
＜この時期が狙い目！憧れのリゾートホテルに泊まる沖縄＞      

オプショナルプランのご案内 
 

 

ご利用いただける期間 
2020年 3月 11日～7月 17日のご旅行滞在中 

 

ご注意事項 
●AEON×JAL提携商品にお申し込みのお客さま限定オプショナルプランです。 
●出発日にてご購入(出発日の前日から加算して 14日前までに旅行会社にてご購入ください) 
滞在期間中いつでもご利用いただけます。ご利用予定日にてご予約ください。（現地でのご利用日の変更は可能です。） 
●天候・海洋状況・船舶のメンテナンス等により、予告なしに変更または実施できない場合があります。 
●施設のご利用時間・営業時間・定休日等は変更になる場合があります。 
●一部メニューでは、特別メニューのため明記するセットプランとして公示販売を行っていない場合があります。 
その場合、現地販売価格については、提供する内容を全てご購入された場合の参考価格です。 

●集合（催行実施）場所まではお客さまご自身にて手配・移動ください。 
 

取消料について 
●取消料は利用開始日を基準として以下の料率が適用されます。 

利用開始日の前日から起算してさかのぼって 

ａ）21日前まで：無料、ｂ）20日～8日前：20％、ｃ）7日～2日前：30％、ｄ）旅行開始日前日：40％、ｅ）利用開始日当

日：50％、ｆ）利用開始後または無連絡不参加：100％ 
 

５００円オプション 
 

コース名 琉球村 入園＋紅型体験(コースター) 

商品コード(限定) NG7691Q ●出発日にて予約（出発の前日から起算して14日前までに旅行会社にてご予約ください） 

現地販売価格＜参考＞ 大人 2,000円、小人（6～15歳）1,100円、5歳以下は入園のみ無料 

代金に含まれるもの 入園料、体験料、消費税等諸税 

クーポンについて 「クーポン」はご利用施設の受付場所係員にご提出ください。 

ツアー受付場所 入園受付 

備考 

●4/8～6/24まで毎週水曜日定休（状況により変更になる場合があります。詳しくは直接現地へお問い合
わせください。） 
●最少催行人員：1名 
●営業時間：9：00～17：30（最終入園 17：00）＊体験は 9：00～16：00 
●所要時間：約 1時間 20分 
●体験メニューは混雑時お待ちいただくことがあります。 
予約をご希望の場合はお客さまご自身で琉球村へご予約ください。 

＜お問い合わせ＞琉球村 098-965-1234 
＜運営＞多幸山株式会社 

 

コース名 ビオスの丘 入園+湖水観賞舟または水牛車 

商品コード(限定) NG7691R ●出発日にて予約（出発の前日から起算して14日前までに旅行会社にてご予約ください） 

現地販売価格＜参考＞ 1,700～1,900円、3歳以下は無料 

代金に含まれるもの 入園料、湖水観賞舟料または水牛車料、消費税等諸税 

クーポンについて 「クーポン」はご利用施設の受付場所係員にご提出ください。 

ツアー受付場所 入園口 

備考 

●最少催行人員：1名 
●営業時間：9：00～18：00（入園受付 17：00まで）●所要時間：約 1時間 40分 
※湖水観賞舟は 9：30～スタート毎時 00分と 30分(最終 17：00)、水牛車は 9：45～スタート毎時 15分
と 45分(最終 17：15)のそれぞれ毎時 2回制（ただし、水牛車は 12：15、12：45の 2回はお休み） 
※湖水観賞舟、水牛車どちらのメニューにされるかは入園時にお決めください。 
●3歳以下は無料（ただし湖水観賞舟・水牛車乗車の場合、ひざの上でのご対応お願いします） 
＜お問い合わせ＞ビオスの丘 098-965-3400 
＜運営＞有限会社らんの里沖縄 



コース名 ナゴパイナップルパーク 入園（カート/パイナップルトレイン含む）＋パインソフトクリーム 

商品コード(限定) NG7691N ●出発日にて予約（出発の前日から起算して14日前までに旅行会社にてご予約ください） 

現地販売価格＜参考＞ 1,190円相当、未就学児は入園（カート/パイナップルトレイン含む）のみ無料 

代金に含まれるもの 入園料（カート/パイナップルトレイン代含む）、パインソフトクリーム代、消費税等諸税 

クーポンについて 「クーポン」はご利用施設の受付場所係員にご提出ください。 

ツアー受付場所 総合受付 

備考 

●最少催行人員：1名   
●営業時間：9：00～18：00（カート・パイナップルトレイン乗車最終受付 17:30） 
＜お問い合わせ＞ナゴパイナップルパーク 0980-53-3659 
＜運営＞株式会社名護パイン園 

 

 
コース名 OKINAWAフルーツらんど 入園＋飲むエステ♪トロピカルミックスジュース「美汁果汁」 

商品コード(限定) NG7691P ●出発日にて予約（出発の前日から起算して14日前までに旅行会社にてご予約ください） 

現地販売価格＜参考＞ 大人 1,620円、3歳以下は入園のみ無料 

代金に含まれるもの 入園料、ジュース代、消費税等諸税 

クーポンについて 「クーポン」はご利用施設の受付場所係員にご提出ください。 

ツアー受付場所 総合案内所 

備考 

●最少催行人員：1名  
●営業時間：9：00～18：00（最終入園 16：45／フルーツカフェ ラストオーダー17：15） 
＜お問い合わせ＞OKINAWAフルーツらんど 0980-52-1568 
＜運営＞沖縄フルーツランド株式会社     

コース名 
おきなわワールド 入園券（王国村＋玉泉洞）＋食べ歩きプチスイーツ（2 つ）＊ハブ博物公園は別料
金 

商品コード(限定) NG7691S ●出発日にて予約（出発の前日から起算して14日前までに旅行会社にてご予約ください） 

現地販売価格＜参考＞ 1,650～2,300円、3 歳以下は入場のみ無料 
 

代金に含まれるもの 入園券代（王国村＋玉泉洞）、プチスイーツ代、消費税等諸税 

クーポンについて 「クーポン」はご利用施設の受付場所係員にご提出ください。 

ツアー受付場所 おきなわワールドチケット売り場 

備考 

●最少催行人員：1名 
●営業時間：9：00～18：00（最終入園 17：00）※4/1より 9：00～17：30（最終入園 16：30） 
●プチスイーツは下記①～⑤より 2つお選びいただけます。 
①マンゴーミルクかき氷（提供場所：三段花） 
②紅いもサンデー（提供場所：三段花） 
③ICEくずもち（提供場所：ブクブク茶屋） 
④マンゴーフロート（提供場所：地ビール喫茶） 
⑤ソフトクリーム（パインまたはマンゴー）（提供場所：フルーツラボ） 

＜お問い合わせ＞おきなわワールド 098-949-7421 
＜運営＞株式会社南都 

コース名 古宇利オーシャンタワー 入園（カート付き）＋海の塩ちんすこう（8個入り） 

商品コード(限定) NG7691T ●出発日にて予約（出発の前日から起算して14日前までに旅行会社にてご予約ください） 

現地販売価格＜参考＞ 1,174円、未就学児は入園（カート乗車含む）のみ無料 

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、 
消費税等諸税 

クーポンについて 「クーポン」はご利用施設の受付場所係員にご提出ください。 

ツアー受付場所 受付 

備考 

●最少催行人員：1名 
●営業時間：9：00～18：00（カート乗車受付 17：30まで） 
●海の塩ちんすこうはショップサービスカウンターにて引換え 

＊受付時、商品引換え券お渡し 
＜お問い合わせ＞古宇利オーシャンタワー 0980-56-1616 
＜運営＞株式会社名護パイン園 



コース名 琉球ガラス村 オリジナルグラス作り体験 

商品コード(限定) NG7691 ●出発日にて予約（出発の前日から起算して14日前までに旅行会社にてご予約ください） 

現地販売価格＜参考＞ 1,870円、6才未満のお子さまは入場無料 

代金に含まれるもの 体験料（材料費含む）、消費税等諸税 

クーポンについて 「クーポン」はご利用施設の受付場所係員にご提出ください。 
 

ツアー受付場所 体験受付カウンター 

備考 

●最少催行人員：1名  
●体験推奨年齢 7歳以上 
●営業時間：9:00～18:00 ●体験受付時間：9:30～11:00、13:30～15:30 
●体験内容：ガラスを吹いてグラスの型を取る作業、グラスの飲み口を広げて整える作業 
●所要時間：約 5分 
●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。 
●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。団体等の貸切の場合、貸切終了後のご
案内になります。 
●団体等の貸切によりご利用いただけない場合は、代替品をお渡しいたします。 
＜お問い合わせ＞琉球ガラス村 098-997-4784 
＜運営＞RGC株式会社  

１，０００円オプション 
 

コース名 沖縄美ら海水族館 入館 

商品コード（限定） NG7691L ●出発日にて予約（出発の前日から起算して14日前までに旅行会社にてご予約ください） 

現地販売価格＜参考＞ 

一般 大人 1,880円 中人（高校生）1,250円 小人（小･中学生）620円  
未就学児無料 

＊「4時からチケット」は現地でご確認ください。 

代金に含まれるもの 入館料、消費税等諸税 

クーポンについて 「クーポン」はご利用施設の受付場所係員にご提出ください。 

ツアー受付場所 沖縄美ら海水族館 券売所窓口 

備考 

●4/7～臨時休館。再開は未定です。事前にご確認ください。 
●最少催行人員：1名  
●営業時間：<3～9月>8：30～20：00（最終入館 19：00） 
      <10～2月>8：30～18：30（最終入館 17：30） 
●未就学のお子さまは入館無料。16時以降入館の小・中学生は現地にて安価入館券（4時からチケット）
を購入いただけます。 
●16時以降に入館された場合でも「4時からチケット」との差額の払い戻しはできません。 
＜お問い合わせ＞沖縄美ら海水族館 0980-48-3748 

＜運営＞一般財団法人 沖縄美ら島財団 

    
AEON×JAL提携商品 

オプショナルプランのご案内（ディナー） 
 

ご利用いただける期間 
●2020年 3月 11日～7月 16日のご旅行滞在中 

（ただし、レストラン定休日や利用不可日によりご利用いただけない日があります。ホテルごとの不可日は下記をご覧ください。） 
 

代金に含まれるもの 
指定メニューの食事代、サービス料、消費税等諸税 
 

クーポンについて 
●「クーポン」をホテルフロントまたはレストランにご提出ください。 

  



  

※ご出発前に必ずお読みください。 
 

●AEON×JAL提携商品にお申し込みのお客さま限定オプショナルプランとなります。 

また、ご予約いただいたご宿泊ホテル以外ではご利用いただけません。 

●利用日にてご購入(出発日の前日から加算して 14日前までに旅行会社にてご購入ください) 

※滞在期間中いつでもご利用いただけます（チェックアウト日の夕食を除く）。ホテルごとの利用不可日は下記をご覧ください。 

●ご利用便によっては、初日にご利用いただけない場合がありますので、ご注意ください。 

●施設のご利用時間・営業時間・定休日等は変更になる場合があります。 

●貸切・その他事情によりご利用施設・レストランがクローズになる場合がございますので予めご了承ください。 

●レストランの予約はされていません。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

待ちいただく場合あります。事前にお客さまご自身で直接施設へお問い合わせください。 
●レストランによっては、全席禁煙または一部禁煙席となる場合があります。 

●ホテル指定メニューの中からご利用いただけます。 

指定されたメニュー以外（飲み物等）についてはお客さま負担となります。 

●メニュー内容詳細は季節により変更となる場合があります。また、連泊の場合でも同一メニューとなる場合があります。 

●現地販売価格<参考>は特に注釈のない限り、2020年 1月現在のおとな 1名様あたりの参考価格です。予約なしに変更になる場

合があります。 
 

取消料について 
●取消料は利用開始日を基準として以下の料率が適用されます。 

利用開始日の前日から起算してさかのぼって 

ａ）21日前まで：無料、ｂ）20日～8日前：20％、ｃ）7日～2日前：30％、ｄ）旅行開始日前日：40％、ｅ）利用開始日当

日：50％、 ｆ）利用開始後または無連絡不参加：100％ 

＊ご利用日当日に取り消しをされる場合はご利用ホテルまたは店舗へご連絡ください。 
 

その他 
＜運営＞各施設 

 

２，０００円オプション（おとな・こども同額） 
 

ホテル名 ホテル JAL シティ那覇 

商品コード(限定) NG7690R 

 

●利用日にて予約(出発日の前日から起算して14日前までに旅行会社にてご予約ください)   

備考 

●ご利用レストラン（内容） 
◇ボナペティ（カジュアルバイキング） 
（肉魚等のメインを含まない、パスタ・カレー・パン・オードブル・サラダなど） 
営業時間 18：00～22：00（ラストオーダー21：30） 
＊現地販売価格：なし（特別価格） 

   
 

ホテル名 カヌチャベイホテル＆ヴィラズ 

商品コード(限定) NG7690L ●利用日にて予約(出発日の前日から起算して14日前までに旅行会社にてご予約ください) 

備考 

●ご利用レストラン（内容） 
◇パラディ（ディナーブッフェ） 
営業時間 17：30～22：00(ラストオーダー21：00) 
＊現地販売価格：5,346円 
＊小学生未満は無料です。（ただし、おとなの方のお食事と同席の場合のみ） 
＊利用不可日：5/1～5 

 
 
 
 
 

ご注意事項 



ホテル名 リザンシーパークホテル谷茶ベイ 

商品コード(限定) NG7690N ●利用日にて予約(出発日の前日から起算して14日前までに旅行会社にてご予約ください) 

備考 

●ご利用レストラン（内容） 
◇マンダリンコート（中華バイキング） 
営業時間：18：00～21：30（ラストオーダー21：00） 
＊現地販売価格：3,545円 
＊小学生未満は無料です。（ただし、おとなの方のお食事と同席の場合のみ） 

◇ブルーラグーン（洋食バイキング） 
営業時間：18：00～21：30（ラストオーダー21：00） 
＊現地販売価格：3,545円 
＊小学生未満は無料です。（ただし、おとなの方のお食事と同席の場合のみ） 

  

ホテル名 ココガーデンリゾートオキナワ 

商品コード(限定) NG7690Q ●利用日にて予約(出発日の前日から起算して14日前までに旅行会社にてご予約ください) 

備考 

●ご利用レストラン（内容） 
◇マカンマカン（広東料理セットメニュー） 
営業時間：17：30～21：30（ラストオーダー21：30） 
＊現地販売価格：なし（特別メニュー） 

 

ホテル名 サザンビーチホテル＆リゾート沖縄 

商品コード(限定) NG7690M ●利用日にて予約(出発日の前日から起算して14日前までに旅行会社にてご予約ください) 

備考 

●ご利用レストラン（内容） 
◇レイール（和洋ブッフェ） 

営業時間：17：30～22：00（ラストオーダー21：30） 
＊現地販売価格：4,320円 
＊3歳以下は無料です。 

  

 
  


