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※航空券・観光・体験・グルメ等を含めた予約も可能です。詳しくは、係員へご相談ください。

http://www.nagotc.net

☜☜☜お申込

                    専用フォームは

1泊朝食付 4名1部屋 3名1部屋 2名1部屋 1名1部屋 ※こども

取扱旅行社

お申込
お問合せ先

ご宿泊特典

〒905-0011　沖縄県名護市宮里４５３－６

　☎0980ｰ53ｰ7500　FAX0980ｰ53ｰ7508

担当者：玉城望　親川　渡具知

◆駐車場代無料（通常1泊1台1,000円）

◆オリジナルミネラルウォーター (お1人様 1本)

○小人料金は６～１１才料金はトリプル（3名1部屋以上）の場合に適用

○添寝４～５才のお子様は、食事無料

特記事項

宿泊料金 4名1部屋 3名1部屋 2名1部屋 1名1部屋 ※こども
連泊特典　2連泊以上の場合　1泊あたり５００円割引

¥33,000 ¥15,000

	

活性石人工温泉大浴場　男女別　※9F展望大浴場です。

ご宿泊特典

施設滞在期間中利用無料　マハイナ大浴場・フィットネスジム

小人料金6才～11才料金はトリプル（3名1部屋以上）の場合適用

添寝４～5才のお子様は食事・朝食・夕食無料

　　　ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ　（全室禁煙)
住所〒905-0205沖縄県国頭郡本部町山川1456

チェックイン15：00～　　チェックアウト11：00

特記事項

宿泊料金 4名1部屋 3名1部屋 2名1部屋 1名1部屋 ※こども

1泊朝食付

１泊２食付

¥6,000 ¥7,000 ¥8,000 ¥16,000 ¥6,000

¥10,000 ¥11,000 ¥12,000 ¥19,500 ¥6,000

食事　朝食ﾊﾞｲｷﾝｸﾞ　　夕食（和洋流バイキング飲み放題込み）

宿泊予約をキャンセルする際は下記のキャンセル料金が発生します。

1泊朝食付 ¥8,000

ホテルルートイン那覇旭橋駅東
住所〒900-0021沖縄県那覇市泉崎1-19-12

チェックイン15:00 / チェックアウト10:00

ノボテル沖縄那覇
住所〒902-0062沖縄県那覇市松川40番地

◆アーリーチェックイン　14：00（基本15：00）　 ◆レイトアウト　12：00（基本11：00）

1泊朝食付 ¥7,000 ¥8,000 ¥9,000 ¥15,000 ¥7,000

1泊朝食付 1名1部屋 ご宿泊特典

◇子供料金適用は6歳～11歳　◆添寝は0～5歳まで ※添寝 4～5歳は朝食現地払い (@600円：サ込税別)

宿泊期間　令和4年01月07日～1月09日宿泊分の宿泊プランです。　それ以外の日付はお問い合わせください。

○コース料理　　追加大人小人同額￥4500税込　

取消料金

アラマハイナコンドホテル（全室禁煙)
住所〒905-0205沖縄県国頭郡本部町山川1421-1

○チェックイン１５：００　チェックアウト１１：００

1泊朝食付 ¥10,000 ¥11,500 ¥15,000 ¥28,000 ¥10,000

１泊２食付 ¥15,000 ¥16,000 ¥20,000

7日前～3日前 2日前 前日 当日

20% 50% 80% 100%

「2021沖縄県サイクリング大会」
(第56回九州ブロックサイクリング大会）

本部町

本部町

那覇市

那覇市
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当日 1泊2日 2泊3日 3泊4日 4泊5日 以後1日

K ●ワゴンR　●ムーヴ
●タント等 ¥3,000 ¥5,200 ¥7,800 ¥10,400 ¥13,000 ¥2,600

S ●ヴィッツ

¥3,200 ¥6,000 ¥8,700 ¥11,600 ¥14,500 ¥2,900

WA ●VOXY　●デリカ等
（8名乗り） ¥7,500 ¥13,000 ¥19,500 ¥26,000 ¥32,500 ¥6,500

WB ●ハイエース
（10名乗り） ¥10,000 ¥20,000 ¥30,000 ¥40,000 ¥50,000 ¥9,000

【料金案内】

対人補償

対物補償

車両

【レンタカーのご予約・お問い合わせ等は、直接フジレンタカーへお願いいたします】
ＧＯＴＯキャンペーン　地域共通クーポン（紙・電子）利用できます

料金表（単位：円）

上記料金には車両貸出基本料金と保険料がセットになったお得なプランになっております。（税込み）

大会参加を予約の際にお伝え頂き、クラス別にてお申込みください。台数に限りがありますので、
お早めのご予約をお勧めします。

那覇空港到着便のお客様に空港迎え⇒那覇（営）貸渡し、
那覇（営）返車⇒那覇空港出発便に空港送り（マイクロバスにて無料送迎致します）

下記表をご参照ください。

クラス 車種

時間帯

人身傷害

【貸渡方法】

【予約方法】

【ガソリン】
満タンでお貸し致しますので、満タンでお返しください。
【保険補償】

無制限

無制限

保険補償

万一事故を起こし、車両の修理が必要になった場合、
その修理期間中の休業補償の一部として支払う料金で
す。
（レンタカー料金には含まれておりません）3,000万円

【ノンオペレーションチャージについて】

　　　　　　フリーダイヤル　0120－43－9022

予約のお申し込み、お問い合わせなど、心よりお待ちしております。

沖縄県那覇市奥武山町26-7　（本社・那覇営業所）　　TEL： 098-858-9330

　予約担当： 平良、島袋 他

（1名につき） 　　○予定の営業所に返却された場合……………￥20,000

　　○予定の営業所に返却されなかった場合……￥50,000

レンタカーのお申込は、直接下記のフリーダイヤルまで

旅のお供の、ご予約は

時価額

「2020沖縄県サイクリング大会」
(第55回九州ブロックサイクリング大会）



YKB【Yanbaru Express Bus】

1 18
2 19
3 20
4 21
5 22
6 23
7
8
9 25
10
11
12
13
14 28
15 29
16 30
17 31

交通アクセス　　那覇空港/那覇市内☛本部町

今帰仁村役場

ホテルオリオンモトブリ
ゾート&スパ

センチュリオンホテル
沖縄美ら海(美ら海水

名護バスターミナル前
北部会館
リゾネックス名護
本部港
本部博物館前
本部高校入口

喜舎場
山里
池武当
道の駅許田
世冨慶
名護市役所前

27

おもろまち一丁目
古島駅前
大平
嘉数
琉大入口
中城

那覇空港国内線
那覇空港国際線
県庁北口
泊高橋
合同庁舎前

ベルパライソ
運天港

https://www.okinawa-shuttle.co.jp/

大人運賃：1,950円

26

ホテルマハイナ24

バス停一覧https://yanbaru-expressbus.com/
やんばる急行バス
〒905-0403　沖縄県国頭郡今帰仁村運天1番地　TEL：0980-56-5760
電話対応日：土日祝日を除く平日　　電話対応時間：9時～17時(12時～13時除く)

記念公園前

今帰仁城跡入口

那覇空港⇒
　ホテルマハイナウェルネスリゾートオキナワ

第一マリンサービス株式会社
Tel：098-860-0152

沖縄県那覇市字鏡水150番地

098-996-3539 ( 10:00〜17:00 平日のみ )

運賃・時刻表詳細は直接ご確認ください。

お得な運賃・時刻表詳細は直接ご確認ください。

※「Go To トラベル」地域共通クーポンをご利用いただけます

「Go To トラベル」地域共通クーポンをご利用いただけます

https://yanbaru-expressbus.com/
https://yanbaru-expressbus.com/
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