社
µNG7284N（限定）出発日にて購入

現地参考価格:1,870円●代金に含まれるもの: 体験料
(材料費含む)●受付時間:9:00〜15:30●体験案内時間:
10:30〜11:00/14:00〜16:00●所要時間:約15分●体
験推奨年齢:7歳以上●当日お持ち帰りいただけません。
後日発送になるため、別途送料がかかります。●受付時間
など変更する場合があります。お客さまご自身で施設へ
必ずお問い合わせください。滞在中利用可
〈運営〉RGC株式会社
µNG7283K（限定）出発日にて購入

那覇市 オルカ号海中散歩

那覇市 首里琉染

サンゴ染め体験「ミニトートバッグ」

＊不定休 ●現地参考価格：
1,317〜1,533円●代金に
含まれるもの：食事代、飲み
物代●ハンバーガーは5種
類 から お 選 び い た だ け ま
す。●予約はできません。混
雑時はお待ちいただく場合
があります。滞在中利用可

〈運営〉合同会社 アタビーズ

µNG7284X（限定）出発日にて購入

那覇市 ちぬまん
おんなそん

恩納村

あぐー豚と海の恵みの
しゃぶしゃぶ＋もずく酢
①国際通り牧志店
②恩納サンセットモール名嘉真店
①または②の店舗で利用可

現地参考価格:ランチ2,200円、
ディナー2,600円●代金に
含まれるもの:食事代●ランチまたはディナーは予約時に
ご選択ください。
●ご利用2日前17:00までにお客さまご自
身で施設へご予約ください。●10歳以下限定のお子さま
メニューをご希望の場合は予約時にお申し出ください。
滞在中利用可
〈運営〉有限会社 キャプテンズグループ
µNG7283D（限定） 出発日にて購入

北部
中部
那覇

A&W

①Jr.モッツァバーガーセット
②ハムチーズサンドセット
③コニードッグセット
①〜③いずれか1つ＋ワッフルサンデー

＊不定休●現地参考価格:1,700円●代金に含まれるもの:
OKINAWA又吉コーヒーブレンド1杯、
コーヒー豆
（100g）
1袋●アイスコーヒーをご希望の場合は追加代金100円を
現地にてお支払いください。 滞在中利用可
〈運営〉株式会社 又吉コーヒー園
µNG7283N（限定）出発日にて購入
ぎのわんし

きたなかぐすくそん

とみぐすくし

那覇市 宜野湾市 北中城村 沖縄市 豊見城市

サムズ ランチまたはディナー

〈ランチ〉①ステーキ②ハンバーグ③シーフード
①〜③いずれか1つ
〈ディナー〉鉄板焼きステーキ

現地参考価格1,900円●代金に含まれるもの：食事代、
飲み物代●席は予約されていません。混雑時はお待ち
いただく場合があります。
〈運営〉星野リゾート バンタカフェ
µNG7284R（限定）利用日にて予約

那覇市 ステーキハウス８８
もと ぶ ちょう
ランチまたはディナー
本部町 ①国際通り店②美ら海店③北谷店

ちゃたんちょう

北谷町 ①〜③いずれかの店舗で利用可

＊ランチはサムズセーラーイン那覇国際通り店とサムズ
アンカーイン沖縄豊崎店で利用可。
ディナーは全店舗で利
用可。●現地参考価格:ランチ2,200円、
ディナー3,000円
●代金に含まれるもの:食事代。●ランチまたはディナー
は予約時にご選択ください。●混雑する場合があるので
現地参考価格1,650円●代金に含まれるもの：食事代●ラ
事前の予約をお奨めします。お客さまご自身で施設へご
ンチ、
ディナーいずれでも利用可
（メニューは同じ）
。
●混雑
予約ください。●サムズバイザシー泡瀬店、那覇（小禄バ
お客さま
イパス）店、サムズカフェはお席に鉄板がありませんので、 する場合があるので事前の予約をお奨めします。
ご自身で施設へご予約ください。 滞在中利用可
お皿に盛りつけてのご提供です。滞在中利用可
〈運営〉株式会社沖縄テクノクリエイト
〈運営〉株式会社グレートイースタン
µNG7283T（限定）出発日にて購入
µNG7283P（限定）出発日にて購入

花林

那覇市 まるごと沖縄花林湯麵+飲茶セット

空港食堂

那覇市 お好きなおそば（①沖縄そば ②ソーキ
そば ③三枚肉そば
①〜③いずれか1つ）
＋ジューシー

那覇港発着
現地参考価格:2,400円●代金に含まれるもの:乗船料、
保険料●出航時間:9:00/10:15/11:45/14:00/15:30
●集合時間:出航の20分前●集合場所：那覇埠頭船客待
合所●所要時間:約1時間●5歳以下無料●ご利用前日
18:00までに乗船日時をお客さまご自身で施設へご予約
ください。 滞在中利用可
〈運営〉有限会社 ウエストマリン
µNG7283H（限定）出発日にて購入
もとぶちょう

キャプテンカンガルー

本部町 スペシャルバーガー＋フライドポテト
＋ソフトドリンク1杯

現地参考価格:1,870円●代金に含まれるもの:サンゴ染
め体験料●4歳以下のお子さまは保護者同伴にて参加可
能●所要時間：約50分●開始時間：9:30/11:00/12:30/
14:00/15:30●集合時間：開始30分前
〈運営〉有限会社 首里琉染
µNG7284J（限定）利用日にて購入
な ご し

キャプテンカンガルー

名護市 スペシャルタコライス+お好きな

トッピング1種類+ソフトドリンク1杯

現地参考価格：1,500円相当●代金に含まれるもの：食事
代●混雑する場合があります。
ご利用日の2日前までにお
客さまご自身で施設へご予約ください。
＊ランチ営業なし

滞在中利用可
〈運営〉株式会社 沖縄観光開発

µNG7284Q（限定） 出発日にて購入

八重山諸島
フサキビーチリゾートホテル

石垣島 ＆ヴィラズ

＊沖縄本島内指定店舗でご利用いただけます。
●現地参考価格1,180円〜1,250円●代金に含まれるも
の：食事代、
飲み物代 滞在中利用可
〈運営〉エイアンドダブリュ沖縄株式会社
µNG7284S（限定）出発日にて購入

石垣シーサイドホテル
①バナナボート

石垣島 ②スーパーマーブル

現地参考価格：2,100円●代金に含まれるもの：食事代

滞在中利用可

現地参考価格:800〜850円●代金に含まれるもの:食事代

滞在中利用可

〈運営〉株式会社かりゆし

〈運営〉有限会社 シージョイ

石垣島 グランヴィリオリゾート石垣島

はいむるぶし
小浜島 ロデオボート

µNG7284H（限定）出発日にて購入

ロデオボート

③SUP
（講習付き）
①〜③いずれか1つ

µNG7284T（限定） 出発日にて購入

宿泊者限定

ドラゴンボート

現地参考価格:1,281円●代金に含まれるもの：飲み物
代、
商品代 滞在中利用可
〈運営〉農業生産法人 株式会社アセローラフレッシュ
µNG7283L（限定） 出発日にて購入

現地参考価格：1,350円●代金に含まれるもの：食事代
●17：00以降は売り切れ次第閉店。
滞在中利用可
〈運営〉中程弘樹

µNG7284V（限定）出発日にて購入

＊不定休 ●現地参考価格：1,500円●代金に含まれるも
の：食事代、飲み物代●予約はできません。ご希望の日
時でご利用できない場合もございます。 滞在中利用可
〈運営〉株式会社CAPTAIN KANGAROO
µNG7284Y（限定）出発日にて購入

＊水曜日、不定休 ●現地参考価格：1,200〜1,300円
●代金に含まれるもの：食事代、飲み物代●予約はでき
ません。ご希望の日時でご利用できない場合もござい
ます。 滞在中利用可
〈運営〉株式会社CAPTAIN KANGAROO
µNG7284W（限定）利用日にて購入

現地参考価格:2,000〜2,500円●代金に含まれるもの:ド
ラゴンボート代、保険料●集合場所:フサキビーチリゾート
ホテル＆ヴィラズ ビーチステーション●所要時間:約10分
●1・2歳のお子さまは当日1,000円
（6〜9月は1,500円）
現地にてお支払いください。●0歳のお子さまは運営会社
の安全上の規定によりご参加いただけません。

滞在中利用可

〈運営〉
フサキビーチリゾートホテル＆ヴィラズ
µNG7280W（限定）出発日にて購入

現地参考価格:3,600円●代金に含まれるもの:体験メニュー
代、
保険料●集合場所:石垣シーサイドホテル内マリンカウン
ター●集合時間:水着着用のうえ、
開始10分前●所要時間:
バナナボート/スーパーマーブル：約10分、
SUP：約30分●
保護者同伴。
お子さまだけでのご参加は運営会社の安全上
の規定によりお断りさせていただく場合があります。
●ご利
用の前日までにお客さまご自身で施設へご予約ください。
滞在中利用可
〈運営〉石垣シーサイドホテル
µNG7280X（限定）出発日にて購入

除外日：11/1〜12/5 ●現地参考価格:2,500円●代
金に含まれるもの:ロデオボート代、保険料●集合場所:
グランヴィリオリゾート石垣島 マリンデスク●集合時
間:水着着用のうえ開始1５分前●所要時間:約10分●
未就学児のお子さまは運営会社の安全上の規定によ
り、ご参加いただけません。 滞在中利用可
〈運営〉グランヴィリオリゾート石垣島
µNG7280Y（限定）出発日にて購入

除外日：10/20・21 ●現地参考価格:2,100円●代金に含
まれるもの:ロデオボート代、保険料●集合場所:はいむる
ぶしビーチインフォメーションカウンター●所要時間:約10
分●2歳以下のお子さまは運営会社の安全上の規定によ
りご参加いただけません。●11歳以下のお子様のご利用
には保護者の同乗が必要です。 滞在中利用可
〈運営〉はいむるぶし
µNG7280Z（限定） 出発日にて購入

8

オプショナルプラン

観光・体験・食事

などが

500円 でご利用可能！

※当オプショナルプランはお1人様
何回でもご購入いただけます。
※ご利用にあたりご注意があります。
▶詳しくは5ページ
たびJAL

各

（1回/1名様）

■設定期間：2021年4月1日〜12月5日ご利用分（メニューにより設定期間が異なる場合や除外日があります。詳しくは各メニュー欄をご確認ください。）
■出発日の前日から起算して7日前までに旅行会社にて予約
おんなそん

おんなそん

恩納村 ボートで行く！青の洞窟シュノーケル
現地参考価格：5,850円●代金に含まれる
もの：体験・講習・器材レンタル・乗船・保険
料●集合場所：トップマリン冨着店●集合
時間：
（予約時に選択）①8:45②10:15③
11:45④13:15⑤14:45●所要時間：2時
間30分（海中時間約40分）●てんかん既
往症、妊娠中の方、飲酒された方、75歳以
上の方、5歳以下のお子さまは運営会社の
安全上の規定によりご参加いただけませ
ん。6歳以上のお子さまは年齢証明書を持
参ください。●小学生は保護者の同伴、中
学生〜未成年は同意書が必要。●60〜74
歳の方および循環器・呼吸器・耳鼻疾患な
どで通院中または薬を服用中の方は医師
の診断と参加同意書が必要（提出のない
場合は参加不可。同意書にかかる費用はお
客さま負担）詳細は施設へお問い合わせく
ださい。●ライフジャケット着用。水着、タ
オル、
ビーチサンダルをご持参ください●
名護〜北谷地区の一部ホテルより送迎あ
り。施設へお問い合わせください。利用日
前日17:00までに送迎時間を直接ご確認
ください。

µNG7283W（限定） 利用日にて予約
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

御菓子御殿（恩納店）

恩納村 紅いもタルト作り体験

現地参考価格:1,568円●代金に含まれるもの：体験料
●開催時間：10：00/13：00●集合時間：開催時間の
15分前。●所要時間：約2時間●未就学児は保護者同
伴。●ご利用日前日17:00までにご利用日時をお客さ
まご自身で施設へご予約ください。
滞在中利用可
〈運営〉株式会社 御菓子御殿

µNG7284U（限定）出発日にて購入

那覇市 ボートで行く！

那覇三重城港発着

プチシュノーケリングツアー

現地参考価格：4,000円相当●代金に含まれるもの：乗
船、保険、シュノーケリング体験、機材レンタル料●出発
時間：9:00/11:00/13:30/15:30●集合時間：出発15
分前●集合場所：那覇三重城港●所要時間：約1時間30
分●5歳以下または65歳以上の方、妊娠中の方、てんか
ん、循環器、呼吸器系などの病歴のある方は運営会社の
安全上の規定によりご参加いただけません。●水着、着
替え、バスタオルをご持参ください。集合前にあらかじめ
水着をご着用ください。●ご利用日前日17:00までにご
利用日時をお客さまご自身で施設へご予約ください。

滞在中利用可
〈運営〉有限会社 NEWS

µNG7284C（限定） 出発日にて購入
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

もとぶちょう

アセローラフレッシュ

本部町 アセローラフローズン＆ミニぴゅあな
アセロラ
（濃縮還元型ドリンク）2本

沖縄市 東南植物楽園

入園+ハイビスカスティー

＊イルミネーション期間：〜5/31
（17：00〜22：00）
●現地
参考価格:1,540〜1,980円●代金に含まれるもの：入
園料（イルミネーション期間はイルミネーション入園料
を含む）、ハイビスカスティー代●未就学児は入園のみ
無料●6/1〜10/22までは通常（昼）入園のみ。

滞在中利用可
〈運営〉有限会社 東南植物楽園

µNG7283S（限定） 出発日にて購入

沖縄エアポートシャトル
1回乗車券

現地参考価格:200〜2,000円●代金に含まれるもの:バス
乗車運賃●5歳以下無料（おとな1名につき1名まで）●6
歳以上小学生以下のお子さまは1回乗車券の設定があり
ません。現地にてお支払いください。●お席の予約はでき
ません。満席の場合はご乗車いただけません。●全席自由
席・禁煙です。
また、
バスに化粧室はありません。●一部の
バス停は乗車または降車のみ可能です。
また、
便によっては
通過するバス停があります。運行ルート・時刻表等、詳しく
は旅行会社にお問い合わせください。滞在中利用可
〈運営〉沖縄エアポートシャトルLLP
µNG7284K（限定）出発日にて購入
もとぶちょう

A

大家(うふやー) ランチ

※ジャルパック旅行条件書の取消料基準に準ずる。

な ご し

美ら花 別邸 ランチ

①ゴーヤチャンプルー御膳

名護市 ②タコライスセット

①②いずれか1つ＋手作りゆし豆腐体験

ひがしそん

東村

又吉コーヒー園

OKINAWA又吉コーヒーブレンド1杯
＋コーヒー豆（100g）1袋

よみたんそん

星野リゾート バンタカフェ

読谷村 ぶくぶくジュレソーダ＋
うちなーピザトースト

●写真は全てイメージです。

お魚パラダイススノーケルツアー または

恩納村 大パノラマ シーカヤックツアー＋ウエルカムドリンク＆フォト付き

〈運営〉有限会社 トップマリン残波

おんなそん

取消料

な ご し

名護市 大家そばセット

きしもと食堂（八重岳店）

本部町 きしもとそば大1杯＋小1杯

現地参考価格：3,850円●代金に含まれるもの：体験料、講習料、必要器材一式レンタル料、
レンタルバスタオル代、
ウエル
カムドリンク代、
ウエルカムフォト代、保険料●所要時間:2時間〜2時間30分●出発時間:①11：00②14：00●集合時間:
出発時間の20分前●集合場所:恩納村琉球村総合案内所横●てんかんの既往症の方、妊娠中の方、飲酒された方のご参
加できません。●お魚パラダイススノーケル/６歳以下70歳以上、
シーカヤック/４歳以下75歳以上の方はご参加いただけ
ません。●お魚パラダイススノーケルは60歳以上、
シーカヤックは65歳以上の体験希望の方は、病歴に関わらず、医師に
よるメニュー参加同意書が必要となります。●循環器系、呼吸器系、耳鼻疾患などで通院中の方、内服中の方は医師による
メニュー参加同意書が必要となります。その他の病歴の方でお薬を服用されている方は、医師の診断のうえ参加同意書が
必要となる場合がございます。詳しくは運営会社に直接お問い合わせください。●小学生の参加は保護者同伴、中学生〜
未成年者の参加は保護者の同意書が必要となります。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・バスタオル・ビーチサンダルはご自身でご用意ください。●当日の海洋状況等でポイントの変更
または代案メニューまたはツアー中止となる場合がございます。
ご了承のうえ、
ご参加ください。
〈運営〉株式会社シーフォー 〈店舗名〉
ソードフィッシュ
µNG7284A（限定）利用日にて予約
うらそえし

BLUE SEAL

浦添市 オリジナルアイスバーづくり体験

現地参考価格:1,800円●代金に含まれ
るもの:オリジナルアイスバーづくり体
験●開始時間：9:30/11:00/13:30/
15:00/17:00●集合時間：開始10分前
●集合場所：アイスパーク受付●所要
時間：約1時間●10歳以下のお子さまは保護者同伴にて参
加可能●体験開始時間から15分過ぎますとキャンセル扱
いとなります。●ご利用日前日17：00までにご利用日時を
お客さまご自身で施設へご予約ください。
滞在中利用可

いとまんし

現地参考価格:1,080円●代金に含まれるもの:食事代
滞在中利用可
〈運営〉株式会社 名護パイン園
µNG7283C（限定）出発日にて購入
ちゃたんちょう

atabii's

ハンバーガーセット

北谷町 （フレンチフライ＋

ソフトドリンク1杯付き）

現地参考価格:1,650円●代金に含まれるもの:食事代
●ご利用前日までにお客さまご自身で施設へご予約く
ださい。 滞在中利用可

〈運営〉サザンフーズ株式会社

µNG7284D（限定）出発日にて購入

那覇市 キャプテンズイン ステーキランチ

ちゃたんちょう

またはステーキディナー

北谷町 ①国際通り店 ②美浜店 ③東町店
①〜③いずれかの店舗で利用可

琉球ガラス村

糸満市 吹きガラス体験（グラス作り体験）

〈運営〉
フォーモストブルーシール株式会社
µNG7284N（限定）出発日にて購入

現地参考価格:1,870円●代金に含まれるもの: 体験料
(材料費含む)●受付時間:9:00〜15:30●体験案内時間:
10:30〜11:00/14:00〜16:00●所要時間:約15分●体
験推奨年齢:7歳以上●当日お持ち帰りいただけません。
後日発送になるため、別途送料がかかります。●受付時間
など変更する場合があります。お客さまご自身で施設へ
必ずお問い合わせください。滞在中利用可
〈運営〉RGC株式会社
µNG7283K（限定）出発日にて購入

那覇市 オルカ号海中散歩

那覇市 首里琉染

サンゴ染め体験「ミニトートバッグ」

＊不定休 ●現地参考価格：
1,317〜1,533円●代金に
含まれるもの：食事代、飲み
物代●ハンバーガーは5種
類 から お 選 び い た だ け ま
す。●予約はできません。混
雑時はお待ちいただく場合
があります。滞在中利用可

〈運営〉合同会社 アタビーズ

µNG7284X（限定）出発日にて購入

那覇市 ちぬまん
おんなそん

恩納村

あぐー豚と海の恵みの
しゃぶしゃぶ＋もずく酢
①国際通り牧志店
②恩納サンセットモール名嘉真店
①または②の店舗で利用可

現地参考価格:ランチ2,200円、
ディナー2,600円●代金に
含まれるもの:食事代●ランチまたはディナーは予約時に
ご選択ください。
●ご利用2日前17:00までにお客さまご自
身で施設へご予約ください。●10歳以下限定のお子さま
メニューをご希望の場合は予約時にお申し出ください。
滞在中利用可
〈運営〉有限会社 キャプテンズグループ
µNG7283D（限定） 出発日にて購入

北部
中部
那覇

A&W

①Jr.モッツァバーガーセット
②ハムチーズサンドセット
③コニードッグセット
①〜③いずれか1つ＋ワッフルサンデー

＊不定休●現地参考価格:1,700円●代金に含まれるもの:
OKINAWA又吉コーヒーブレンド1杯、
コーヒー豆
（100g）
1袋●アイスコーヒーをご希望の場合は追加代金100円を
現地にてお支払いください。 滞在中利用可
〈運営〉株式会社 又吉コーヒー園
µNG7283N（限定）出発日にて購入
ぎのわんし

きたなかぐすくそん

とみぐすくし

那覇市 宜野湾市 北中城村 沖縄市 豊見城市

サムズ ランチまたはディナー

〈ランチ〉①ステーキ②ハンバーグ③シーフード
①〜③いずれか1つ
〈ディナー〉鉄板焼きステーキ

現地参考価格1,900円●代金に含まれるもの：食事代、
飲み物代●席は予約されていません。混雑時はお待ち
いただく場合があります。
〈運営〉星野リゾート バンタカフェ
µNG7284R（限定）利用日にて予約

那覇市 ステーキハウス８８
もと ぶ ちょう
ランチまたはディナー
本部町 ①国際通り店②美ら海店③北谷店

ちゃたんちょう

北谷町 ①〜③いずれかの店舗で利用可

＊ランチはサムズセーラーイン那覇国際通り店とサムズ
アンカーイン沖縄豊崎店で利用可。
ディナーは全店舗で利
用可。●現地参考価格:ランチ2,200円、
ディナー3,000円
●代金に含まれるもの:食事代。●ランチまたはディナー
は予約時にご選択ください。●混雑する場合があるので
現地参考価格1,650円●代金に含まれるもの：食事代●ラ
事前の予約をお奨めします。お客さまご自身で施設へご
ンチ、
ディナーいずれでも利用可
（メニューは同じ）
。
●混雑
予約ください。●サムズバイザシー泡瀬店、那覇（小禄バ
お客さま
イパス）店、サムズカフェはお席に鉄板がありませんので、 する場合があるので事前の予約をお奨めします。
ご自身で施設へご予約ください。 滞在中利用可
お皿に盛りつけてのご提供です。滞在中利用可
〈運営〉株式会社沖縄テクノクリエイト
〈運営〉株式会社グレートイースタン
µNG7283T（限定）出発日にて購入
µNG7283P（限定）出発日にて購入

花林

那覇市 まるごと沖縄花林湯麵+飲茶セット

空港食堂

那覇市 お好きなおそば（①沖縄そば ②ソーキ
そば ③三枚肉そば
①〜③いずれか1つ）
＋ジューシー

那覇港発着
現地参考価格:2,400円●代金に含まれるもの:乗船料、
保険料●出航時間:9:00/10:15/11:45/14:00/15:30
●集合時間:出航の20分前●集合場所：那覇埠頭船客待
合所●所要時間:約1時間●5歳以下無料●ご利用前日
18:00までに乗船日時をお客さまご自身で施設へご予約
ください。 滞在中利用可
〈運営〉有限会社 ウエストマリン
µNG7283H（限定）出発日にて購入
もとぶちょう

キャプテンカンガルー

本部町 スペシャルバーガー＋フライドポテト
＋ソフトドリンク1杯

現地参考価格:1,870円●代金に含まれるもの:サンゴ染
め体験料●4歳以下のお子さまは保護者同伴にて参加可
能●所要時間：約50分●開始時間：9:30/11:00/12:30/
14:00/15:30●集合時間：開始30分前
〈運営〉有限会社 首里琉染
µNG7284J（限定）利用日にて購入
な ご し

キャプテンカンガルー

名護市 スペシャルタコライス+お好きな

トッピング1種類+ソフトドリンク1杯

現地参考価格：1,500円相当●代金に含まれるもの：食事
代●混雑する場合があります。
ご利用日の2日前までにお
客さまご自身で施設へご予約ください。
＊ランチ営業なし

滞在中利用可
〈運営〉株式会社 沖縄観光開発

µNG7284Q（限定） 出発日にて購入

八重山諸島
フサキビーチリゾートホテル

石垣島 ＆ヴィラズ

＊沖縄本島内指定店舗でご利用いただけます。
●現地参考価格1,180円〜1,250円●代金に含まれるも
の：食事代、
飲み物代 滞在中利用可
〈運営〉エイアンドダブリュ沖縄株式会社
µNG7284S（限定）出発日にて購入

石垣シーサイドホテル
①バナナボート

石垣島 ②スーパーマーブル

現地参考価格：2,100円●代金に含まれるもの：食事代

滞在中利用可

現地参考価格:800〜850円●代金に含まれるもの:食事代

滞在中利用可

〈運営〉株式会社かりゆし

〈運営〉有限会社 シージョイ

石垣島 グランヴィリオリゾート石垣島

はいむるぶし
小浜島 ロデオボート

µNG7284H（限定）出発日にて購入

ロデオボート

③SUP
（講習付き）
①〜③いずれか1つ

µNG7284T（限定） 出発日にて購入

宿泊者限定

ドラゴンボート

現地参考価格:1,281円●代金に含まれるもの：飲み物
代、
商品代 滞在中利用可
〈運営〉農業生産法人 株式会社アセローラフレッシュ
µNG7283L（限定） 出発日にて購入
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現地参考価格：1,350円●代金に含まれるもの：食事代
●17：00以降は売り切れ次第閉店。
滞在中利用可
〈運営〉中程弘樹

µNG7284V（限定）出発日にて購入

＊不定休 ●現地参考価格：1,500円●代金に含まれるも
の：食事代、飲み物代●予約はできません。ご希望の日
時でご利用できない場合もございます。 滞在中利用可
〈運営〉株式会社CAPTAIN KANGAROO
µNG7284Y（限定）出発日にて購入

＊水曜日、不定休 ●現地参考価格：1,200〜1,300円
●代金に含まれるもの：食事代、飲み物代●予約はでき
ません。ご希望の日時でご利用できない場合もござい
ます。 滞在中利用可
〈運営〉株式会社CAPTAIN KANGAROO
µNG7284W（限定）利用日にて購入

現地参考価格:2,000〜2,500円●代金に含まれるもの:ド
ラゴンボート代、保険料●集合場所:フサキビーチリゾート
ホテル＆ヴィラズ ビーチステーション●所要時間:約10分
●1・2歳のお子さまは当日1,000円
（6〜9月は1,500円）
現地にてお支払いください。●0歳のお子さまは運営会社
の安全上の規定によりご参加いただけません。

滞在中利用可

〈運営〉
フサキビーチリゾートホテル＆ヴィラズ
µNG7280W（限定）出発日にて購入

現地参考価格:3,600円●代金に含まれるもの:体験メニュー
代、
保険料●集合場所:石垣シーサイドホテル内マリンカウン
ター●集合時間:水着着用のうえ、
開始10分前●所要時間:
バナナボート/スーパーマーブル：約10分、
SUP：約30分●
保護者同伴。
お子さまだけでのご参加は運営会社の安全上
の規定によりお断りさせていただく場合があります。
●ご利
用の前日までにお客さまご自身で施設へご予約ください。
滞在中利用可
〈運営〉石垣シーサイドホテル
µNG7280X（限定）出発日にて購入

除外日：11/1〜12/5 ●現地参考価格:2,500円●代
金に含まれるもの:ロデオボート代、保険料●集合場所:
グランヴィリオリゾート石垣島 マリンデスク●集合時
間:水着着用のうえ開始1５分前●所要時間:約10分●
未就学児のお子さまは運営会社の安全上の規定によ
り、ご参加いただけません。 滞在中利用可
〈運営〉グランヴィリオリゾート石垣島
µNG7280Y（限定）出発日にて購入

除外日：10/20・21 ●現地参考価格:2,100円●代金に含
まれるもの:ロデオボート代、保険料●集合場所:はいむる
ぶしビーチインフォメーションカウンター●所要時間:約10
分●2歳以下のお子さまは運営会社の安全上の規定によ
りご参加いただけません。●11歳以下のお子様のご利用
には保護者の同乗が必要です。 滞在中利用可
〈運営〉はいむるぶし
µNG7280Z（限定） 出発日にて購入

現地参考価格：5,500円(5/1-4、8/10-15は7,500円）
●代金に含まれるもの： 乗船料、保険料、ガイド料、ワンドリ
ンク代、三線演奏代●最少催行人員：2名●出航時間：石垣
港20 : 30●葉合場所：演しいぬしま石垣店●葉合時間：出航
10分前●所要時間：約1時間●三線演奏付き●石垣市街地
の一部ホテルより送迎あり（詳細はご利用6日前～前日まで
に施設へお問い合わせください）●11歳以下保護者同伴
〈運営〉有限会社ぷしいぬしま
璽 NG7280S （限定） 利用日にて
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

I

ffi|

除外日 ： 12/1-5 ●現地参考価格：3,800円●代金に含
まれるもの ： ガイド代、ワンドリンク代●開始時間 ： 21
●集合場所 ： 石垣島星空ファ ー ム●集合時間 ： 開始の10
分前●所要時間 ： 約1時問●月が出ている夜は月光浴ツ
ア ー となり、星は見えにくくなりますが天体望遠鏡を使っ
て月の観察をしまか●ツア ー 中はスマー トフォンやデジ
カメ、液晶画面など光を発する機器のご使用はお控えくだ
さい。●お席不要の未就学児は無料

:oo

〈運営〉平田観光株式会社
匿 NG7280U （限定）I利用日にて予約1
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

現地参考価格：1,550円●代金に含
ボ ー ト乗船料、 アイスクリ ー ム代●
17:00( 15分間隔にて出航）●所要
以下はグラスポー ト乗船のみ無料（お
まで） 滞在中利用可

I

I

〈運営〉有限会社川平マリンサ ー

除外日 ：竹富島種子取祭開催日（日程未定） ●現地参考価
格 ：5,300円●代金に含まれるもの：石垣港⇔竹富港の高速
船代、水牛車観光代、レンタサイクル代●出発時間（予約時に
選択）：①8:300)9:30<釦Q:30発●集合時間：出港2a;坪i
●集合塀所：平田観光（石垣港離島タ ー ミナル内）●妊娠中
の方、11歳以下の方は運営会社の安全上の規定によりご参
加いただけません。竹宮島の集落内は白砂の道がひかれて
おり、サイクリングタイヤが埋まりやすぐ骨りやすいです。
〈旅行企画・実施〉ジャルパック
璽璽譴 NG7280H （限定）I利用日にて予約1
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

除外E3: 4/1~30、10/16-12/5 ●現地参考価格．
3,750円●代金に含まれるもの： 施設使用料、駐車料金
（ご利用の方のみ）、バー ベキュ ー 代、ビー チチェア代●天
候•海洋状況によりビ ー チクロ ー ズの場合がありますの
で、必ずご利用E3の7~5日前までにお客さまご自身でご
利用E3•お食事ご利用時間を施設へご予約ください。●5
血下無料（食事なし汁滞在中利用可

I

〈運営〉株式会社南都
匿 NG7280P （限定）1出発E3にて隅入1
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

現地参考価格：2，500円相当 ●代金に含まれるもの： 食車
｀
代●お客さまご自身で施設へご 予約ください●八重山舞
踊開催日は事前にご確認ください。1滞在中利用可I
〈運営〉株式会社浦崎
匿 NG7280L （限定） 1出発日にて講入1

JALパック

八童山探訪におすすめ！八重山観光フェリ ーが運航する
全航路を利用できますo●運抗航路 ： 石垣島⇔西表島（大
原港·上原港）・小浜島・黒島・竹冑島・鳩問島、西表島（上
原港）⇔鳩問島●況地参考価格：なし（特別設定）●代金に
含まれるもの：上記区問の乗船料●ご利用開始日より1
日問有効●八重山観光フェリ ー 利用に限る●受付場所：
石垣港離島タ ー ミナル内八重山観光フェリ ー 受付（出航
30分前までに乗船手続きをお済ませください）●船の運
航時間は施設へお問い合わせください●未就学児は無
料（おとな1名につき1名まで叶滞在中利用可
〈運営〉八重山観光フェリ ー 株式会社
NG7280J （限定） 1出発日にて購入1

―

I

＊毎週水曜日定休●現地参考価格：1,980円●代金に
含まれるもの：食亭代●宰前予約が必要です。お客さま
ご自身で施設へご予約ください。
滞在中利用可

―

I

I

〈運営〉有限会社舟蔵の里
NG7280N （限定）1出発日にて講入1

現地参考価格：4,900円●代金に含まれるもの：石垣やいま
村入村料、ガイド代、保険料、カヤック・パドル・ライフジャ
ケット使用料、シャワ ー 使用料●最少催行人員：2名●所要
時間：約1時閾30分●集合場所：石垣やいま村受付●出発
時間（予約時に選択）：①9 : 000)11:00③13:00④15:00
●集合時間：出発10分前●4歳以下のお子さま、70歳以上
のお客さまはご参加いただけません。●潮の干満や天候
状況により出発時間の変更や催行中止の場合があります。
〈逗営〉株式会社 トムソ ー ヤ
匿 NG7280R （限定）1利用日にて予約1
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

離島日帰り観光におすすめ！安栄観光が運航する航路を利
用できる1日券です。●逗航航路： 石垣島⇔西表島（大原
港・上原港）・小浜島・黒島・竹宮島・鳩間島、西表島（上原
港）～鳩間島、西表島（大原港）→小浜島・竹富島、小浜島
～竹宮島●現地参考価格： なし（特別設定）●代金に含ま
れるもの：上記区間の乗船料●ご利用開始日より1日間有
効●安栄観光利用に限る●小浜港⇔大原港・竹富港｀大
原港⇒竹宮港のみ乗船日前日18時までに予約が必要で
す。その他の路線は乗船便の予約はできません。●受付場
所：石垣港離島タ ー ミナル内 安栄観光乗船券カウンタ ー
（出航20分前まで乗船手続きをお済ませください）●船の
運航時間は施設へお問い合わせください。●未就学児は
無料（おとな1名に1名まで）
滞在中利用可
〈運営〉（有）安栄観光
NG7280M （限定叶出発日にて購入1

―

I

I

現地参考価格：1,900円相当●代金に含まれるもの：食事
代●ご利用日前日までにお客さまご自身で必ず施設へご
予約ください（事前予約がない場合利用不可）。

I 滞在中利用可 I

＊毎月第3水曜日●現地参考価格：1,507円●代金に含ま
れるもの：食事代、飲み物代●お座席でお食事される場
合の予約は前日までにお問い合わせください。（当日予
約不可）●混み合う時は2-3時問お待ちいただく場合が
あります寸滞在中利用可

I

〈運営〉株式会社ダグズ・パーガ ー
國 NG7280D （限定） 1出発日にて購入1

オプショナルプラン

観光・体験・食事

などが

500円 でご利用可能！

※当オプショナルプランはお1人様
何回でもご購入いただけます。
※ご利用にあたりご注意があります。
▶詳しくは5ページ
たびJAL

各

（1回/1名様）

■設定期間：2021年4月1日〜12月5日ご利用分（メニューにより設定期間が異なる場合や除外日があります。詳しくは各メニュー欄をご確認ください。）
■出発日の前日から起算して7日前までに旅行会社にて予約

石垣島

豪華カタマランで行く
ティンガーラ（天の川）クルーズ

石垣島の星空浴ツアー
石垣島 ガイド解説付き

取消料

石垣島 川平湾グラスボート
乗船＋アイスクリーム１個

A

現地参考価格:5,500円
（5/1〜4、
8/10〜15は7,500円）
●代金に含まれるもの: 乗船料、
保険料、
ガイド料、
ワンドリ
ンク代、
三線演奏代●最少催行人員:2名●出航時間:石垣
港20：30●集合場所：ぷしぃぬしま石垣店●集合時間:出航
10分前●所要時間:約1時間●三線演奏付き●石垣市街地
の一部ホテルより送迎あり(詳細はご利用6日前〜前日まで
に施設へお問い合わせください)●11歳以下保護者同伴
〈運営〉有限会社 ぷしぃぬしま
µNG7280S（限定）利用日にて予約
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

石垣島鍾乳洞

石垣島 入洞＋マンゴージュース１杯＋
オリジナルポストカード2枚

〈運営〉平田観光株式会社

µNG7280U（限定）利用日にて予約

※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

現地参考価格:1,550円●代金に含まれるもの: グラス
ボート乗 船 料 、アイスクリーム代 ● 出 航 時 間：9 : 0 0〜
17:00（15分間隔にて出航）●所要時間:約30分●5歳
以下はグラスボート乗船のみ無料(おとな1名につき1名
まで) 滞在中利用可
〈運営〉有限会社 川平マリンサービス
µNG7280A（限定）出発日にて購入

竹富島水牛車＋
みね屋工房
石垣島 サイクリングフリーコース
石垣島 はた織り体験
（しおりまたはコースター）

（石垣港⇔竹富港の往復乗船券付き）

黒島サイクリングコース

（石垣⇔黒島往復乗船券付き）

西表島 由布島水牛車渡し

（亜熱帯植物楽園入園料込み）

石垣やいま村
黒糖黒蜜ぜんざいまたは琉球衣装体験

現地参考価格3,700円●代金に含まれるもの：石垣⇔黒
島往復乗船代、
レンタサイクル代●船の予約はされてい
ません。八重山観光フェリー定期船の運航時間に合わせ
て当日お好きな便をご利用ください。●受付場所：石垣港
離島ターミナル内八重山観光フェリー受付（出航30分前
までに乗船手続きをお済ませください）●未就学児無料
（おとな1名につき1名まで）滞在中利用可
〈運営〉八重山観光フェリー株式会社
µNG7280V（限定）出発日にて購入
現地参考価格:1,350〜1,500円●代金に含まれるもの:
入村料、黒糖黒蜜ぜんざいまたは琉球衣装体験料●所要
時間：1時間〜1時間30分 滞在中利用可
〈運営〉あやぱに株式会社
µNG7280B（限定）出発日にて購入

石垣島 名蔵アンパルカヤックツアー

宮古島

現地参考価格:1,760円●代金に含まれるもの: 亜熱帯植
物楽園入園料、水牛車代●出発時間：9:00〜16:00●集
合場所：旅人の駅由布島（チケット販売所にてクーポンと
水牛車乗車券と引き換えてください）●集合時間：出発の
5分前●未就学児無料●天候の状況により出発時間の変
更や催行中止の場合があります。必ず事前にご確認のう
えご利用ください。 滞在中利用可

〈運営〉株式会社 由布島

µNG7280E（限定） 出発日にて購入

宮古島 まいぱり 宮古島熱帯果樹園
入園+トロピカルガイドツアー

現地参考価格しおり1,500円、
コースター1,800円●代
金に含まれるもの：はた織り体験料（材料費含む）●体験
受付時間：10:30〜16：00●所要時間：約30分●体験推
奨年齢：小学生以上●ご利用前日までにお客さまご自身
で施設へご予約ください。滞在中利用可
〈運営〉みね屋工房
µNG7280T（限定）出発日にて購入

現地参考価格:4,900円●代金に含まれるもの:石垣やいま
村入村料、ガイド代、保険料、カヤック・パドル・ライフジャ
ケット使用料、
シャワー使用料●最少催行人員:2名●所要
時間:約1時間30分●集合場所:石垣やいま村受付●出発
時間(予約時に選択):①9：00②11:00③13:00④15:00
●集合時間:出発10分前●4歳以下のお子さま、70歳以上
のお客さまはご参加いただけません。●潮の干満や天候
状況により出発時間の変更や催行中止の場合があります。
〈運営〉株式会社 トムソーヤ
µNG7280R（限定）利用日にて予約
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

石垣島 かりゆし周遊券

石垣島 周遊券

石垣島 サンゴランプつくり

除外日：4/1〜30、10/16〜12/5 ●現地参考価格：
3,750円●代金に含まれるもの：施設使用料、駐車料金
（ご利用の方のみ）、バーベキュー代、
ビーチチェア代●天
候・海洋状況によりビーチクローズの場合がありますの
で、必ずご利用日の7〜5日前までにお客さまご自身でご
利用日・お食事ご利用時間を施設へご予約ください。●5
歳以下無料（食事なし）滞在中利用可
〈運営〉株式会社 南都
µNG7280P（限定）出発日にて購入
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

八重山探訪におすすめ！八重山観光フェリーが運航する
全航路を利用できます。●運航航路：石垣島⇔西表島（大
原港・上原港）
・小浜島・黒島・竹富島・鳩間島、西表島（上
原港）⇔鳩間島●現地参考価格:なし(特別設定)●代金に
含まれるもの:上記区間の乗船料●ご利用開始日より1
日間有効●八重山観光フェリー利用に限る●受付場所:
石垣港離島ターミナル内八重山観光フェリー受付(出航
30分前までに乗船手続きをお済ませください)●船の運
航時間は施設へお問い合わせください●未就学児は無
料(おとな1名につき1名まで) 滞在中利用可
〈運営〉八重山観光フェリー株式会社
µNG7280J（限定） 出発日にて購入

離島日帰り観光におすすめ！安栄観光が運航する航路を利
用できる1日券です。●運航航路：石垣島⇔西表島（大原
港・上原港）
・小浜島・黒島・竹富島・鳩間島、西表島（上原
港）〜鳩間島、西表島（大原港）→小浜島・竹富島、小浜島
〜竹富島●現地参考価格：なし
（特別設定）●代金に含ま
れるもの：上記区間の乗船料●ご利用開始日より1日間有
効●安栄観光利用に限る●小浜港⇔大原港・竹富港、大
原港⇒竹富港のみ乗船日前日18時までに予約が必要で
す。その他の路線は乗船便の予約はできません。●受付場
所:石垣港離島ターミナル内 安栄観光乗船券カウンター
(出航20分前まで乗船手続きをお済ませください）●船の
運航時間は施設へお問い合わせください。●未就学児は
無料(おとな1名に1名まで）
滞在中利用可
〈運営〉(有)安栄観光
µNG7280M（限定）出発日にて購入

石垣島 あじ彩 石垣島 ディナー

石垣島 舟蔵の里 ランチ

ダグズ・バーガー石垣島店
石垣島 和琉ダイニングみふね ランチ 石垣島 ダグズ・ノーベジチーズバーガー

川平御膳

現地参考価格:2,500円相当 ●代金に含まれるもの: 食事
代●お客さまご自身で施設へご予約ください●八重山舞
踊開催日は事前にご確認ください。 滞在中利用可
〈運営〉株式会社 浦崎
µNG7280L（限定） 出発日にて購入

9

そば会席

＊毎週水曜日定休 ●現地参考価格:1,980円●代金に
含まれるもの:食事代●事前予約が必要です。お客さま
ご自身で施設へご予約ください。

滞在中利用可

〈運営〉有限会社 舟蔵の里

µNG7280N（限定）出発日にて購入

(安栄観光1日間)

島野菜と豚・石垣牛しゃぶしゃぶセット

現地参考価格:1,900円相当●代金に含まれるもの:食事
代●ご利用日前日までにお客さまご自身で必ず施設へご
予約ください（事前予約がない場合利用不可）。

滞在中利用可
〈運営〉みね屋フーズ株式会社

µNG7280K（限定）出発日にて購入

現地参考価格:2,750円●代金に含まれるもの:体験メ
ニュー代●集合場所:石垣島八重山観光サービス●所要時
間:約1時間〜2時間●グルーガンを使用のため、
小さなお
子さまは保護者同伴で一緒に作業をしてください。

滞在中利用可

〈運営〉石垣島八重山観光サービス
µNG7280Q（限定）出発日にて購入

〈運営〉株式会社ダグズ・バーガー

µNG7280D（限定）出発日にて購入

宮古島

クマノミ＆サンゴウォッチング
ビーチシュノーケルコース

＊毎週月曜日定休●現地参考価格:2,000円相当●代
金に含まれるもの:食事代●ご利用前日まで(火曜日利
用は日曜日まで)にお客さまご自身で施設へご予約くだ
さい。

滞在中利用可

〈運営〉株式会社 INABA

µNG7280G（限定）出発日にて購入

宮古島海中公園

宮古島 海中観察施設観覧＋食事（8メニュー

よりチョイス）
＋ソフトドリンク1杯付き

宮古島東急ホテル＆リゾーツ
②カヤック ①②いずれか1つ

カヤック

除外日：12/1〜5 現地参考価格：①宿泊者3,500円 宿泊
者以外4,500円 ②宿泊者4,000円 宿泊者以外5,000円
●代金に含まれるもの：器材レンタル代、保険料●所要時
間：1時間●①または②いずれかは当日お申し出ください。
●小学生以下のお子さまは保護者の方の同伴が必要です。
●①は小学生以上対象 滞在中利用可
〈運営〉株式会社宮古島東急ホテル＆リゾーツ
µNG7281K（限定）出発日にて購入

宮古島

µNG7281A（限定）出発日にて購入

除外日：10/17、20、31、11/5〜7、15・16、19、26、
12/1〜3 ●現地参考価格:5,000円●代金に含まれる
もの：器材レンタル代（ウェットスーツは含みません）、指導
料、保険料●出発時間(予約時に選択)：①8:30②13:30●
集合場所：前日に施設へご確認ください。●所要時間：約3
時間(海中時間約30分)●8歳以上対象。
＊5〜7歳、65歳
以上の方のご参加は施設へご相談ください（4歳以下のお
子さまはご参加いただけません）。●当日の体調によって
はインストラクター判断で参加をお断りさせていただく場
合があります。●送迎あり。詳細はご利用6日前〜前日ま
でに施設へお問い合わせください。●あらかじめ水着着用
のうえご参加ください。送迎をご利用の場合、
ホテルへお
迎え後そのままビーチに向かいます。
また、
ツアー終了後
はすぐに現地解散（またはホテルへ送迎）
となるため店舗
での着替えはできません。
〈運営〉株式会社 アイランドエキスパート
µNG7281E（限定）利用日にて予約
※予約時に旅行中の連絡先および前日の宿泊先をお申し
出ください。

現地参考価格:1,900円●代金に含まれるもの：海中観
察施設観覧料金、食事代、飲み物代●未就学児無料

滞在中利用可
〈運営〉株式会社 宮古島海業管理センター
µNG7281L（限定） 出発日にて購入

シギラセブンマイルズリゾート 宮古島 シギラセブンマイルズリゾート 宮古島 シギラセブンマイルズリゾート 宮古島 宮古旅倶楽部 チガヤ工房
半潜水式水中観光船 シースカイ博愛

除外日：4/1〜7、4/29〜5/6、7/18〜8/31 ＊毎週火曜
日定休 ●現地参考価格：2,000円●代金に含まれるもの：
乗船料●出発時間：9:00/10:00/11:00/13:00/14:00/
15:00/16:00●集合時間：出発の10分前●所要時間：約
45分＊30分運航になる場合あり●未就学児無料（おとな
1名につき1名まで）●運休となる出発時間もあるため、
ご
利用前にお客さまご自身で施設へお問い合わせください。
〈運営〉株式会社 南西楽園リゾート
µNG7281H（限定）利用日にて予約

宮古島

＊10月〜12月は毎週水曜日定休●現地参考価格:1,400
円●代金に含まれるもの: 入園料、
ガイドツアー代●所要
時間：トロピカルガイドツアー約25分●未就学児無料
滞在中利用可
〈運営〉宮古観光開発株式会社

あぱら樹

あぱら樹御膳

シギラ黄金温泉

除外日：4/1〜7、4/29〜5/6、7/18〜8/31 ＊毎週月
曜日定休（祝日の場合は営業し水曜日定休）●現地参考
価格:1,530円●代金に含まれるもの:入館料、タオル代、
入湯税●一部施設は水着の着用が必要です。また、別途
有料の施設が一部あります。●3歳以下無料●ワンポイ
ントタトゥー含む全ての刺青の露出をご遠慮いただいて
おります。
ご利用の際はラッシュガードなどの着用をお願
いします。
〈運営〉株式会社 南西楽園リゾート
µNG7281G（限定） 利用日にて予約

宮古島

セグウェイ
（ステップ1 ビギナー）

現地参考価格：2,200円●代金に含まれるもの：セグウェイ
貸出料金、保険料●未就学児、体重24Kg以下の方は運営
会社の安全上の規定によりご参加いただけません。●開
始時間:9:00〜17:00の1時間間隔で開催●集合時間：
開始10分前●集合場所：シギラフィールドハウス●所要時
間：約25分●ご利用前日までにお客さまご自身で施設へご
予約ください。滞在中利用可
〈運営〉株式会社 南西楽園リゾート
µNG7281J（限定） 出発日にて購入

久米島

ダグズ・バーガー宮古島本店
ダグズ・ノーベジチーズバーガー
&ソフトドリンク

&ソフトドリンク

＊毎月第3水曜日●現地参考価格:1,507円●代金に含ま
れるもの:食事代、飲み物代●お座席でお食事される場
合の予約は前日までにお問い合わせください。
（ 当日予
約不可）●混み合う時は2〜3時間お待ちいただく場合が
あります。 滞在中利用可

現地参考価格:2,200円●代金に含まれるもの:浦内川観
光クルーズ代、保険料●出発時間(予約時に選択):①9:00
②10:00③11:00④14:00●集合場所：浦内川観光カウ
ンター●集合時間:出発10分前●所要時間:約3時間●未
（おとな1名につき1名まで）
就学児無料
〈運営〉合資会社 浦内川観光
µNG7280F（限定）利用日にて予約
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください

宮古島 ①スタンドアップパドルボード（SUP）

(石垣やいま村入村券付き)

除外日：竹富島種子取祭開催日
（日程未定）●現地参考価
格：5,300円●代金に含まれるもの：石垣港⇔竹富港の高速
船代、
水牛車観光代、
レンタサイクル代●出発時間(予約時に
選択)：①8:30②9：30③10：30発●集合時間:出港20分前
●集合場所:平田観光
（石垣港離島ターミナル内）
●妊娠中
の方、
11歳以下の方は運営会社の安全上の規定によりご参
加いただけません。
竹富島の集落内は白砂の道がひかれて
おり、
サイクリングタイヤが埋まりやすく滑りやすいです。
〈旅行企画・実施〉
ジャルパック
µNG7280H（限定）利用日にて予約
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

(八重山フェリーフリーパス1日間)

沖縄御膳

石垣島 入村＋

SUP

トビーチ
石垣島 サンセッ
海水浴＋バーベキュー

ｎａｂａ ランチ
西表島 キッチンｉ

●写真は全てイメージです。

石垣港発着
乗船券付き

現地参考価格:1,700円●代金に含まれるもの:入洞料、
マンゴジュース代、ポストカード代●3歳以下は入洞のみ
無料
滞在中利用可
〈運営〉株式会社 南都
µNG7280C（限定）出発日にて購入

浦内川クルーズとマリユドゥ・

西表島 カンビレーの滝コース

※ジャルパック旅行条件書の取消料基準に準ずる。

©星空ツーリズム社/石垣島
除外日：12/1〜5 ●現地参考価格：3,800円●代金に含
まれるもの：ガイド代、
ワンドリンク代●開始時間：21：00
●集合場所：石垣島星空ファーム●集合時間：開始の10
分前●所要時間：約1時間●月が出ている夜は月光浴ツ
アーとなり、星は見えにくくなりますが天体望遠鏡を使っ
て月の観察をします。●ツアー中はスマートフォンやデジ
カメ、液晶画面など光を発する機器のご使用はお控えくだ
さい。●お席不要の未就学児は無料

黒島

久米島

現地参考価格:2,500円●代金に含まれるもの:食事代
●ご利用前日までにお客さまご自身で施設へご予約く
ださい。 滞在中利用可
〈運営〉株式会社 のむら
µNG7281D（限定）出発日にて購入

＊毎月第３水曜日定休●現地参考価格:1,507円●代金
に含まれるもの:食事代 、飲み物代●お座席でお食事さ
れる場合の予約は前日までにお問い合わせください。
（当
日予約不可）●混み合う時は2〜3時間お待ちいただく場
合があります。 滞在中利用可
〈運営〉株式会社ダグズ・バーガー
µNG7281F（限定）出発日にて購入

ビー玉ストラップ作り体験

＊毎週日曜日定休（臨時休業日あり）●現地参考価格：な
し
（特別設定）●代金に含まれるもの：体験代、
ビー玉スト
ラップ代●体験受付時間：10:00〜16:00●所要時間：約
30分●体験推奨年齢:6歳以上●臨時休業日もあるため事
前予約をお奨めします。滞在中利用可
〈運営〉有限会社シンプロ
µNG7281M
（限定） 出発日にて購入

久米島

久米島 Café クーポン

（2枚／1セット）

グラスボートで行く
はての浜半日ツアーズ

＊久米島到着日はご利用いただけません。●現地参考価
格：3,000円●代金に含まれるもの：グラスボート往復乗船
料、送迎代、
保険料、
消費税等諸税。●集合場所：久米島内
宿泊ホテルロビー（集合時間はご利用前日に久米島エス
コートツアーズよりお客さまにご連絡します。
）
●所要時間：
約2時間30分●4歳以下無料●季節および海洋状況によ
り、
はての浜の滞在時間が短くなる場合があります。
●濡れ
ても差し支えのない服装でご参加ください。
〈運営〉久米島エスコートツアーズ
µNG7282C（限定）利用日にて予約
※予約時に旅行中の連絡先をお申し出ください。

久米島空港2階「風人カフェ」
にて2枚で1,000円分の金券
としてご利用いただけます。
●代金に含まれるもの：クーポンメニュー代●釣り銭はでま
せん。
●久米島 Caféクーポンは
「久米島空港内久米島町観
光案内所」
にてお引き換えが必要です。 滞在中利用可
〈運営〉各店舗
µNG7282D（限定）出発日にて購入

