
スペシャル学割スペシャル学割３３つのつのポイントポイント

美ら海水
族館・ＢＢ

Ｑ・

ホエール
ウォッチ

ング

など特典
付きの

コース多
数！

8つのホテルから選べる！

2〜5名1室同料金！

交　通 那覇市（空港から車で約7分/モノレール旭橋駅徒歩約10分）
IN 15：00 OUT 11：00 部　屋 洋室：2・3名定員（眺望無指定）

食事オプション 朝食1回1,500円（現地申し込みのみ）
駐車場 1泊1台1,500円

コンビニ 徒歩約5分
プール 要予約（有料）

交　通 糸満市（空港から車で約20分）
IN 15：00 OUT 11：00 

部　屋 洋室：2〜4名定員（眺望無指定） 
食事オプション 朝食1回2,000円（事前申込・清算） 
駐車場 1台1泊550円、最大料金3泊1,650円

コンビニ 車約5分

リゾートステイリゾートステイ44日間日間

ステイステイ

リゾートホテル3泊4日・2名〜5名1室利用（ホテルにより異なります）・おひとり様料金リゾートホテル3泊4日・2名〜5名1室利用（ホテルにより異なります）・おひとり様料金

2023春ＳＰ

レンタカーについて Sクラス／5名定員（免責補償料込）

＜スケジュール（各出発日共通）＞※食事条件は各ホテルにより異なります
日程 行程 食事※

１日目 JAL917便 羽田空港13：30頃発→那覇空港16：20頃着
到着後フリータイム　※送迎・レンタカーなどの条件はコースにより異なります。 ＜各ホテル泊＞ なし

２･３日目 終日フリータイム ＜各ホテル泊＞ なし

４日目 出発までフリータイム　※送迎・レンタカーなどの条件はコースにより異なります。
JAL906便 那覇空港12：05頃発→羽田空港14：20頃着 なし

※フライト時刻は予告なく変更になる場合があります。

① ホテル・アンドルームス那覇ポート ② サザンビーチホテル＆リゾート沖縄

Wi-Fi
客室内
Free

コースコード 113-4001-995104 コースコード 113-4001-995114

❶冬の風物詩
　「ホエールウォッチング」

※9：00/13：30発を選択してください

❷レンタカー1日利用
（Ｓクラス・1グループ1台）

❸沖縄半日観光バス
※午後出発。北谷アメリカンビレッジやウミカジテラス、かりゆしDMM水族館を周遊

※ご予約時にご利用日をお知らせください。空き状況によりお受けできない可能性もあります。

2022年6月オープン！ 2022年6月オープン！ 
観光やお買い物に便利！　　観光やお買い物に便利！　　 目の前ビーチの人気リゾート！目の前ビーチの人気リゾート！

那覇ステイ那覇ステイ 南部ステイ南部ステイ

2・3名1室

宿の情報は
こちらから

共通インフォメーション
禁煙車指定／カーナビ・Bluetooth（一部AUX)搭載／ガソリ
ンは満タン返しとなります。 ※Sクラスは5名定員ですが、5名
乗車で荷物が多いと積みきれない場合があります。Sクラス2
台又はクラスアップをおすすめします。(クラスアップ詳細は
要問合せ) ※レンタカーの空き要確認
利用レンタカー会社：スカイレンタカー、Jネットレンタカー等。
レンタカー会社の回答は最終行程表に記載します。

申込時に選択。グループ毎同一メニュー

ホテル基本情報 ホテル基本情報

下記から2つも選べちゃう！22つもつも選べる選べる特典！特典！

外観外観 外観外観

スタンダードツインの一例スタンダードツインの一例 スタンダードツインの一例スタンダードツインの一例レストランレストラン 屋内プール屋内プール

Wi-Fi
客室内
Free

宿の情報は
こちらから

3/14
（火）発

3/7
（火）発

3/6
（月）発

2/27
（月）発

2/26
（日）発

2/20
（月）発

3/14
（火）発

3/13
（月）発

3/7
（火）発

2/27
（月）発

2/26
（日）発

2/20
（月）発

2〜4名1室

❶ホエールウォッチング（2日目）
※13：30出港

❷ホテルと施設を結ぶ
　バス周遊パス付（4日間）

※バスで空港⇔ホテルの移動可能です。
　ホテル⇔ウミカジテラスや国際通りまで
　アクセス可！

ホエールウォッチングホエールウォッチング

3939,,800800円円

3/143/14
（火）発（火）発

3/133/13
（月）発（月）発

3/73/7
（火）発（火）発

3/63/6
（月）発（月）発

2/272/27
（月）発（月）発

2/262/26
（日）発（日）発

2/202/20
（月）発（月）発

大学生協店舗申込限定企画

沖沖縄縄本島本島

22つのつの特典付き！特典付き！

（イメージ）（イメージ）

①何人で行っても
均一価格！

②現地メニュー付き
プラン多数！

③レンタカー／
バス付プラン
あり！1室あたりの利用人数で

アップ無し！ 現地の過ごし方をご提案！

フリーフリー

ホエールウォッチングホエールウォッチング アメリカンビレッジアメリカンビレッジ

＜表面のツアーについて＞
①選べる特典の1日間レンタカーは那覇市内営業所の貸出返却です。8：00〜19：00迄の時間を指定してください。
②サザンビーチホテル利用で中日の2日間レンタカー利用は1台8,000円で可ですが、那覇空港店での貸し出し返

却になりますので、ご自身で空港へ移動後送迎バスで那覇空港店へお越しください。8：30〜20：00までの時間
を指定してください

＜裏面のツアーについて＞
バス送迎プランをレンタカー4日間にする場合は1台11,000円加算となります。（那覇空港貸出返却のみ）



オーシャンビュールーム確約！オーシャンビュールーム確約！ 美ら海水族館まですぐ！美ら海水族館まですぐ！

美と健康にこだわったホテル美と健康にこだわったホテル ビーチへゼロ秒！ビーチへゼロ秒！
オーシャンビュー確約！オーシャンビュー確約！

プールが大人気プールが大人気 毎年人気のビーチリゾート毎年人気のビーチリゾート

推推しし
POINTPOINT

推推しし
POINTPOINT 推推しし

POINTPOINT

推推しし
POINTPOINT

推推しし
POINTPOINT 推推しし

POINTPOINT

交　通 恩納村（那覇空港から車で約70分） 
IN 14：00 OUT 11：00

部　屋 洋室：2〜4名定員（オーシャンビュー指定）
食事オプション 朝食1回2,400円（事前申込・清算）
駐車場 1泊1台500円、上限1,500円

コンビニ 車約3分 プール 要予約（有料）

交　通 読谷村（那覇空港から車で約70分） 
IN 14：00 OUT 11：00

部　屋 洋室又は和室：2〜4名定員（眺望無指定）
駐車場 1泊1台1,000円

コンビニ 車約5分

交　通 恩納村（那覇空港から車で約60分） 
IN 14：00 OUT 11：00

部　屋 洋室または和洋室：２〜５名
（グリーンビュー指定）

食事オプション 朝食1回2,700円（事前申込・清算）
駐車場 1泊1台500円、上限1,500円

コンビニ 徒歩約3分 プール 要予約（有料）

交　通 名護市（那覇空港から車で約70分） 
IN 15：00 OUT 11：00

部　屋 洋室：2名定員（オーシャンビュー指定）
食事オプション 朝食1回2,200円（事前申込・清算）
駐車場 無料 コンビニ 併設

③ ホテルムーンビーチ

⑦ 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ ⑧ ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ

④ ロイヤルホテル 沖縄残波岬

⑤ ⑥ KARIYUSHI LCH RESORT on The Beach 

交　通 北中城村（那覇空港から車で40分）
IN 15：00 OUT 11：00

部　屋 洋室：2〜4名定員（眺望無指定）
食事オプション 朝食1回2,500円（事前申込・清算）
駐車場 無料 

コンビニ 車約10分

交　通 本部町（那覇空港から車で約100分）
IN 15：00 OUT 11：00

部　屋 洋室又は和室：2〜5名定員（眺望無指定）
食事オプション 朝食1回1,800円（事前申込・清算）
駐車場 無料 

コンビニ 車約3分

Wi-Fi
客室内
Free

Wi-Fi
客室内
Free

Wi-Fi
客室内
Free

外観外観

外観外観
外観外観

外観外観
外観外観

外観外観

ラグーンプールラグーンプール

森の湯森の湯 大浴場大浴場

BBQイメージBBQイメージBBQイメージBBQイメージ大浴場大浴場

展望風呂展望風呂

ナチュラルスーペリアの一例ナチュラルスーペリアの一例

洋室の一例洋室の一例 夕食の一例夕食の一例

洋室の一例洋室の一例洋室の一例洋室の一例

朝食の一例朝食の一例

コースコード 113-4002-995104

コースコード 113-4002-995144 コースコード 113-4002-995154

コースコード 113-4002-995114

コースコード 113-4002-995124 コースコード 113-4002-995134

滞在を満喫できる特典！ 滞在を満喫できる特典！

滞在を満喫できる特典！ 滞在を満喫できる特典！

滞在を満喫できる特典！滞在を満喫できる特典！

★アトリウム(半屋内)プール
　滞在中利用可能
★ティーアメニティセットをお部屋にご用意

★滞在中朝食付き！
★露天風呂利用可
★大浴場、サウナ利用無料 
★3〜4名1室の場合、館内利用券500円分進呈

★館内大浴場「森の湯」
　１DAYチケット（滞在中1回）

★「美ら海水族館」入館券付き
★屋内プール利用可
★ホテル⇔かりゆしビーチ間の無料シャトルバスが運行

★「美ら海水族館」入館券付き
★夕食1回付
★岩風呂の大浴場利用無料！
★ホテルー美ら海水族館シャトルバス
★屋内プール利用可

★２つから選べる特典
①青の洞窟シュノーケリング
②海を見ながらランチBBQ

※要空き確認。予約時に利用日をお知らせください。※グループごと
に同一メニュー。※①はレンタカーでの移動となります。※②は2か所
から決まりますのでレンタカーでの移動がある場合もあります。
※①②とも時間はお任せとなります。

★滞在中、女性に人気の
　EMバーデゾーン無料

※岩盤浴は別料金です。

★「美ら海水族館」入館券付き
★フィットネスルーム利用無料
★ランドリールーム利用無料（洗濯機・乾燥機・洗剤）

西海岸ステイ西海岸ステイ

西海岸ステイ西海岸ステイ 北部ステイ北部ステイ

西海岸ステイ西海岸ステイ

中部ステイ中部ステイ 西海岸ステイ西海岸ステイ

2〜5名1室

2〜5名1室

シャワーブースのみのお部屋です

2〜4名1室

2〜4名1室

2〜4名1室

宿の情報は
こちらから

Wi-Fi
客室内
Free

宿の情報は
こちらから

宿の情報は
こちらから

宿の情報は
こちらから

Wi-Fi
客室内
Free

宿の情報は
こちらから

2名1室

3/14
（火）発

3/13
（月）発

3/7
（火）発

3/6
（月）発

2/27
（月）発

2/20
（月）発

3/14
（火）発

3/13
（月）発

3/7
（月）発

3/6
（月）発

2/26
（日）発

2/20
（月）発

3/14
（火）発

3/13
（月）発

3/7
（月）発

2/27
（月）発

2/26
（日）発

2/20
（月）発

3/14
（火）発

3/13
（月）発

3/7
（火）発

3/6
（月）発

2/27
（月）発

2/20
（月）発

3/13
（月）発

3/6
（月）発

2/27
（月）発

2/26
（日）発

2/20
（月）発

3/14
（火）発

3/7
（火）発

3/6
（月）発

2/27
（月）発

2/26
（日）発

2/20
（月）発

レンタカー レンタカー

レンタカー レンタカー

送迎バス 送迎バス

★2月末までは館内が
イルミネーションに
彩られます

★高台に位置して
海を見下ろす眺めが素敵

★美ら海水族館が近い！
★本島北部観光に便利

★完全なオンザビーチ
★オーシャンビュー確定
★シンプルで新しいホテル
★駐車場無料

★オンザビーチ
★沖縄本島随一の

フォトジェニックプールが
人気！

★オープンしたての
　展望風呂が人気！
★今回の商品唯一の
　全朝食付き！

★女性のリピーターの多い
美と健康に根差したホテル

★スパはローカルも通う
人気施設

Wi-Fi
客室内
Free

宿の情報は
こちらから※注意事項：滞在中の清掃が入らないECOプランとなります。

※注意事項：滞在中の清掃が入らないECOプランとなります。

EMウェルネス 暮らしの発酵ライフスタイルリゾート
（旧：EMウェルネスリゾート コスタビスタ沖縄ホテル＆スパ）



〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-10-6Daiwa東日本橋ビル3階
平日10：00〜18：30、土・日・祝日10：00〜18：00
年末年始（12/29〜1/3）10：00〜18：00

観光庁長官登録旅行業 第692号　(社)日本旅行業協会正会員

旅行企画・実施
お申込み・お問合せはお気軽に下記お店にどうぞ（取扱い受託販売）

1. 募集型企画旅行契約
(1)この旅行は㈱オリオンツアー（以下「当社」といいます）が企画･募集し実施する旅行であ
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。
(2) 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金をいただいた時に成立す
るものとします。
[お申込金　お一人様 ]

旅行代金 2万円未満 5万円未満 10万円未満 10万円以上
お申込金 5,000円より

旅行代金迄
10,000円より
旅行代金迄

 20,000円より
 旅行代金迄

代金20％より
 旅行代金迄

2. 旅行代金のお支払い
残金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前にお支払いいた
だきます。
3. 旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した航空（注釈のない限りエコノミークラス席）、船舶、鉄道などの利用交通
機関の運賃、送迎バス料金、食事料金、宿泊料金、イベント料金、消費税等の諸税、旅客施
設使用料。
4. 旅行愛用・代金の変更
著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用する運送期間の運
賃・料金の改正があった場合は旅行代金を変更することがあります。増額の場合は旅行開始
日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前にお知らせいたします。

5. お客様から旅行契約の解除
(1)お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除す
ることができます。この場合、既に収受している申込金から所定の取消料を差し引いて、払戻
いたします。申込金のみで取消料をまかなえないときは、その差額を申し受けます。

取消日（変更日）  取消料（変更料）
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
20日目に当たる日以降8日目に当たる日まで 旅行代金の 20%
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
7日目に当たる日以降2日目に当たる日まで 旅行代金の 30%
旅行開始日の前日 旅行代金の 40%
旅行開始当日 旅行代金の 50%
旅行開始後又は無連絡不参加 旅行代金の100%
(2) 取消受付時間はお申込箇所の営業時間内となります。
(3)お客様のご都合で出発日及びコースの変更、人数減をされる場合も取消料の対象となり
ます。
(4) 当社の責任とならない各種ローンの取扱い手続き上及び渡航手続き上の事由により旅
行契約を解除される場合も取消料の対象となります。
(5) 取消料の対象となる旅行代金は追加代金を含めた合計額です。
6. 旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2022年12月20日を基準としています。又、旅行代金は2022年12月20日

現在有効な運賃・規則を基準としています。
7. その他
(1) 当契約書面の一部としての確定書面は、通常出発日の7日前から5日前（但し遅くとも前
日）までにお渡しいたします。
(2) 旅行開始後において、お客様の都合で宿泊・食事・観光等のサービス提供をお受けに
ならなかった場合は、その払戻はいたしません。
(3) 事故・積雪・交通渋滞などの道路事情、その他やむを得ぬ事由により東京もしくは現地
の出発・到着時間が遅れる場合もあります。万一、空港到着が遅れ、タクシーあるいはホテル
を利用しなければならない事態が生じても当社は、その請求には一切応じられません。又、目
的地滞在時間短縮による保証にも応じられません。
＜個人情報の取り扱いについて＞
株式会社オリオンツアー（以下「当社」という）及びご旅行をお申込み頂いた受託旅行業者
（以下「販売店」という）は旅行申し込みの際に提供された申込書に記載された個人情報に
ついて、お客様との間の連絡のために利用させて頂くほか、お客様がお申込み頂いた旅行に
おいて運送・宿泊期間などの提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のため
の手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。このほか当社及び販売店では統計資料
の作成にお客様の個人情報を利用させていただくことがございます。また当社は旅行先での
お客様のお買いも物などの便宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に
提供することがございます。なお当社の名称及び個人情報の管理者については当社ホーム
ページ（http://orion-tour.co.jp/）をご参照ください。

ご旅行条件（抜粋） 旅行契約時には、旅行業法第12条の5によりお渡しする契約書面の一部になります。
ご旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約）によります。

マークの見方 送迎バス …往復送迎バス　 レンタカー …那覇空港営業所貸出返却のレンタカー付（4日間）　 フリー …送迎なしのフリープラン

ツアーインフォメーション
STAFF MEMO

◎申込書はオリオンへFAX03-3664-1621
　（必ず当日中FAX／翌営業日の予約確認FAXをチェック）
◎お申し込みは出発７日前までとなります。但し満席になり次第

終了します。

 旅の楽しさがグ〜ンと広がる！ 本島オプショナルプラン 

青の洞窟青の洞窟
おひとり様おひとり様

［13112〜13115］［13112〜13115］

西海岸発

4,600円4,600円
◎出発時間：1便9：00・2便13：30◎出発時間：1便9：00・2便13：30
　30分前集合（集合場所までの移動は各自）　30分前集合（集合場所までの移動は各自）
　集合場所まではレンタカーの利用がおすすめです。　集合場所まではレンタカーの利用がおすすめです。
　路線バスはありません。那覇バスターミナルからタクシーで　路線バスはありません。那覇バスターミナルからタクシーで
　約10〜15分（1,000円程度）です。　約10〜15分（1,000円程度）です。
　ご利用日時を事前にお知らせください。　ご利用日時を事前にお知らせください。
　時間の指定がない場合は2便になります。　時間の指定がない場合は2便になります。
◎所要時間：約3時間◎所要時間：約3時間
◎料金に含まれるもの：乗船料・ガイド・鯨ガイドブック◎料金に含まれるもの：乗船料・ガイド・鯨ガイドブック
◎集合場所：那覇市三重城出港（那覇市辻3丁目）◎集合場所：那覇市三重城出港（那覇市辻3丁目）
　※有料駐車場あり1日1台500円　※有料駐車場あり1日1台500円
◎前日にショップよりご案内がございます。◎前日にショップよりご案内がございます。
　主催会社：トータルマリンスポットNEWS TEL098-891-9090　主催会社：トータルマリンスポットNEWS TEL098-891-9090

〈注意事項〉〈注意事項〉
・当日の海況によりツアーを中止する場合があります。・当日の海況によりツアーを中止する場合があります。
・できるだけ防寒防水のできる服装でご参加ください。・できるだけ防寒防水のできる服装でご参加ください。
・酔い止めの販売は行っておりません。・酔い止めの販売は行っておりません。

ホエールウォッチングホエールウォッチング おひとり様おひとり様［13137/13138］［13137/13138］遭遇率 ％98 ＆＆ボートシュノーケリングボートシュノーケリング
◎出発時間：下記より事前予約◎出発時間：下記より事前予約
　9:00/11:00/13:00/15:00より選択（事前予約）　9:00/11:00/13:00/15:00より選択（事前予約）
◎集合場所 ： ピンクマーリン（国頭郡恩納村前兼久167）◎集合場所 ： ピンクマーリン（国頭郡恩納村前兼久167）
　開始50分前集合(施設詳細は最終案内でご案内します)　開始50分前集合(施設詳細は最終案内でご案内します)
　※集合場所までの移動は各自(ホテルムーンビーチからは徒歩約10分)　※集合場所までの移動は各自(ホテルムーンビーチからは徒歩約10分)
◎持参するもの ： 濡れてもよい水着、ラッシュガード等、バスタオル､◎持参するもの ： 濡れてもよい水着、ラッシュガード等、バスタオル､
　ビーチサンダル､着替え、船酔いする方は酔い止め薬　ビーチサンダル､着替え、船酔いする方は酔い止め薬
◎海況・天候により他のスポットまたはビーチでのシュノーケリングになる場合◎海況・天候により他のスポットまたはビーチでのシュノーケリングになる場合

もございます。いずれかの場所で実施できる場合は返金はございません。もございます。いずれかの場所で実施できる場合は返金はございません。
★事前予約制(事前精算)です。 ご利用日(2日目又は3日目)と出発時間をご旅★事前予約制(事前精算)です。 ご利用日(2日目又は3日目)と出発時間をご旅

行お申込み時にご指定ください。行お申込み時にご指定ください。
■主催会社：ピンクマーリンクラブ■主催会社：ピンクマーリンクラブ

お申込みからご出発までのご案内

・この商品は「大学生協店舗受付限定」商品です。オリオンツアーではお受けできませんのでご了承ください。
・変更・キャンセルについても大学生協店舗でお受付になります。店舗の営業日、営業時間にご注意ください。

・ご出発日の7〜10日前までにお申し込みの生協店舗から、URL等が記載されたご案内メールが送信さ
れますので、集合場所と時間、日程表をダウンロードし、必ずご確認ください。
御出発近くなってもメールが未着の場合は、必ずお申込みの生協店舗に確認ください。

・出発当日に空港のカウンターにて旅行に必要なチケット類をお渡しいたします。
・お帰りの航空券は現地空港にてお渡しとなります。お帰りの集合案内をご確認ください。
・同グループ内で飛行機のお席が離れる場合もございますので予めご了承ください。
・マイレージは加算されませんのでご了承ください
・荒天等で現地メニューが中止になった際のご連絡は、業者より直接お電話が入ります。

お申込みについて

ご出発に関して

◇2名様より受付いたします。
◇お申込み時に参加者全員の名前･性別･年齢の情報が必要です。 
◇未成年の方は親権者の同意書が必要です。詳しくはお申し込み店舗

へお問い合わせください。
◇空港〜ホテル間の送迎バスは、タクシーになる場合があります。

送迎バスは利用の飛行機に合わせて運行します。（裏面の送迎付きツ
アーのみ）
詳しい時間については最終日程表にてご案内いたします。送迎バス付
ホテルで4日間レンタカー（オプション）をご利用の場合、送迎バスは放
棄となります。

世界が認めた
「やんばるジェラート」「やんばるジェラート」

割引券進呈割引券進呈

（イメージ）（イメージ）

サンセットクルーズ／17：45〜19：30サンセットクルーズ／17：45〜19：30
※旅行代金に含まれるもの：乗船料、 夕食代、※旅行代金に含まれるもの：乗船料、 夕食代、
　諸税、保険料　諸税、保険料
※集合場所：那覇ふ頭船客待受所※集合場所：那覇ふ頭船客待受所
　1階ウエストマリンカウンター前　1階ウエストマリンカウンター前
※集合時間：出発の30分前※集合時間：出発の30分前
※主催会社：（有）ウエストマリン※主催会社：（有）ウエストマリン

レストランシップ「モビーディック号」でレストランシップ「モビーディック号」で
サンセット洋食コースクルージングサンセット洋食コースクルージング

船上のレストランで優雅なひとときを船上のレストランで優雅なひとときを那覇発

おひとり様おひとり様
［13260］［13260］ 4,600円

（イメージ）（イメージ）

◎料金に含まれるもの：◎料金に含まれるもの：
　おきなわワールド入園券　おきなわワールド入園券
　（鍾乳洞・琉球城下町・エイサーショー含む）　（鍾乳洞・琉球城下町・エイサーショー含む）
　マンゴーミルクかき氷・アイスサンデー・　マンゴーミルクかき氷・アイスサンデー・

くずもち・マンゴーフロート・ソフトクリームくずもち・マンゴーフロート・ソフトクリーム
　からおひとつ選べます。　からおひとつ選べます。
◎アクセス：那覇市内から車で約40分◎アクセス：那覇市内から車で約40分
◎営業時間AM9：00〜PM17：30◎営業時間AM9：00〜PM17：30
　（最終受付PM16：00）　（最終受付PM16：00）

おきなわワールドおきなわワールド
入園券＆選べるプチスイーツ入園券＆選べるプチスイーツ

おひとり様おひとり様
［13206］［13206］ 2,300円

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

（イメージ）（イメージ）

参加者全員
プレゼント！！

沖縄本島の6つの店舗で利用可能です！

沖縄南部

火・木
運休


