
■お申込

■お申込締切 平成29年　6月　9日（金）

■お問合わせ 株式会社 南西楽園ツーリスト　担当：清原・佐藤

アドレス：k.kiyohara@nansei-rakuen.jp

TEL：03-5786-7370　　　FAX：03-5786-7361 

〒107-0062　東京都港区南青山2-13-16　岡田ビル　　　

営業時間　平日/10:00～18:00・土日祝日/休み

■基本ご旅行代金（往復航空券＋宿泊代、朝食付）

1室1名　シングル 1室2名　ツイン

¥95,800 設定なし

¥70,800 設定なし

¥70,800 ¥70,800

¥70,800 ¥70,800

¥115,800 設定なし

¥78,800 設定なし

¥78,800 ¥77,800

¥78,800 ¥77,800

¥117,800 設定なし

¥80,800 設定なし

¥80,800 ¥79,800

¥80,800 ¥79,800

¥137,800 設定なし

¥88,800 設定なし

¥87,800 ¥87,800

¥87,800 ¥87,800

※上記は基本フライトご利用時の料金です。ご希望便により、フライト割増料金がかかります。

詳細は下記「フライトスケジュール及び、フライト料金割増表」をご参照下さい。

※航空便・ホテル共に数に限りがございます。満席・満室の場合は他の便・ホテルでのご提案となります。

※その他ご希望がございましたら、南西楽園ツーリストまでお問い合わせ下さい。

■宿泊プラン（１泊あたりの室料、朝食代、税金・サービス料込）

1室1名　シングル 1室2名　ツイン

¥19,440 設定なし

¥7,800 設定なし

¥7,800 ¥7,800

¥7,800 ¥7,800

※宮古島内はこの時期、ホテルも混み合っております。満室の場合は他のホテルでのご提案となります。

■ホテル（４ホテルより選択。部屋数に限りがございますので、ご希望に添えない場合もございます）

　　　　　ホテルアトールエメラルド宮古島（セミナー会場へ約１ｋｍ、徒歩約15分）

〒906-0013　沖縄県宮古島市平良字下里108-7　　 TEL：0980-73-9800

　宮古島空港からからタクシーで約10分

　　　　　サザンコースト宮古島（セミナー会場へ450ｍ、徒歩約6分）

〒906-0013　沖縄県宮古島市平良字下里335-1 TEL：0980-75-3335

　宮古島空港からからタクシーで約10分

7/5（水）～7/8（土） 4日間

7/5（水）～7/9（日） 5日間

　　ホテルピースアイランド宮古島市役所通り

7/6（木）～7/9（日） 4日間

　　ホテルアトールエメラルド宮古島

　　サザンコースト宮古島

　　ホテルピースアイランド宮古島

　　ホテルピースアイランド宮古島市役所通り

　　サザンコースト宮古島

　　ホテルピースアイランド宮古島

3日間

　　ホテルアトールエメラルド宮古島

　　サザンコースト宮古島

　　ホテルピースアイランド宮古島

　　ホテルピースアイランド宮古島市役所通り

　　ホテルピースアイランド宮古島市役所通り

　　ホテルアトールエメラルド宮古島

　　サザンコースト宮古島

　　ホテルアトールエメラルド宮古島

　　サザンコースト宮古島

『沖縄ICTフォーラム2017in宮古島』の航空便及び、ホテルのお手配について

ご出発日、日数、ご希望の飛行機・ホテルをお選びいただき、

別紙の『沖縄ICTフォーラム2017 in 宮古島 お申込書』にご記入の上、

南西楽園ツーリストまでメールにて、直接お申込下さい。

ご旅行代金（お一人様）
日数　日程 ホテル名

7/6（木）～7/8（土）

ホテル名

　　ホテルピースアイランド宮古島市役所通り

ご旅行代金（お一人様）

　　ホテルピースアイランド宮古島

　　ホテルアトールエメラルド宮古島

　　ホテルピースアイランド宮古島



　　　　　ホテルピースアイランド宮古島（セミナー会場約1,7kmへ、徒歩約22分）

〒906-0012　沖縄県宮古島市平良字西里310 TEL：0980-74-1717

　宮古島空港からからタクシーで約10分

　　　　　ホテルピースアイランド宮古島市役所通り（セミナー会場へ1,7kｍ、徒歩約22分）

TEL：0980-79-5071

　宮古島空港からからタクシーで約10分

              ※ホテルピースアイランド宮古島市役所通り及び、ホテルピースアイランド宮古島よりセミナー会場へは

　　　　　　7/6（木）と7/7（金）の朝に限り、専用バスを運行します（定時発予定）

■航空便　

　※上記の発着時間は予告なしに変更となる場合がございます。

〒906-0012　沖縄県宮古島市平良字西里328

宮古空港へは便利な直行便と那覇乗継便がございます。

7月の宮古はツアー等で繁忙期となり、航空便・ホテルが非常に混み合います。

フライトにより既にキャンセル待ちとなるフライトもございます。

早めのお申込をお勧め致します。

また、下記以外の飛行機・日程ご希望の方は南西楽園ツーリストまでお問い合わせ下さい。

■フライトスケジュール及び、フライト料金割増表

出発日 パターン フライト番号 フライト差額料金

直行便 ① JTA021 羽田 6:45 → 宮古 9:30 5,000円UP

JAL901 羽田 6:25 → 那覇 8:50

JTA557 那覇 10:30 → 宮古 11:20

JAL907 羽田 8:55 → 那覇 11:20

JTA559 那覇 11:55 → 宮古 12:45

JAL909 羽田 10:55 → 那覇 13:25

JTA581 那覇 14:10 → 宮古 15:00

JAL913 羽田 11:30 → 那覇 13:55

JTA565 那覇 15:10 → 宮古 16:00

JAL917 羽田 13:05 → 那覇 15:30

JTA567 那覇 16:05 → 宮古 16:55

JAL919 羽田 14:55 → 那覇 17:20

JTA573 那覇 18:10 → 宮古 19:00

7/8（土）5,000円UP

7/9（日）7,000円UP

JTA552 宮古 8:55 → 那覇 9:45

JAL904 那覇 11:25 → 羽田 13:50

JTA556 宮古 10:15 → 那覇 11:10

JAL906 那覇 12:35 → 羽田 15:00

JTA558 宮古 12:00 → 那覇 12:50

JAL908 那覇 13:15 → 羽田 15:40

JTA560 宮古 13:25 → 那覇 14:15

JAL912 那覇 14:45 → 羽田 17:15

JTA564 宮古 16:40 → 那覇 17:30

JAL918 那覇 18:30 → 羽田 20:55

JTA566 宮古 17:30 → 那覇 18:20

JAL920 那覇 19:45 → 羽田 22:10
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① JTA022 宮古 → 羽田19:40 22:25
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