
沖縄

全41メニューの中から お一人様1泊につき1つ、
お好きなメニューにご利用OK!

お楽しみチケットメニュー
一覧

☎連絡先　住住所 休定休日（不定休の場合は事前にご確認ください。記載がない場合、無休となります。）　除設定除外日　時利用可能時間　￥現地販売価格　
出出発時間　集集合場所・時間　要所要時間　含料金に含まれるもの　レ利用レストラン　 メニュー内容　 チケット提出先提

マークのご案内
参参加資格（記載がない場合、参加者に制限はございません。） 

1 国頭村（くにがみそん）｜
やんばる国立公園指定内施設

大
だいせきりんざん

石林山 入山
2億5千万年の熱帯カルスト、足もと️に
きざまれた古の記憶。太古より継ぐ生
命の物語を体感。
住 国頭郡国頭村宜名真１２４１
☎ 0980-41-8117
時 9：30〜16：30（17:30閉園）
￥大人 1,200円
　 小人（4〜14歳） 550円
※�3歳以下は無料となります。
参 �14歳以下は保護者
同伴となります。

含 入山代
提 入山チケット売り場
　係員
※�軽装、運動靴での参
加をおすすめします。

P無料
悟空岩（イメージ）

3 本部町（もと️ぶちょう）｜
国営沖縄記念公園（海洋博公園）
沖縄美ら海水族館 入館

世界最大級の大水槽で泳ぐジンベエザメ
やナンヨウマンタなどが観察できます。
住 国頭郡本部町石川４２４（海洋博公園）　　
☎ 0980-48-3748　休 除 2018年12/5、12/6
時 10〜2月 8：30〜18：30（入館締切17：30）
　 3〜9月 8:30〜20：00（入館締切19：00）
￥大人 1,850円、高校生 1,230円、
　小・中学生 610円
※16:00以降の入館は、
　大人 1,290円、
　高校生 860円、
　小・中学生 430円
※6歳未満は無料と
　なります。
提 券売所窓口係員

P無料
（イメージ）

7 本部町（もと️ぶちょう）｜
ドライブインレストランハワイ
Ａランチ

「Aランチと️は」沖縄の食堂メニューに
あるおトクな定食のこと️。【沖縄Aラン
チ選手権】初代グランプリ獲得店です。
住 国頭郡本部町崎本部４５７８
☎ 0980-47-2927　休木曜日
時１１：00〜２１：00（ラストオーダー20：45）
※水曜日は１6：00まで。
￥ 1,190円

 とんかつ・ハンバーグ・
エビフライ・焼肉・たま
ご焼き・スパゲッティ＋
ライス

提 店舗係員

※8名様以上の場合ご利用日の前日までに要予約
P無料

（イメージ）

8 今帰仁村（なきじんそん）

今
なきじんじょうあと

帰仁城跡 入場
世界遺産に登録されたグスク群の中で
も最大級の規模を誇る今帰仁城跡。ひと️
時の琉球王朝ロマンを感じてください。
住 国頭郡今帰仁村今泊５１０１
☎ 0980-56-4400
時  10〜4月 8：00〜18：00（最終受付17：30）
　 5・6月 8：00〜19：00（最終受付18:30）

城跡は季節により開園前・閉園後の時間延長
を行いますのでお問い合わせください。

￥大人 400円、
　小学生〜高校生
　300円
※�未就学児は無料とな
ります。
提 グスク交流
　センター係員

P無料
（イメージ）

9 今帰仁村（なきじんそん）

古
こ う り

宇利
オーシャンタワー 入園

（オリジナルアイスクリーム付き）
海抜約82mから見渡せるブルーグラデ
ーションの海は心奪われる絶景！
住 国頭郡今帰仁村古宇利５３８
☎ 0980-56-1616
時 9:00〜18:00（最終受付：17:30）
￥大人 1,060円、6〜１２歳 560円
※未就学児は入園のみ無料となります。
参 12歳以下は保護者同伴となります。　提 受付係員
�※�アイスクリームは、オリジナルソフトクリーム
に変更する場合もあります。

P無料
（イメージ）

10 名護市（なごし）
ナゴパイナップル
パーク 入園

（パイナップル号乗車・オリジナ
ルパインソフトクリーム付き）

パイナップルを見て、食べて、飲んで、たっ
ぷりと️沖縄のパイナップルを楽しめます。
住 名護市為又１１９５　☎ 0980-53-3659
時 9：00〜18：00（カート受付17：30）
￥大人（高校生以上） 1,130円、
　中学生 880円、小学生 730円
※�未就学児は入園・パイナップル号乗車のみ無料となります。
提 総合受付係員

P無料
（イメージ）

11 名護市（なごし）
ネオパーク
オキナワ 入園

園内には放し飼いの動物達がいっぱい。
動物達と️の垣根のないふれあいを
お楽しみください。
住 名護市名護４６０７－４１
☎ 0980-52-6348
時 9：00〜17：30（最終受付17：00）
￥大人 660円、中・高校生 330円、
　４歳〜小学生 220円
※�3歳以下は入園無料
となります。
提 入園受付係員

P無料
（イメージ）

沖縄本島
メニュー

万座毛
（イメージ）

4 本部町（もと️ぶちょう）
琉宮城蝶々園 入園

（ブルーシールアイス付き）
日本最大級の蝶「オオゴマダラ」の見学
と️、クイズラリー＆お楽しみ抽選会をお
楽しみください。
住 国頭郡本部町山川３９０－１
☎ 0980-48-3456
時 9：00〜17：00（最終受付16：30）
￥大人 800円、3〜15歳 550円
※2歳以下は入園のみ無料となります。
含  蝶々園入園代、アイスクリーム代、クイズラリー代、お楽しみ抽選会代
提フロント受付

P無料
（イメージ）

6 本部町（もと️ぶちょう）｜
きしもと️食堂(八重岳店限定）
岸本そば（大）

創業明治38年、受け継がれる伝統の
『木灰沖縄そば』をと️くと️ご堪能あれ！
住 国頭郡本部町伊野波３５０－１
☎ 0980-47-6608
時 11：00〜19：00　※�売り切れ次第終了
￥ 700円
提 店舗係員

P無料
（イメージ）

5 本部町（もと️ぶちょう）｜
福レンタサイクル

「癒しのフク木並木
レンタサイクル60分+
マンゴーオンアイス付き」

安らぎと️木漏れ日の並木道。昔、沖縄
の原風景が残る風水スポットです。
住 本部町字備瀬511　☎ 0980-48-2584（9：00〜17：00）
休 不定休　時 10〜3月 9：00〜17：00（おやつ
　16：30）　4〜6月 9：00〜17：30（おやつ17：00）
￥ 1,150円　参  3歳以上
含レンタサイクル代、保険代、マンゴーオンアイス代
提 一福茶屋窓口係員�
※一福茶屋にてレンタサイクル
　だけの利用、おやつだけの利用
　も可能。オリジナルマップ付き
※前後チャイルドシート、
　補助輪付き自転車あり（3台）
※レンタサイクル18：00〜
　19：00返却可能
要予約 当日まで  P無料

レンタサイクル（イメージ）

2 国頭村（くにがみそん）｜
やんばる国立公園指定内施設
大
だいせきりんざん

石林山 入山 & ふれあい食堂「なんと屋」
やんばる田舎風アグー料理セット

2億5千万年の大自然が残る大石林山散歩と️東シナ
海の大海原が一望できるレストランで、やんばるのア
グー豚を使用した田舎風沖縄料理をご賞味ください。
住 国頭郡国頭村宜名真１２４１ ☎ 0980-41-8117
時 入山 9：30〜16：30（17:30閉園） 
　ランチ 11：00〜15：00（ラストオーダー14：30）
　入山とランチの受付時間は異なりますので、ご注意ください。
￥入山 大人 1,200円、小人（4〜14歳） 550円
　 ランチ 1,200円 ※�3歳以下の入山料は無料となります。
〈メニュー内容〉下記①〜③よりチョイス
　�①やんばるアグー鍋　②やんばるアグーそば　③やんばるアグーカレー
参 �14歳以下は保護者同伴となります。
含 入山代、ランチ代
提 入山チケット売り場係員
※�受け付けの際にランチ券をお渡しします。
※�軽装、運動靴での参加をおすすめします。

P無料
①やんばるアグー鍋（イメージ）



26 浦添市（うらそえし）｜
いしぐふー（浦添大公園店）
あぶりソーキそば

初代沖縄そば王に輝いた「いしぐふー」
の元祖あぶりソーキそばはトロトロの
軟骨ソーキが絶品。
住 浦添市仲間２－５３ 
　 浦添大公園展望台１階
☎ 080-2780-1800
休  月曜日（祝日の場合は営業、翌日休業）
時  11:00〜17:00
￥ 700円
提 店舗係員

P無料
（イメージ）

15 名護市（なごし）｜
美ら花 別邸
三枚肉そば

豚のバラ肉を、じっくり柔らかく煮込み
余分な脂を落と️しあっさり仕上げたお
そばです。
住 名護市字幸喜109
☎ 0980-53-0331
時 11：00〜15：30（ラストオーダー15：00）
   17：00〜23：00（ラストオーダー22：30）
￥ 745円
提 店舗係員

P無料
（イメージ）

19 恩納村（おんなそん）｜
ハワイアンパンケーキハウス
パニラニ
ナッツナッツパンケーキ

ハワイで大人気のパンケーキが
西海岸リゾートに上陸！ 
焼き立てのパンケーキを召し上がれ！
住 国頭郡恩納村瀬良垣６９８
☎０９８-966-1154
時 7：00〜17：00（ラストオーダー16：30）
￥ 800円
提 店舗係員
※�上記メニューは数量
限定のため、売り切
れの場合は、チョップ
ドチョコレートパン
ケーキとなります。
※�テイクアウトも可能

P無料
（イメージ）

16 うるま市
ビオスの丘 入園

美しいらんの花々がテーマの自然植物園。
住うるま市石川嘉手苅９６１－３０
☎ 098-965-3400
時 9：00〜18：00（最終受付17：00）
￥大人 900円、4歳〜小学生 500円
※3歳以下は無料となります。
参 �小学生以下は保護者同伴となります。
提 入園窓口係員

P無料
（イメージ）

17 うるま市｜
ぬちまーす観光製塩ファクトリー
ぬちまーす製塩工場見学＆
選べるスイーツ・コーヒー

海水からギネス認定のミネラル豊富なぬ
ちまーすができるまでの工程を見学し、見
学後にスイーツをお楽しみください。
住うるま市与那城宮城２７６８
☎ 098-983-1140（9：00〜17：30）
時 工場見学／9：00〜17：30
　ガイド／9：40〜16：40（20分ごとのご案内）
　カフェ／10：00〜17：30（ラストオーダー17：00）
￥ 750円（スイーツ、
　 コーヒー代）
※工場見学は無料となります。
要ガイド約10分
�塩ソフトクリームまたはケー
キ3種より1つ、コーヒー

提レストラン係員
P無料

（イメージ）

18 恩納村（おんなそん）｜
田中果実店
沖縄生マンゴーパフェ

生のマンゴーと️マンゴーシェイブアイ
スが入った贅沢な一品。
住 恩納村瀬良垣２５０３
☎ 070-5279-7785
休 不定休
時 11：00〜18：00
　（ラストオーダー
　 17：30）
￥特別設定
提 店舗係員

P無料
（イメージ）

20 恩納村（おんなそん）
琉球村 入園

沖縄の文化、芸能、自然を
見て体感できるテーマパークです。
住 国頭郡恩納村山田１１３０
☎ 098-965-1234（8：30〜17：00）
時 9:00〜18:00（最終受付17：30）
￥大人（１６歳以上）1,200円、小人（6〜１５歳）600円
※�5歳以下は無料となります。
含 入園代　提 入園窓口係員 

P無料
琉球村（イメージ）

21 沖縄市（おきなわし）
東南植物楽園 入園

約45,000坪の敷地内に広がる日本の
数か所でしか見られない珍しい植物に
も出会えます。
住 沖縄市知花２１４６　☎ 098-939-2555
時日〜木　9：00〜18：00（最終受付17：00）
　 金・土・祝前日　9：00〜22：00（最終受付21：00）
※ 11/23〜3/31のイルミネーション期間は

毎日9：00〜22：00（最終受付21：00）　
　イルミネーション（18：00〜22：00）
￥  大人 1,500円、高校生 1,000円、6歳〜中学生 500円
　 イルミネーション 1,800円  ※5歳以下は無料となります。
提 受付係員 ※貸切営業の際にはご利用いただけない場合があります。

P無料
イルミネーション（イメージ）

22 沖縄市（おきなわし）｜
チャーリー多幸寿（タコス）

（アベニュー店限定）
タコスセット

（ソフトドリンク付き）
チャーリーオリジナルのタコス。
ビーフ・ツナ・チキンの中から３ピース
をチョイス。
住 沖縄市中央４－１１－５　☎ 098-937-4627
休 木曜日（祝日は営業）
時 11：00〜21：00（ラストオーダー20：45）
￥ 820円
提 店舗係員

P無料（1時間まで・指定パーキング）
（イメージ）

23 嘉手納町（かでなちょう）｜
道の駅かでな

「ロータリードライブイン」
ジャンボチーズバーガー

国際色あふれる街 嘉手納生まれの
看板メニュー。アメリカンサイズの
バーガーをご賞味あれ！
住  嘉手納町字屋良1026－3
　道の駅かでな2階
☎ 098-956-5819
時 9：00〜23：00（ラストオーダー22：00）
￥ 630円　提 店舗係員

P無料
（イメージ）

24 北谷町（ちゃたんちょう）他｜
ブルーシール（北谷店・豊崎店・デポアイラ
ンド店・デポアイランドシーサイド店限定）
ブルーシールサンデー

アイス1種＆ソフトクリーム1種が選べるおトクなサンデー
住 北谷店：中頭郡北谷町美浜１－５－８
　 豊崎店：豊見城市豊崎１－４１１ ライフスタイルセンターとみとん内
　 デポアイランド店： 中頭郡北谷町美浜９－１ デポアイランドビルＤ館２階
　 デポアイランドシーサイド店：中頭郡北谷町美浜9－21 デポアイランドシーサイド2階
☎ 北谷店：098－936－9659　 豊崎店：098－840－6632
　 デポアイランド店：098－989－5133
　 デポアイランドシーサイド店：098－982－7650
時 北谷店：日〜木：10：00〜24：00／金・土：10：00〜25：00
　 豊崎店：10：00〜22：00
　 デポアイランド店：月〜木：10：00〜22：00／
　　　　　　　　　 金〜日：10：00〜23：00　
　 デポアイランドシーサイド店：10：00〜22：00
※営業時間は変更となる場合があります。
￥ 580円　提 店舗係員
※いずれか1店舗のみの利用

P無料
（イメージ）

27 読谷村（よみたんそん）｜
体験王国むら咲むら
体験王国むら咲むら 入園

琉球吹きガラスやシーサー作り、沖縄そ
ばに乗馬、レーシングカートまでさまざ
まな体験が楽しめます。
住 中頭郡読谷村字高志保1020－1
☎ 098-958-1111
時  9：00〜17：30
￥大人 600円、中高生 500円、小学生 400円
含  入園料　提 入園チケット売り場

P無料
（イメージ）

25 北谷町（ちゃたんちょう）他｜
タコライスcafe きじむなぁ

（Ⓐデポアイランド店
 Ⓑ瀬長島ウミカジテラス店）
オムタコ

沖縄でぜったい食べておきたい名物タコライス
住 Ⓐ中頭郡北谷町美浜９－１
　 　デポアイランドビルＣ棟２階
　 Ⓑ豊見城市瀬長174－6
☎  Ⓐ098-989-5100　Ⓑ098-851-3023
時 Ⓐ11：00〜22：00　Ⓑ10：00〜20：30
￥ 780円　提 店舗係員

P無料
（イメージ）

※トッピングは別途追加代金が必要となります。
※いずれか1店舗のみの利用

13 名護市（なごし）
ＯＫＩＮＡＷＡ
フルーツらんど入園
＋ 飲むエステ美汁果汁（ミニ）

スカイホリデーラウンジにて
ウェルカムパイナップル付き
住 名護市為又１２２０－７１　☎ 0980-52-1568
時 9：00〜18：00（最終受付17：00）
￥大人 1,450円、4〜15歳 800円
※�4〜15歳は入園、旅のスイーツ詰合せ菓子となります。
※�3歳以下は入園のみ無料となります。
提 総合案内所係員

P無料
（イメージ） 美汁果汁（イメージ） 旅のスイーツ（イメージ）

12 名護市（なごし）｜
御菓子御殿 名護店
DINO恐竜パーク入園＆　
オリジナルスイーツセット

やんばる亜熱帯の森に恐竜出現！原始的な世
界へタイムスリップした気分が体感できます。
住 名護市中山１０２４－１　☎ 0980-54-8515
時  ショップ：9：00〜18：00
　やんばる亜熱帯の森：9：00〜18：00
　（最終入園17：30）
￥大人�1,500円、4〜15歳�1,300円
※3歳以下は入園のみ
　無料となります。
提 入園券売り場係員
※�オリジナルスイーツ
は、ちんすこうトッピン
グバニラソフト、やんば
る特産シークヮーサー
ジュースとなります。
P無料

（イメージ）

14 名護市（なごし）｜
百年古家　大家
大
う ふ や ー

家そばセット
100年の歴史を刻む古民家を復元した
ゆったりと️した空間で沖縄そばを。
住 名護市中山９０　☎０９８０-５３-０２８０
時１１：0０〜１6:30　￥ 1,030円

 大家そば、ジューシー、パパイヤのキムチ漬
提 店舗係員　
※店内は禁煙となります。

P無料
（イメージ）



30 那覇市（なはし）｜
お食事処 みかど
沖縄ちゃんぽん

沖縄でちゃんぽんと️いえば、ご飯に具
をのせてスプーンで食べる料理。
このお店は沖縄ちゃんぽんの元祖。
住 那覇市松山１－３－１８
☎ 098-868-7082　休 不定休
時 8：00〜24：30（ラストオーダー24：00）
￥ 650円
提 店舗係員
※�予約は受け付けており
ません。10名様以上
の場合はお待ちいただ
く場合があります。

Pなし（近隣にコインパーキングあり）
（イメージ）

31 那覇市（なはし）｜
Vita Smoothies（ビタ スムージーズ）
お好きなスムージー1杯

素材にこだわった季節感あふれる
スムージーが20種類以上揃う専門店。
住 那覇市牧志２－１７－１７
☎ 098-863-3929　休 火曜日
時 10:30〜20:00（ラストオーダー19：30）
提 店舗係員
※�700円を上回る場合は差額を現地にてお支払いください。
※テイクアウト可

P有料
（イメージ）

33 南城市（なんじょうし）
おきなわワールド

（玉泉洞・王国村）入園
沖縄を代表する鍾乳洞「玉泉洞」や
エイサーもお楽しみいただけます。
住 南城市玉城前川１３３６
☎ 098-949-7421
時 9：00〜18：00
　（最終受付17：00）
￥大人 1,240円、
　4〜14歳 620円
※3歳以下は入園
　無料となります。
提 入園券売り場係員

P無料
（イメージ）

白ヘビとの記念撮影
（1回1,000円）時の
焼き増し料金1枚無料
（通常1枚500円）

34 南城市（なんじょうし）｜
浜辺の茶屋または山の茶屋 楽水
ドリンクサービス（500円分）

海の目の前に建つ手作りカフェ・森の中に佇
むベジタリアンカフェで心安らぐひと️と️きを。
住 浜辺の茶屋：南城市玉城字玉城２－１
　 山の茶屋 楽水：南城市玉城字玉城１９－１
☎ 浜辺の茶屋：098-948-2073　山の茶屋：098-948-1227
休 山の茶屋：日曜日
時 浜辺の茶屋：〈月曜日〉14：00〜21：00（ラストオーダー20：00）

〈火〜木曜日〉10：00〜21：00（ラストオーダー20：00）
〈金〜日曜日〉8：00〜21：00（ラストオーダー20：00）
山の茶屋：11:00〜18:00（ラストオーダー17:00）
 浜辺の茶屋：ハイビスカスティー、ハンドドリップコーヒー等
山の茶屋：グァバジュース、オリジナルコーヒー等

提 店舗係員
※�500円を下回るドリンクの場合返
金はありません。上回る場合は差
額を現地にてお支払いください。
※どちらか1店舗のみのご利用となります。
P無料

浜辺の茶屋（イメージ）

35 南城市（なんじょうし）｜
リゾートレストラン 
せぃふぁー
①なんこつカレー
②沖縄そば
③タコライス

180度オーシャンビューの特等席で、
ごゆっくりお召し上がりください。
住 南城市知念字久手堅５３９ 地域物産館２階
☎ 098-948-1070※ナビでの目的地の設定は
　電話番号ではなく、住所で設定してください。
休 不定休
時 11:00〜15:00
￥①1,000円
　 ②750円
　 ③1,000円
提 店舗係員

P無料

斎場御獄入場チケット割引
300円⇒200円

①なんこつカレー（イメージ）

36 南城市（なんじょうし）｜
みーばるマリンセンター
グラスボート乗船

船の底が一部ガラス張りになっているボー
トです。雨の日でもお楽しみいただけます。
住 南城市玉城百名1599－6
☎ 098-948-1103
時 8：30〜17：00（最終受付16：30）
￥  大人 1,500円、4〜12歳 800円
※�3歳以下は無料となります。
集 みーばるマリンセンター
要  約40分／

実体験時間約20分
提  グラスボート乗船

券売り場係員
※�当日の天候により欠
航する場合がありま
すので事前に現地
へご確認ください。

P有料（みーばるマリンセンター専用駐車場500円／1日）
（イメージ）

28 那覇市（なはし）｜
ウエストマリン
水中観光船
オルカ号乗船

海中を優雅に泳ぐ色と️りどりの
熱帯魚を水中展望室からウォッチング！
住 那覇市通堂町２－１ 那覇埠頭船客待合所
☎ 098-866-0489（8：30〜20：30）
￥大人 3,000円、6〜12歳 1,500円
※5歳以下は無料となります。
参 �12歳以下は保護者同伴となります。
出 1便9:00、2便10:15、3便11:45、4便14：00、5便15：30
集 那覇埠頭船客待合所／出港時間の20分前
要 約50分　含 乗船代、保険代
提 受付カウンター係員
※�ドック入り（点検・修理）
等の理由により催行中止
となる場合があります。

要予約 前日まで ※空きがあれば当日でも予約可能
P有料

（イメージ）

29 那覇市（なはし）｜
沖縄そばと️海産物料理の店
楚辺（そべ）
沖縄そば

（ソフトドリンク1杯付き）
昔ながらの古民家で、沖縄の風情を
感じながらお食事を。
住 那覇市楚辺２－３７－４０
☎ 098-853-7224
時 11：30〜21：00（ラストオーダー20：30）
※�売り切れ次第終了
￥ 900円
提 店舗係員

P無料
（イメージ）

37 糸満市（いと️まんし）｜
琉球ガラス村
吹きガラス体験

吹きガラスでオンリーワンの輝きを放つ
多彩な手作りグラス体験ができます。
住 糸満市福地１６９　☎ 098-997-4784
時 9：00〜18:00（工場見学 8：30〜17：30）
　体験時間：9：30〜11：30／14：00〜16：00
※12：00〜14：00は休憩時間のためご利用いただけません。
￥ 1,620円　参 7歳以上
集 グラス体験受付カウンター／開始時間の30分前
要 約5〜6分　含  グラス作り体験代
提 グラス体験受付カウンター係員
※体験の順番は受付順となります。　※体験は一人ずつ工場
内で行うため多少の待ち時間が
発生します。　※貸切の場合は
貸切終了後のご案内となります。
※作品は当日お持ち帰りできま
せん、後日郵送となります。（別
途送料はお客様負担）

P無料
（イメージ）

39 豊見城市（と️みぐすくし）｜
上間菓子店
スッパイマン工場見学＆
梅キャンディー詰め放題1回

あまずっぱさがやみつきの乾燥梅、スッ
パイマンの製造工程をのぞいてみよう！
住 豊見城市豊崎３－６４　☎ 098-840-6000（9：00〜17：00）
休日曜日・祝日
時  工場見学／9:00〜11:30、13:00〜16:30
　 詰め放題／9：00〜17：00
￥ 500円（お菓子詰め放題）　※工場見学は無料となります。
参 未成年者のみの見学はできません。　要 ガイド約25分
�スッパイマン梅キャンディー・梅コロキャン
ディーの詰め放題（併設の上間商店にて）

提 店舗係員
※動画撮影・メモ取り禁止
※�見学は2階からとな
り、階段の昇降・段
差があります。

P無料
（イメージ）

40 豊見城市（と️みぐすくし）｜
瀬長島ホテル

「琉球温泉龍神の湯」
入浴利用券

慶良間諸島に沈む夕陽を眺めながらの
贅沢な温泉タイムがおすすめ。
住 豊見城市字瀬長174－５　☎ 098-851-7167
時 6：00〜24：00（最終入場23：00）
￥ 大人 平日1,330円 休前日・休日1,540円、小学生 全日720円
※�未就学児は無料となりますが、バスタオル・フェイスタオルは付きません。
参小学生以下は保護者同伴となります。
含  バスタオル・フェイスタオル各1枚　提 龍神の湯 フロント
※�おむつをされている方、タトゥー・入れ墨が入ってい
　�る方はご入浴いただけま
せん。おむつをされている
方はシャワーブースのみの
ご利用となります。
※�小学生のお子様が入浴さ
れる際は同性の大人の方
の同伴が必要となります。

P無料
（イメージ）

38 糸満市（いと️まんし）｜
ひめゆり会館
①タコライス
② 沖縄そば&
　じゅうしいおにぎり1個 

住 糸満市伊原７３４　☎ 098-997-3000
時 10：30〜16：00（ラストオーダー15：00）
￥①550円　②特別設定
レ チュラホール
提 注文時お申し出、受け取り時に店舗係員

P無料
沖縄そば（イメージ）

手作りサーターアンダギー付き（②のみ）

タコライス（イメージ）

41 ANA FESTA
ＡＮＡ ＦEＳＴＡ500円分お買い物券

ANA FESTA店舗で500円分のお買い物券と️してご利用可能です。
☎ 時 各店舗へお問い合わせください。
http://www.anafesta.com/

【ご利用可能店舗】
《北海道》　 千歳・函館・釧路・稚内・旭川
《本州》　　 秋田・大館能代・庄内・仙台・成田・羽田・小松・富山・中部・伊丹・関西・神戸・岡山・

広島・宇部・鳥取・米子
《四国》　　 高松・高知・松山
《九州・沖縄》 福岡・大分・長崎・佐賀・宮崎・熊本・鹿児島・那覇・石垣
その他、レストラン等でもご利用いただけます。取扱店の詳細についてはホームページの「空港
でお食事」「空港でカフェ」をご覧ください。

【ご注意】
一部ご利用いただけない店舗もございます。（免税店）
お釣りは出ません。換金はできません。その他割引との併用はできません。
対象外商品がございます。現地販売員にご確認ください。
※2018年11月現在の情報です。

32 那覇市（なはし）｜
あげパン工房アントシモ

（那覇本店限定）
沖縄ぱおず2個

（7種類からチョイス）
住 那覇市久茂地1－5－1　☎ 098-861-2087
休 水曜日　時 10：00〜21：00※売り切れ次第終了
￥ 440円（1個220円）
�Ａパン（あずきあんこと
おもち）、Bパン（紅芋あ
んことおもち）、Cパン（お
肉たっぷりかれーぱん）、
Gパン（黒ごまあんこと
おもち）、Tパン（タコス
ミートとチーズ）、Jパン

（じゃがいもぱん）Acパ
ン（シナモンアップルと
カスタードクリーム）

提 店舗係員

Pなし（近隣にコインパーキングあり）
Aパン（イメージ）



【チケットのご案内】
●チケットは、ホテルチェックイン時にお渡しします。お受け取りの際は、旅程表をご提示ください。
●有償で、「お楽しみチケット★1メニュー付」プランでお申し込みのお客様が対象です。
●ツアー参加者のみご利用いただけます。有効期間は2019年6月4日までです。
●未使用時（満員・天候・施設都合等の場合も含む）の払い戻しまたは換金や、紛失時の再発行はできません。
●現金との引き換えはできません。譲渡・転売は不可です。また、他の割引券との併用はできません。
●各メニューの施設情報、特典内容は、2018年6月現在のものです。
●記載メニュー以外はご利用いただけません。追加注文などがある場合は現地にて現金でお支払いください。
●メニューによっては混雑時にお待ちいただいたり、天候・満席・貸切・品切れ等によりご利用いただけない場合がございます。
●営業時間・定休日・ご利用時間・メニューなど、記載の内容は予告なく変更となる場合がございます。ご利用前にお客様ご自身でご

確認ください。
●グルメメニューの料理写真と器は一例です。時期により変更となる場合がございます。また、施設により2人前以上の写真もござい

ます。


