
人気観光スポットのご紹介！！
レンタカー1台で3つの大橋を渡って離島観光が楽しめる！

MIYAKO
ISLAND
MAP

渡り鳥のサシバをイメージした白
い展望台。伊良部島の南東に位
置し、島内でも一番高い所にある
ため、ここからは宮古本島をはじ
め池間島・来間島など、雄大な景
色を眺めることができます。

旅行代金 お1人様 ブルーコーブテラス泊（3名1室利用）

旅行条件〈要約〉お申込みの際には、必ず国内募集型企画旅行条件書（全文）を下記販売店にてお渡しいたしますので、内容をご確認の上、お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。
【募集型企画旅行契約】

ご参加の皆様へ

この旅行は、株式会社ツアー・ウェーブ〔観光庁長官登録旅行業第1665号〕（以下
「当社」といいます）が企画・募集・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（以下「旅行契約」といいます）を締結することになりま
す。契約の内容・条件は、別途お渡しする「旅行条件書」及び、ご出発前にお渡しする
「最終旅行日程表」によります。

【旅行契約の成立時期】

【旅行代金のお支払い】

●旅行契約は、電話によるお申込みの場合、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時
に成立するものといたします。●郵便およびファクシミリその他の通信手段によるお申込みの場合、
旅行契約は申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出した
ときに成立いたします。 

【お客様の責任】

【ご旅行条件・旅行代金の基準日】

●当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行
契約の内容について理解するよう務めなければなりません。
●お客様は、旅行開始後においてパンフレット等に記載された旅行サ
ービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地にお
いて速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サービス
提供機関等いずれかにその旨を申出なければなりません

●本旅行条件は、2022年6月1日を基準として作成しております。また、
旅行代金は、2022年6月1日を現在有効なものと公示されている航空
運賃、適用規則を基準として算出しています。

旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日
より前に旅行代金全額をお支払いいただきます。また21日目にあたる日以降にお申込みの場
合は、お申込み時点または旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 

【旅行のお申込み】

【お申込金〈お1人様〉】

（1）当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託旅行会社（以下「当社ら」といいま
す）にて所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みください。
（2）当社らは電話、郵便およびファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行
契約のお申込みを受付けることがあります。この場合、契約はお申込みの時点では成立し
ておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申
込書の提出と申込金をお支払いいただきます。この期間内に申込金のお支払いがない場
合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱いする場合があります。（ご出発まで一定
以上の日数がない場合、お電話でのお申込みをお断りさせていただく場合があります）       

●旅行代金が 2万円未満 ・・・・・・・  5,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が 5万円未満 ・・・・・・・ 10,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円未満 ・・・・・・・ 20,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円以上 ・・・・  旅行代金の20%以上旅行代金まで 

【取消料〈お1人様〉】
旅行契約の解除日 

(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 取消料 個人包括運賃を利用
する場合の取消料  

旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く)  無料 旅行契約解除時の航空
券取消料等の額 

20日前～8日前以前 　　　　　　　旅行代金の20% 
左記または旅行契約解
除時の航空券取消料等
とのいずれか大きい額 

7日前以降～2日前以前 　　　　　　 旅行代金の30% 
旅行開始日の前日 　　　　　　　  旅行代金の40% 
当日の旅行開始前 　　　　　　　  旅行代金の50% 

 %001の金代行旅 加参不絡連無は又後始開行旅

旅行傷害保険加入のお勧め 病気、けがをした場合には多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償
金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、

お客さまご自身で充分な額の国内旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。国内旅行傷害保険については、当社あるいは販売店の係員にお問い合せください。

■お申し込み・お問い合わせ（受託販売）

総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当者からの説明にご不明な点がございましたら
遠慮なく下記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。 ●パンフレット番号：SDJ22AMB

旅行企画・実施

仙台営業所

一般社団法人 日本旅行業協会 正会員 

観光庁長官 登録旅行業 第1665号  〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目5番1号 オーク仙台ビルディング2F

TEL 022-212-1919 FAX 022-212-1920

沖縄県では、新型コロナウィルス感染拡大防止対策として各地域で、来訪者にワクチン接種や事前のPCR検査、事前の抗原検査
等をお願いしております。安心してご旅行を楽しみいただくためにも新型コロナウィルス感染拡大防止に何卒ご協力ください。

沖縄へ来訪される皆様へ
～ワクチン接種や事前PCR検査・抗原検査等のお願い～

伊良部島 来間島宮古島

フォローお願いします。

お得な情報や最新情報を
Instagramから！

109,800円～124,800円

仙台空港 発着宮古島海と、空と、太陽が心と
身体を癒してくれる珊瑚の楽園

1室に1台 レンタカー付
4日間の滞在中はレンタカーで自由自在！！

自然にできた隆起サンゴのアーチが特徴のビーチで
す。まるでプライベートビーチのような砂浜は、どこを
撮っても絵になるような美しさ。SNS映えも抜群です。

1,600種約4,000本の
樹木、植物や野鳥、蝶
などが12万平方メート
ルの敷地内に生息し
ています。ウォーキン
グをしながら、園内を
楽しめるように、1キロ
から4キロのコースを
用意。入園無料。

宮古島の最東端にあるのが東平安名崎です。国の史跡
名勝天然記念物に指定されているだけに、まさに絶景！ 駐
車場から灯台までは、遊歩道が整備されています。風が強
いので、帽子などが飛ばされないようご注意ください。

サンゴや魚の生態が観察できる海中トンネルをメーンに、水
中ふれあい施設、水産資料展示室などを備えています。

イムギャー（イメージ）

砂山ビーチ（イメージ）

伊良部大橋（イメージ）

来間大橋（イメージ）

池間大橋（イメージ）

東平安名崎（イメージ）

宮古島市熱帯植物園（イメージ）

宮古島 海中公園（イメージ）

牧山展望台（イメージ）

Sクラス（コンパクトカー）

※ガソリンは満タンにしてご返却ください。

安心の免責補償料金込み

※お帰りは、空港出発時刻の90分前までにはレンタカーを貸出店舗へご返車ください。

無料で渡れる橋としては日本一の長さ！！

宮古本島と伊良部島を結ぶ橋です。全長3540ｍ、2015年1月に開通。無料で渡れる橋として
は日本一の長さを誇ります。

イムギャーマリンガーデンは、自
然の入り江を利用した海浜公
園です。ビーチとしては、あまり
広くはありませんが、穏やかな
ので子供の海水浴には最適。
シュノーケリングも人気です。

仙台空港国際化
利用促進協議会

ホテル シギラ ミラージュ
シギラ ベイサイド スイート アラマンダ

アラマンダ インギャー コーラルヴィレッジ
ホテル シーブリーズコーラル

ブリーズベイ マリーナ

宮古島 東急ホテル＆リゾーツ

観光ホテル セイルイン宮古島
たびのホテル lit 宮古島

イラフ SUI ラグジュアリーコレクションホテル

ブルー
コーブテラス
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池間ブロック池間ブロック

⑧牧山展望台⑧牧山展望台

池間ロープ池間ロープ

白鳥崎白鳥崎

中の島中の島

伊良部大橋伊良部大橋

池間大橋池間大橋
絶景スポット絶景スポット

比嘉ロードパーク比嘉ロードパーク

新城海岸新城海岸

吉野海岸吉野海岸

フナウサギバナタフナウサギバナタ

佐和田の浜佐和田の浜

西平安名崎西平安名崎

池間島

伊良部島伊良部島

下地島下地島

来間島来間島

宮古島宮古島

大神島

渡口の浜渡口の浜

みやこ下地島空港みやこ下地島空港

通り池通り池

長間浜長間浜

竜宮城展望台竜宮城展望台

①与那覇 前浜①与那覇 前浜

与那覇 前浜

③砂山ビーチ③砂山ビーチ

⑤宮古島 海中公園⑤宮古島 海中公園

②パイナガマ
　ビーチ
②パイナガマ
　ビーチ

宮古空港宮古空港

展望台展望台

来間大橋来間大橋
来間島展望台来間島展望台

④東平安名崎④東平安名崎

83
宮古島を代表する与那覇前
浜（通称：前浜ビーチ）は、東
洋一とも言われる全長7kmに
も及ぶ美しいビーチです。プ
ライベートビーチではありませ
んので、どなたでも泳ぐことが
できます。宮古島東急ホテル
＆リゾーツはこのビーチの眼
前に立地します。

宮古島市街地にあるパイナガマビーチは遠
出しないで気軽に泳げる利便性の高いビー
チです。また、夕陽スポットとしても有名です。

パイナガマビーチ

1

2東平安名崎4

宮古島 海中公園５ 宮古島市熱帯植物園

イムギャー７ 牧山展望台

6

8

砂山ビーチ3

伊良部大橋

来間（くりま）大橋 池間大橋

宮古島と来間島を結ぶ来間大橋は全長
1,690m。橋からは来間島と宮古島の間の海
峡と、宮古島東急ホテル＆リゾーツ付近の与
那覇前浜を見ることができます。

宮古本島と池間島を結ぶ全長1,425mの橋で
す。橋の上からは、西平安名崎や大神島、美し
い海のグラデーションを望むことができます。

11の宿泊ホテルをセレクション！！

伊良部大橋〈イメージ〉

宮古島の星空〈イメージ〉 珊瑚礁〈イメージ〉

東平安名崎〈イメージ〉

前浜ビーチ〈イメージ〉砂山ビーチ〈イメージ〉

伊良部大橋〈イメージ〉

アクティビティ〈イメージ〉 サンセットディナー〈イメージ〉

シーザー〈イメージ〉

〈機材イメージ〉

伊良部大橋
〈イメージ〉
伊良部大橋
〈イメージ〉

土9 3月 日 出
発 土10 1月 日 出

発

2022年 出発日2本 土・日曜日利用プラン

⑥宮古島市熱帯植物園

⑦イムギャー

「地元発」国内旅行は
沖縄県・（一財）沖縄観光コンベンションビューロー
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与那覇 前浜（イメージ）

パイナガマビーチ（イメージ）

シーウッドホテルH

仙台空港から直行チャーター便で行く！

！！1室に1台付
レンタカー

コンパクトカー／安心の免責補償料金込

滞在中、らくらく移動可能！！

仙台空港⇔みやこ下地島空港



2階から8階に位置し、スタンダードタイプな
がら約51㎡のゆとりあるお部屋です。2名様
までご宿泊いただけます。テラスにはジャグ
ジーを設け、ダブルシンクのパウダールーム
と大きなバスタブが付いたバスルームはゆっ
たりと機能的。ウォークインクローゼットも備
え、快適なステイをお約束します。開口部が
広く、採光もたっぷり。ベッドに寝そべりなが
ら外の景色が眺められ、朝の目覚めも爽や
かに1日がスタートできます。

●室内51.58㎡
●テラス13.00～14.83㎡

屋外プール/7：00
～21：00まで営業
の宿泊者専用プー
ル。チェックアウト
後もご利用いただ
けます。

白い砂浜で思いっきり遊ぶ時間、プールサイドでのんびり過ごすひと時、
島の恵みを使った料理を愉しむ食事など、ブリーズベイマリーナはリゾー
トホテルに求めるサービスを豊富にご用意しています。ファミリーやグルー
プ、カップルで過ごす南の島のバカンスに最適なホテルです。

ファミリーやグループ、カップルにもお薦め！
絶景のビーチが目の前に広がる！

沖縄県宮古島市上野宮国784-1 TEL：0980-76-3000

〈3・3座席配置の一例〉

→2名並び席 →他のお客様が座ります。（空席ではありません）

通
路

窓
側

窓
側

3,000円お1人様追加代金
（大人・子ども同額）

お席が離ればなれになることはありません！！

往復

エコノミークラス席（イメージ）

※上記スケジュールについては予告なしに変更となる場合もございます。

着後、レンタカー営業所へ〈レンタカー会社の送迎あり〉 手続き後、レンタカーにてホテルへ移動
★滞在中 Sクラス レンタカー付！（1室1台、免責補償料込み）

日次

1

2

3

4

食事スケジュール

【終日】自由行動となります

出発まで自由行動となります

［ホテル泊］

［ホテル泊］

仙台空港発（10:25頃） スカイマーク チャーター便にて宮古島へ直行！！

スカイマーク チャーター便にて仙台へ直行！！

×

×
×

朝食 ホテルにてお召し上がりください 

朝食 ホテルにてお召し上がりください

【終日】自由行動となります ［ホテル泊］
朝食 ホテルにてお召し上がりください 

朝

×
×

朝

×
×
朝

午 前

みやこ下地島空港発（16:30頃）
仙台空港着（19:25頃）　着後、解散

夕刻

夜

みやこ下地島空港着（13:40頃）午 後

ホテルチェックアウト時間は各ホテルインフォメーションをご覧ください。
※出発時刻の90分前までにはレンタカーを貸出店舗へご返車ください。〈レンタカー会社の送迎で空港へ〉 

■発着地／仙台空港 
■出発日／2022年9月3日〈土〉、10月1日〈土〉
■利用予定航空会社／スカイマーク〈BC〉■最少催行人員／1名様 
■食事条件／朝食3回 ※シーウッドホテル泊の場合、昼食1回付 ※機内食はございません
■添乗員／同行しません。送迎もございません。
　お客様ご自身でレンタカーを利用してホテルまでご移動いただきます。 

スタッフは介在しない「セルフチェックイン」スタイル！！

※３人目はソファーベッド利用 朝食（イメージ）
客室定員：３名／広さ：約３０㎡

朝食はホテル正面にある「食彩亭むつ美」
でお召し上がりいただきます。

※お隣同士の席を確約するもので、2人掛けの席を確約するものではありません

※チャーター便のため、フライトスケジュールが変更になる場合がございます

2021年オープン！！ 街の中心部に立地！ 
リゾートも街散策も思いのままに。リゾート ＆ 街歩きも満喫！

B たびのホテル lit 宮古島

「ホットクロスポイント サンタモニカ　ウインズ館」
が8月よりホテル名を変更。自由気ままなアクティ
ブトラベラーに最適なリゾートで、周辺にはライブ
レストランやシギラ黄金温泉など、南の島の楽し
さをより一層盛り上げる施設も。アクティビティも
豊富にご用意しております。

沖縄県宮古島市上野字宮国974-1  TEL：0980-74-7070

2021年8月にホテル名を変更！
宮古島の広大なリゾートを思い切り満喫！

●アクセス／みやこ下地島空港から車で約50分／駐車場あり〈無料〉 ●アクセス／みやこ下地島空港から車で約50分／駐車場あり〈無料〉
■チェックイン 15：00～ ■チェックアウト ～11：00

ホテル全景（イメージ）

ホテル全景（イメージ）

ホテル外観（イメージ）

お部屋の一例

お部屋の一例
プール（イメージ）

朝食は豪華な和朝食をご用意

沖縄県宮古島市伊良部字伊良部818番5 TEL：0980-74-5511

＜エコプランの清掃について＞ゴミ回収・タオル交換・アメニティ補充のみ ※お部屋に入る必要がない場合
は、ドアの外に使用済みタオル・ゴミを出していただければ、回収し、新しいものをご用意させていただきます。
シーツ・枕カバー・デュベ（ベッドカバー）・お部屋着・アメニティー（歯ブラシ・ヘアブラシ）等は交換致しません。

タワー館／2F～11F 室内31㎡ テラス7㎡

スタンダードツイン

朝食イメージ

定番の和・洋や琉球料理はも
ちろん、多国籍料理をアレン
ジした料理が100種類以上
が並びます。※予約時の館と異
なる朝食会場となる場合がござい
ます。また、朝食内容が変更にな
る場合もございます。予めご了承く
ださい。

こだわりブッフェ
（朝食：7:00～10:00）

宮古島
平良地区

お部屋の一例

大浴場 イメージ

外観イメージ

繁華街もビーチも徒歩圏内の好立地！ダイバーにおすすめ

C 観光ホテル セイルイン宮古島 宮古島
平良地区

お部屋の一例 外観イメージ

2020年12月オープン！ ミニキッチン、
洗濯機、乾燥機付のカジュアルリゾートコンドミニアムで伊良部島を堪能！！

A ブルーコーブテラス

ご滞在中のルームクリーニングはありません。連泊の場合、交換用のタオルやアメニティの
補充は１階の貸し出しコーナーにてご準備しております。

伊良部島
エリア

お部屋の一例 外観イメージ

朝食3回付 朝食3回付朝食3回付

沖縄県宮古島市平良西里596  TEL：0980-75-3100
駐車場／全60台（第1、第2駐車場）： 1台1日1,000円（税込） ※先着順（予約不可）

ホテル詳細
は公式HPを
ご覧ください

ホテル詳細
は公式HPを
ご覧ください

ホテル詳細
は公式HPを
ご覧ください

ホテル詳細
は公式HPを
ご覧ください

ホテル詳細
は公式HPを
ご覧ください

来間島
ビーチエリア

ビーチ
エリア

ビーチ
エリア

伊良部島
ビーチエリア

ビーチ
エリア

ビーチ
エリア朝食3回付 朝食3回付

朝食3回・
昼食1回付

D E

I J KH

サンゴ礁のビーチに面した全58室のゲストルーム。光と風を感じるテ
ラスやプライベートな時間を演出する専用プールで非日常に浸る贅
沢なひとときをお過ごし下さい。

●アクセス／みやこ下地空港から車で約10分／駐車場あり〈無料〉
■チェックイン 15：00～ ■チェックアウト ～12：00

イラフ SUI ラグジュアリーコレクション

2018年にオープン！ サンゴ礁のビーチに面した海岸線に立地！
ラグジュアリーな施設と洗練されたサービス！

アッパーオーシャンビュールーム ガーデン ジュニアスイート 
部屋 45㎡／バルコニー 12㎡ 部屋 67㎡／プール・ガーデン 42㎡

美しい広大な海を見晴らす、素晴らしい
眺めをお楽しみいただけます。

海に張り出した岬に立っているかのように、三面開口の窓から海
を見渡すことができるレストラン。朝食はセミブッフェスタイルで。

海の眺めに溶け込むようなデザイン
のインフィニティプール

沖縄県宮古島市上野字新里1405-201 TEL: 0980-74-7400
●アクセス／みやこ下地島空港から車で約50分／駐車場あり〈無料〉
■チェックイン 15：00～■チェックアウト ～11：00

■チェックイン 15：00～■チェックアウト ～11：00

ホテル シギラ ミラージュ

ワンランク上の地上の楽園へのゲートウェイ！
訪れる人を心から満たすリゾート

宮古島
南岸地区

沖縄県宮古島市上野字新里926-25 TEL: 0980-74-7100
●アクセス／みやこ下地島空港から車で約50分／駐車場40台〈無料〉

●アクセス／みやこ下地島空港から車で約40分／駐車場77台〈無料〉 ■チェックイン 15：00～ ■チェックアウト ～11：00

シギラベイサイドスイート アラマンダ

テラスからは、視界いっぱいに広がる青い海！
理想に描いたリゾートステイを実現。

宮古島
南岸地区

朝食3回付 朝食3回付 朝食3回付

カーナビをご利用のお客様へ マップコード　1 072 194 791*21
沖縄県宮古島市下地字来間484-7 TEL: 0980-74-7888

ホテル詳細
は公式HPを
ご覧ください

沖縄県宮古島市城辺友利542 TEL：0980-77-8200 

●アクセス／みやこ下地島空港から車で約50分／駐車場あり〈無料〉
■チェックイン 15：00～　■チェックアウト ～11：00

ビーチ
エリア

アラマンダ インギャー コーラルヴィレッジ

絶景に囲まれたリゾート！  4名まで宿泊可能！！
別荘のようにくつろげるコテージで余暇を。朝食3回付朝食3回付

宮古島
南岸地区

※ 車 ⁄ 駐車場台数：フロント前エントランス4台、第2駐車場40台 

G

※ツイン＋キングベット１台のお部屋のため、４名の場合
　はキングベッド１台を２名様でご利用いただきます。

ホテル詳細
は公式HPを
ご覧ください

東洋一美しいとも称される「前浜ビーチ」が眼前に広がる
異国情緒にあふれた人気リゾートホテル

ビーチ
エリア 朝食3回付

F

沖縄県宮古島市下地字与那覇914 TEL: 0980-76-2109
●アクセス／みやこ下地島空港から車で約60分／駐車場あり〈無料〉
■チェックイン 14：00～■チェックアウト ～11：00

宮古島 東急ホテル＆リゾーツ
宮古島
前浜ビーチ

ホテル全景〈イメージ〉

宮古島の中でもひときわ美しい前
浜ビーチが眼前に広がる人気のリ
ゾートホテルです。ゆとりある設計
のお部屋、充実のマリンアクティ
ビティのほか、レストランでは熟練
シェフがおりなす料理とともに優
雅なひとときをご提供します。 

コーラルウィング 部屋指定なし

コーラルウイング棟のお部屋は全タイプバス
ルームとトイレが別々となっており、より一層
広 と々した空間をご提供しております。

お部屋の一例

オーシャンウィング 部屋指定なし

ゆったりと設計された客室がリゾート気分を豊
かに演出。潮風を感じながらバルコニーで眺め
るサンセットシーンが楽しめます。

お部屋の一例

朝食（イメージ）

ご朝食はバラエティ豊かなブッフェスタイルと、
釜炊きご飯が自慢の和定食よりお選びください。

サンセットクルーズ（イメージ）

宮古島を満喫するアクティビティも多彩!

沖縄県宮古島市平良字下里3番地  TEL：0980-74-3854沖縄県宮古島市伊良部字国仲183-8  TEL：0980-79-7411 

■旅行代金（お1人様） 単位：円

ホテル名 1室利用
人数

※シーウッドホテルの食事なし添い寝子供代金（満2歳まで）は75,000円、朝食付添い寝子供代金（満3～5歳／昼食なし）は99,000
円となります。※ホテルシーブリーズ コーラル、アラマンダ インギャーコーラル ヴィレッジ、宮古島  東急ホテル＆リゾーツ、ブリーズベイ 
マリーナ、シギラベイサイド スイート アラマンダ、ホテル シギラ ミラージュの添い寝子供（ベッドなし）についてはお問い合わせください。

宮古島 
東急ホテル
＆リゾーツ

F

109,800
119,800
149,800
114,800
124,800
164,800
119,800
139,800
134,800
169,800
129,800
139,800
159,800
214,800
164,800
174,800
184,800
279,800
189,800
199,800
209,800
334,800
159,800
174,800
209,800
334,800
169,800
189,800
294,800
234,800
289,800
494,800
189,800
224,800
364,800
244,800
399,800
204,800
244,800
389,800

109,800
119,800
149,800
114,800
124,800
164,800
119,800
139,800
129,800
159,800
124,800
134,800
149,800
204,800
139,800
144,800
154,800
224,800
154,800
159,800
169,800
249,800
134,800
144,800
164,800
249,800
154,800
169,800
254,800
209,800
254,800
424,800
159,800
179,800
279,800
189,800
299,800
194,800
234,800
374,800
244,800
309,800
454,800

イラフ SUI 
ラグジュアリー
コレクション

3名1室

2名1室

1名1室

3名1室

2名1室

1名1室

2名1室

1名1室

2名1室

1名1室

4名1室

3名1室

2名1室

1名1室

4名1室

3名1室

2名1室

1名1室

4名1室

3名1室

2名1室

1名1室

4名1室

3名1室

2名1室

1名1室

3名1室

2名1室

1名1室

3名1室

2名1室

1名1室

3名1室

2名1室

1名1室

2名1室

1名1室

3名1室

2名1室

1名1室

3名1室

2名1室

1名1室

首里ハウス
デラックスルーム

プレミア
プールビラハウス

（2階以上確約）

※3名1室利用の場合、ベッド2台
  +引き出し式の親子ベッドまたは
  エキストラベッド利用となります。

※3名1室利用の場合、ベッド2台
+エキストラベッド利用となります。
〈SDJ22AMBA-002〉

〈SDJ22AMBA-001〉

部屋タイプ
〈〉内はツアーコード

〈SDJ22AMB-014〉

オーシャンウイング
（部屋指定なし）
※3名の場合、エキストラ
ベッドをご用意いたします。

※3名の場合、エキストラ
ベッドをご用意いたします。

〈SDJ22AMB-015〉

コーラルウイング
（部屋指定なし）
※3名以上の場合、エキストラ
ベッドをご用意いたします。

※3名の場合、エキストラ
ベッドをご用意いたします。

※3名の場合、ソファー
ベットをご用意いたします。

アッパー
オーシャンビュー

ガーデン
ジュニアスイート
※3名の場合、ソファー
ベットをご用意いたします
〈SDJ22AMB-009〉

※3名の場合、ソファー
ベットをご用意いたします

〈SDJ22AMB-001〉

〈SDJ22AMB-012〉

〈SDJ22AMB-011〉

〈SDJ22AMB-007〉

〈SDJ22AMB-010〉

〈SDJ22AMB-005〉

〈SDJ22AMB-006〉

ツインルーム

スタンダード
ルーム

カジュアルツイン

〈SDJ22AMB-008〉

スタンダード
ツイン

〈SDJ22AMB-013〉
ツインルーム

スーペリア
ルーム

スーペリア スイート

ジャグジーヴィラ
※ツイン＋キングベット１台のお部
屋のため、４名の場合はキングベッ
ド１台を２名でご利用いただきます。

9/3（土）
出発

10/1（土）
出発

ホテル シギラ
ミラージュ

観光ホテル
セイルイン宮古島

ホテル
シーブリーズコーラル

ブルーコーブ
テラス

シギラベイサイド
スイート
アラマンダ

たびのホテル
lit宮古島

ブリーズベイ
マリーナ

アラマンダ
インギャーコーラル
ヴィレッジ

C

B

A

D

E

G

K

J

I

H シーウッドホテル
宮古島来間リゾート

※ご旅行お申し込み時に合わせてお申し込みください。※お申し込み後の手配となりますので、ご希望に添えない場合があります。窓側、通路側等のシートリクエストはお受けできません。※お申し込み
後（及び現地での）の変更はお受けできません。※お申し込み後のお取り消しは、お申し込み時期により、取消料が必要となります。

ホテル全景〈イメージ〉

インフィニティプール〈イメージ〉

ホテル全景〈イメージ〉

宿泊者用プール〈イメージ〉

ホテル本館〈イメージ〉

ホテル外観〈イメージ〉

ホテル詳細
は公式HPを
ご覧ください

ホテル詳細
は公式HPを
ご覧ください

ホテル詳細
は公式HPを
ご覧ください

ホテル シーブリーズコーラル ブリーズベイ マリーナ

伊良部島
エリア

レストラン〈イメージ〉

お部屋の一例 プール〈イメージ〉

宮古島
南岸地区

宮古島
南岸地区

宮古島西里の飲食店街の近くに【たびのホテ
ル宮古島】がOPEN！ 安心・安らぎのシモンズ
ベッドを使用し、混雑状況を客室のテレビでリ
アルタイムに確認することができる大浴場も
大好評です。

朝食はバイキング、お部屋は全てバルコニー
付ツインルーム。屋上にはダイビング器材の
洗い場・干し場を完備
し、快適にマリンレ
ジャーが楽しめます。ロ
ビー、レストラン、全室
でWｉ-Fiもご利用いた
だけます。

ミニキッチン、洗濯機、乾燥機付きのカ
ジュアルリゾートホテル。伊良部島を
中心とした観光には最適です。

朝食（イメージ）

プライベートプールとガーデンを備え、プライバシーを十分
に確保したお部屋です。

ホテル全景〈イメージ〉

宮古島の優雅なリゾー
ト時間を堪能できる、ワ
ンランク上のリゾート。
シギラビーチへ歩いて
すぐの「ベイサイド」か
ら見渡す眩いばかりの
オーシャンビューはもち
ろんのこと、丘の上に
立つ「ヒルサイド」から
望む海と空のパノラマ
ビューも滞在を特別な
ものにします。

スーペリア ルーム

お部屋の一例

プール〈イメージ〉

ベイサイド

洗練された大人にふさわしい全室スイート
のプレミアム・プライベートホテル。贅沢な
空間には、ゆるやかに時が流れ、日常から
解き放つ様々な喜びに満ちています。心か
ら開放する特別なバカンスを。

スーペリア スイート
ホテル本館（1F～4F）のスイートルーム。朝食は和
食、洋食取り揃えたブッフェスタイル。宮古島の食材が
並びます。朝食レストランには海が見えるテラス席もあ
り、ゆっくりと朝のひとときをお過ごしいただけます。

お部屋の一例

●室内55m²
●テラス10～17m²

ラグーン棟〈イメージ〉

客室はすべて、４名まで宿
泊可能なコテージタイプ。
すべてにロフトを備え、リ
ビングを広々とお使いい
ただけます。テラスには、
バスタイムをゆったりと楽
しめるジャグジーバスもご
用意。ヴィレッジ内には海
を一望できるプールや
バーベキューを楽しめるレ
ストランなども備えます。

●お部屋の広さ／室内43m²、テラス10m²、
ロフト12m² ●定員／1～4名様

ホテル全景（イメージ）

お部屋の一例

メインベッド（イメージ）ジャグジー（イメージ）

コテージ（イメージ）

プールサイドからは東シナ海を一望

●アクセス／みやこ下地島空港より約26分  
■チェックイン 15：00～　■チェックアウト ～11：00

●アクセス／みやこ下地島空港から車で約30分／駐車場あり〈無料〉
■チェックイン 14：00～　■チェックアウト ～11：00

●アクセス／みやこ下地島空港から車で約6分／駐車場あり〈無料〉
■チェックイン 15：00～　■チェックアウト ～10：00

全室オーシャンビュー

シーウッドホテル 来間島
エリア

 2020年2月 グランドオープン
“暮らすように滞在”できる絶景リゾート！
 2020年2月 グランドオープン
“暮らすように滞在”できる絶景リゾート！

プレミアプールビラハウス首里ハウス／デラックスルーム
「家(ハウス)」をモチーフとしたビラハウス

●敷地面積：149～311㎡ ●建物面積73㎡ ●プール7m

お部屋の一例プール〈イメージ〉お部屋の一例

ゆったりとしたバスルームが好評

●占有面積48㎡（バルコニー含む）

宮古島と来間（くりま）大橋
でつながる離島「来間島」
にオープンした「ハウス（家）
」をコンセプトとした全169
邸のリゾート。「暮らすように
旅をする」をテーマに、透き
通る海、満点の星が広がる
絶好のロケーションです。

1

2

3

5 6

ここがうれしい6つの宿泊ポイント

ウェルカムドリンクウェルカムドリンク

（誕生日・結婚記念日・ハネムーン）（誕生日・結婚記念日・ハネムーン）

アーリーチェックイン14：00～（通常15時）
レイトチェックアウト ～12：00（通常11時）

昼食（イメージ）

ホテルオリジナル記念写真プレゼント！！

アニバーサリー特典 要事前予約 首里ハウス／デラックスルームは
2階以上のお部屋 確約！！フォトフレーム付

ビーチハウスレストラン（イメージ）

宮古島来間リゾート

※14:00～20:00チェックイン
　ロビー（竜宮ハウス）にて　

ビーチハウスレストラン「KISSHO」の全メニュー
（コース料理は除く） または テイクアウトBOXから選択可能！！

※コーヒー・紅茶等が無料／15:00～17:00
和食レストラン「日本料理 吉祥」にてラウンジサービス

※1泊につき1回、宿泊翌日に限り利用可能、クーポン記載の指定日以外の利用不可。ベッド利用者のみとなります
4 滞在中1回昼食付！！

首里ハウス（イメージ）




