
学得

ご希望のホテルよりお選びください。 ※那覇市内ホテルは裏面にございます。※那覇市内ホテルは裏面にございます。

で行く！！
ANA

1泊ずつで
も連泊でも

チョイスO
K！1泊ずつで

も連泊でも

チョイスO
K！

全室禁煙ルーム

全室オーシャンビュールーム
全室オーシャンビュールーム●本館：洋室又は和洋室、バス・トイレ付（2～5名）

●IN  15:00　　●OUT  11:00
●那覇空港より車で約90分（高速道路利用時）
●駐車場／有料（1泊￥500）　
●朝食：なし（当日購入1回￥1,500）

滞在中レンタカーSクラス付！
レンタカープランの4～5名1室でお申し込みの場合、
ガソリン満タン返し不要！

11
コースのポイントコースのポイント

22 ※途中給油は除きます。
※1・2・3泊目で室種が異なる場合は対象外となります。

※レンタカーなし（フリープラン）の設定もあります。

3日間コースは沖縄美ら海水族館入館券付！33

3日間 4日間

ご宿泊は　　　　  リゾート＆那覇市内ホテルをご用意！！人気の人気の 全ホテル食事なし
※一部ホテル除く

7日前

基本ホテル

外観（H）外観（H）

ポイント
◆2連泊で朝食1回付（滞在中）◆3連泊で夕食1回付（滞在中）

※連泊ポイント併用不可

●洋室又は和洋室、バス・トイレ付（2～5名）
●IN  14:00　●OUT  11:00
●那覇空港より車で約60分（高速道路利用時）
●駐車場／無料　●朝食：なし（当日購入1回￥1,620）

基本ホテル

ポイント
◆2連泊で朝食1回付（滞在中）◆3連泊で夕食1回付（滞在中）

※連泊ポイント併用不可

外観（H）外観（H）

全室禁煙ルーム

◆2・3連泊で琉球衣装無料貸出
◆3連泊で朝食またはランチ1回付（滞在中）
◆4名1室利用で大浴場利用可能（滞在中）

泊数

0:2～3名1室利用
1:4～5名1室利用

D 0 － 8 3 8 2 － U 0 □ □ 0 □コースコード

0:レンタカープラン
1:フリープラン

ポイント

¥37,800～¥46,800¥37,800～¥46,800
滞在中レンタカーが付いてこの価格！！滞在中レンタカーが付いてこの価格！！

旅行代金：3・4日間／往復基本便／基本ホテル（2～5名1室）利用・食事なしの場合（おひとり様）

2～5名1室&3・4
日間が

なんと同一代金
！

（1,000cc/免責補償料込）

（おひとり様
につき1枚）

～夏の学生旅行～～夏の学生旅行～

（同一代金となります。）

※但し、ホテルでの朝食付ポイントとの重複はありません。

フリープランのお申し込みもOK!

■出発日別代金区分カレンダー
　＆基本代金（おひとり様）
※白地は出発日の設定がございません。
※1名1室の設定はございません。

A
B
￥37,800
￥46,800

■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付）

￥2,000 但し、9/3～14、9/17～21宿泊は
￥3,500

■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付）

￥3,000 但し、9/7・8、9/14宿泊は
￥4,500

■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付）

￥3,500 但し、9/7・8、9/28・29宿泊は
￥4,300

■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付）

￥3,500 但し、9/3～13、9/17～20宿泊は
￥6,000

ポイント
◆大浴場、サウナ、露天岩風呂利用可能（滞在中）
◆4名1室利用でドラゴンボート1回付（滞在中）
◆3連泊で朝食1回付（滞在中）

●洋室、バス・トイレ付（2～4名）
　和室、バス・トイレ付（2～4名）
●ＩＮ １４：００ ●ＯＵＴ １１：００
●那覇空港より車で約70分　
●駐車場／有料
　（1泊￥500／上限￥1,500）
●朝食：なし（当日購入1回￥2,000）

割増ホテル

外観（H）外観（H）

※宿泊設定除外日：9/8、9/13・14

※宿泊設定除外日：9/14、9/21 ※宿泊設定除外日：9/7、9/9、9/14、9/21

※宿泊設定除外日：9/7、9/14、9/21、9/28

ポイント
◆ミネラルウォーターをご用意（おひとり様1泊につき1本）
◆2連泊以上でスパ1回利用可能（滞在中）
◆エンジョイポイント1室5ポイント付
　（2連泊：10ポイント、3連泊：15ポイント）

●グリーンビュールーム：
　洋室、バス・トイレ付（2～5名）
●ＩＮ １４：００ ●ＯＵＴ １１：００
●那覇空港より車で約70分
　（高速道路利用時）　
●駐車場／有料（1泊￥500／上限￥1,500）

割増ホテル

●洋室、バス・トイレ付（2～4名）
●ＩＮ １４：００ 
●ＯＵＴ １１：００
●那覇空港より車で約70分
　（高速道路利用時）　
●駐車場／有料
　（1泊￥500／上限￥1,500）
●朝食：なし
　（当日購入1回￥2,300）

割増ホテル

●洋室、バス・トイレ付（2名）
　和洋室、バス・トイレ付
　（3～5名）
●ＩＮ １４：００
●ＯＵＴ １１：００
●那覇空港より
　車で約50分
　（高速道路利用時）　
●駐車場／有料（1泊￥500／上限￥1,500）
●朝食：なし（当日購入1回￥2,268）

割増ホテル

全室禁煙ルーム

禁煙ルームをご用意

外観（H）外観（H）

◆4名1室利用で正ベッド
　4台をご用意ポイント

■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付）

￥1,000

■ホテル割増代金（おひとり様1泊に付）

￥1,000

●本館：洋室、
　バス・トイレ付（2～4名）
●IN  14：00　
●OUT  11：00　
●那覇空港より車で約30分
●駐車場／無料　
●朝食：なし
　（当日購入1回￥2,138）

割増ホテル

●ハーバービュールーム：
　洋室、バス・トイレ付
　（2～4名）
●IN  14:00　
●OUT  11:00
●那覇空港より車で約20分　
●駐車場／無料　

割増ホテル

●洋室、バス・トイレ付（2～5名）　●ＩＮ　15：00　●ＯＵＴ　11：00
●那覇空港より車で約70分（高速道路利用時）
●駐車場／有料（1泊￥500）　●朝食：なし（当日購入1回￥1,300）
※客室清掃はございません。

ポイント ◆3連泊で朝食1回付（滞在中）

●洋室、バス・トイレ付（2～4名）　●IN  15：00　●OUT  11：00
●那覇空港より車で約40分　●駐車場／無料
●朝食：なし（当日購入1回￥1,700）

基本ホテル

ポイント ◆2連泊以上でオリジナルピザ付
　（滞在中1室につき1枚）

ポイント ◆2連泊以上で大浴場1回
　利用券付（滞在中）

外観（H）外観（H）

外観（H）外観（H）

◆ 朝食付（滞在中）

ポイント
◆4名1室はオーシャンビュールームをご用意
◆割引クーポン「南部じゅねークーポン」付
◆アズールスパ2,000円割引券付

◆ 朝食付（滞在中）

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパラグナガーデンホテル 恩納村宜野湾市

ホテルムーンビーチ恩納村 サザンビーチホテル＆リゾート沖縄糸満市

ロイヤルホテル 沖縄残波岬読谷村

リザンシーパークホテル谷茶ベイ恩納村

ホテルリゾネックス名護名護市

かねひで恩納マリンビューパレス恩納村

沖縄サンコーストホテル名護市

EMウェルネスリゾート
コスタビスタ沖縄ホテル＆スパ

北中城村

2018.9/3～27出発！
※一部設定除外日がございます。

基本ホテル

フリープランは 滞在中朝食付！

基本ホテル
の場合
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旅行代金とは基本代金に各種割増代金を
加算した金額になります。


