
ご旅行開始日の90日前までにご予約の場合
早期予約がお得!さらに！！さらに！！

が、もう1枚
付いてくる!ビッグホリデーEnjoyクーポンのご案内 Enjoyクーポンマーク

マークの見方

得トク
90
得トク
90

※乳児・添い寝・こども添い寝代金の方は対象外となります。
※90日前を過ぎて予約内容を変更された場合は対象外となります。　※おひとり様につき1枚追加となります。
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37cmの
ビッグパフェに

挑戦！

名護市那覇市

■利用時間：
　9:30～17：00
■TEL：
　098-858-9000

■利用時間：11：00～17：00（16：30）
■TEL:0980-53-0280 

■利用時間：9：00～18：00（17：30）
■TEL：0980-56-1616

古宇利島を囲む透明度の高いブルーグラデー
ションの海と、島々を一望できる展望タワー。

今帰仁村

糸満市名護市

■営業時間：9：00～18：00（16：00）
■TEL：0980-52-1568
※フルーツスムージー作り体験の受付は
　10：00～16：00となります。

宜野湾

■利用時間：
　ラウンジ
　9：00～18：00
■TEL：
　098-897-2121

那覇市

■営業時間：10：30～19：30（19：00）
■TEL：098-852-0712

名護市本部町

■営業時間：8：00～22：00

■営業時間：9：00～18：00（16：00）
■TEL：0980-54-2121
※ぜんざいはかき氷にも変更可能です。
※器の色は選べません。

パイナップルハウス

古宇利オーシャンタワー

OKINAWAフルーツらんど 琉球ガラス村

ラグナガーデンホテル

中国料理花林（空港店）

森のガラス館ハナサキマルシェ「海風マーケット」

南城市
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おきなわワールド

糸満市 ひめゆり会館

恩納村

■利用時間 ①9：00～16：00　②9：00～16：00　
　③9：00～16：00（沖縄そばは11：00～14：00）　
■TEL：098-965-1234

琉球村

グラスボートでたくさんのお魚をウォッチング！
名護市 リーフリゾートかりゆし

築100年以上の古民家を移築し復元。ゆったり
とした空気と涼しげな滝の音。風情ある素敵な
空間をお料理と共に提供致します。

百年古家 大家 （うふやー）本部町 レストランHikari

2019年3月22日、美ら海水族館近くに
新スポット「オキナワハナサキマルシェ」がオープン。

沖縄ぜんざいの器をそのまま
お持ち帰りいただけます。

沖縄の文化・芸能・自然を見て体感できるテーマパーク

赤瓦の古民家が軒を連ねる琉球王国城下町など
沖縄の自然と文化、歴史が体験できる観光施設。

■営業時間：9：00～18：00（17：00）
■TEL：098-949-7421
※ハブ博物公園は別途料金がかかります。

■営業時間：8：30～17：30（16：00）
※食事10：30～16：00 
■TEL：098-997-3000

沖縄南部最大級の施設。伝統工芸体験や食事、
買い物が楽しめます！
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■運航時間：（9：00～17：00の毎時00分・30分出航
　／最終出航時間5分前締切り）
■TEL：0980-52-4093

沖縄らしさ、南国
らしさにこだわっ
たオリジナルア
フタヌーンティー
セット。琉球紅茶
をお供にどうぞ。
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■出航時間：10：00　11：00　13：00　14：00
■所要時間：約40分　■TEL：0980-51-7878

沖縄本島で最も美しいと言われているサンゴ礁を
水中展望室からお楽しみいただけます

本部町 もとぶ元気村
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【ドルフィンウォーキング】
■開始時間：9：30  11：30  15：30　■所要時間：約20分
【クラフト体験】 
サンゴ風鈴またはジェルキャンドル作り体験よりお選びいただけます。
■開始時間：9：00～16：00　■所要時間：約50分
■TEL：0980-51-7878

イルカの部屋へ行き自由時間のイルカを近くで
観察することができます。写真も自由に撮れます。

本部町 もとぶ元気村
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那覇空港から車で約
3分、大きなパインの
オブジェが目印のパ
イナップルハウス。
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石垣島

名護市うるま市

■利用時間：9：00～18：00（17：00）
※湖水観賞舟  9：30～17：00  毎時00分・30分スタート
■ＴＥＬ：098-965-3400

広大な敷地面積を誇り、四季折々の沖縄の
生態系が見られる植物園です。

■利用時間：9：00～18：00（17：30）
■ＴＥＬ：0980-53-3659

パイナップルのテーマパーク。自動運転のパイ
ナップルカートでパイン畑や植物を見学。

石垣島

■入村時間：9：00～17：30（17：00）　
　※最終体験受付16：00
■TEL：0980-82-8798 

■営業時間：9：00～18：30（18：00）　
レストラン11：00～16：00　パーラー9：00～17：30
■TEL：0980-83-1550

石垣島
石垣島の特産品を活かしたジェラートや
ハンバーガーなどの軽食をお楽しみいただけます。

石垣島

■営業時間：体験／9：00～17：00　　　
　　　　　　食事／11：00～16：00（Lo15：30）
■TEL：0980-48-3995

■営業時間：7：30～19：30
■TEL：0980-87-0223

■営業時間：本店／10：00～日没
　　　　　 空港店／7：30～20：00（19：30）
■TEL：本店／0980-87-0885
　　　　　 空港店／0980-87-0443

食べ物やミンサー商品など八重山の
お土産購入にご利用ください。

石垣島

■利用時間：
　11：00～17：00
■定休日：不定休

石垣島

■利用時間：9：00～17：00　15分毎に出航
■TEL：0980-88-2335

宮古島

■利用時間：10：00～18：00（17：30）
■TEL：0980-74-6335

宮古島

■利用時間：10：00～17：00（16：30）
■TEL：0980-74-7830　■定休日：水曜日

宮古空港から車で約15分の熱帯果樹園。園内をガ
イドとともに散策します。園内をしまんちゅガイドと
散策した後は、かわいい宮古鳥との触れ合いも。

宮古島

■利用時間：11：00～14：00（13：30）
■TEL：0980-74-7410

島内一の品揃えを誇るマーケット。宮古島を
いろいろ楽しめる複合レジャー施設です。

ビオスの丘 ナゴパイナップルパーク

石垣やいま村

ミルミル本舗（本店・空港店） 石垣島

■営業時間：6：30～16：00（15：30）  
■ＴＥＬ：0980-82-5252   

ミーバイ（沖縄で採れるハタ科の高級魚）と
タルタルの相性が抜群。

ブルーカフェ石垣島お土産品・雑貨ショップつばさ（石垣空港内）

マーシーカフェ川平マリンサービス

まいぱり宮古島海中公園 VILLAGE琉球の風
アイランドマーケット南風屋台村

20万年もの歳月をかけて創り上げられた、日本
最南端・石垣島最大の鍾乳洞。鍾乳洞イルミネー
ションの幻想的な輝き、水の音を楽しむ水琴窟な
ど見どころがいっぱいです。

石垣島随一の景勝地「川平湾」。グラスボート
で海の中をのぞいてサンゴ礁と熱帯魚などを
お楽しみください！

名蔵湾を一望する
丘にあり、古き良き
八重山の家並みを
再現した日本最南
端のテーマパーク
です。赤瓦の古民家
からは三線の音色
が鳴り響きます。
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石垣島

■利用時間：10：00～17：00
■TEL：0980-88-2440

川平湾に隣接するお土産・お食事処で
あぐー豚のロースかつをお楽しみください。

島の駅 カビラガーデン

宮古島

■利用時間：11：00～22：00（21：30）
　※11月は12：00より営業
■TEL：0980-74-7340

シギラ黄金温泉
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名護市

■利用時間：11：00～15：30（15：00）
■TEL：0980-53-0331

沖縄そばと沖縄料理美ら花
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食べやすく喉ごしの良い自家製の細麺。生麺独
特のツルりとコシのある味わいは、これまでの
沖縄そばにない新しい食感です。

国頭村

■営業時間：9：30～17：30（16：30）　 
■TEL：0980-41-8117

大石林山

緑と花々に囲まれた、宮古島の絶景温泉。琥珀色
の天然温泉が、極上の安らぎをもたらします。
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石垣島鍾乳洞
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石垣島

■営業時間：9：00～21：00（20：30）

人気のやいまそばや
ソーキそばなどを取
り揃えております。

やいま村空港店
やんばるの大自然が残る森の中で心地よい
空間を満喫。沖縄の聖地アシムイでパワー
チャージしよう！

川平湾の横にある
川平ガーデン内、
ドームにある隠れ
家的な自家焙煎珈
琲のお店。琉球瓦
を囲った直火焙煎
は必見。

自分だけのオリ
ジナルガラスを
作ります。

中華セット（中華丼、マーボー丼、天津丼よりメ
イン1チョイス）+スープ、サラダ、漬物、デザー
トをお召し上がりいただけます。

24のアクリルパネルから海深約4ｍの海の中をの
ぞめ、サンゴ礁や熱帯魚を眺めることができます。

■開始時間：9：30～11：30、13：30～16：00（15：30）
■TEL：098-997-4784
※混雑時はお待ちいただく場合がございます。
※作品の仕上がりに3日掛かります。
　郵送の場合は、送料が別途かかります。
※7歳からの参加となります。

※ご利用は、同一グループ・同一メニューの利用限定となります。　
※各施設、混雑時は満席や団体・祭事による貸切の為ご利用いただけない場合がございます。　
※事前予約が必要な施設の場合、手続きはお客様ご自身で行なってください。その他の施設も事前に
ご確認いただき、ご予約されることをおすすめいたします。（ご利用施設によっては事前予約できない場合がございます。）
※施設情報内の営業時間（　）内は最終受付時間です。　※施設の都合により内容の変更・中止となる場合がございます。
※未使用の場合でも払い戻しは致しません。　
※各施設の注意事項は「出発のご案内」をご覧ください。

石垣島石垣島

西表島西表島 竹富島竹富島

宮古島宮古島
伊良部島伊良部島

下地島下地島

那覇市

糸満市
南城市

宜野湾市

うるま市

恩納村

名護市

本部町

今帰仁村 国頭村

沖縄本島沖縄本島

目の前に広がる東シナ海と島々を一望する
レストラン。

おひとり様1枚付！！
･下記記載の施設の中から
  1ヶ所でご利用いただけます。　
･無料の乳児、こども添い寝代金・
　添い寝代金のお子様には付きません。

※西表島ジャングルツアー（P31）、Choice de Choice宿泊のみコースは対象外です。

絵本の世界を冒険する「トロピカル王国物語」で
謎解きをしながら園内を探検しよう！フルーツス
イーツが味わえるカフェもおすすめです。
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