
 旅行詳細・日程表 2016年7月31日発行日

集合時間集合時間集合時間集合時間 13:00

集合場所集合場所集合場所集合場所 成田国際空港第1ﾀｰﾐﾅﾙ Peach前

お問合せ番号お問合せ番号お問合せ番号お問合せ番号 1467112808

出発日出発日出発日出発日 2016/08/01 月

旅行方面旅行方面旅行方面旅行方面 沖縄読谷村

旅行区分旅行区分旅行区分旅行区分 受注型企画旅行

弊社担当弊社担当弊社担当弊社担当 石井 伸二

予約状況予約状況予約状況予約状況 OK
出発日出発日出発日出発日 2016/08/01 月

3泊4日旅行日数旅行日数旅行日数旅行日数

この度は、旅NIPPONをご利用いただき誠にありがとうございます。
ご旅行の日程をご案内いたします。内容をご確認下さい。

様様様様

旅日本株式会社　旅NIPPON

TEL 03-5706-3099  FAX 050-3730-0501

〒158-0082　東京都世田谷区等々力7-15-5

■利用施設について■利用施設について■利用施設について■利用施設について

■輸送スケジュール■輸送スケジュール■輸送スケジュール■輸送スケジュール

■日程■日程■日程■日程

お客様名お客様名お客様名お客様名
海外の場合には左に印字されているローマ字とパスポートに記載のローマ字が一文字で
も違う場合には、航空会社規定によりご搭乗いただくことができませんので必ずご確認下
さい。

■旅程及び交通機関の発着時刻は当社の管理できない事由により、変更になる場合が  
   ありますので、予めご了承下さい。
■ご帰国便のお出迎えについて
　 到着時刻は航空機の都合により変更になる場合がありますので、下記各案内所にて
   ご確認下さい。

●成田国際空港：0476-34-8000　　　　●羽田空港（国際線）：   03-5757-8111
●関西国際空港：0724-55-2500　　　　●大阪（伊丹）国際空港：06-6856-6781
●中部国際空港：0569-38-1195

日付日付日付日付 日程詳細日程詳細日程詳細日程詳細 利用施設名利用施設名利用施設名利用施設名時間時間時間時間

1 13:00 成田空港第１ターミナル Peachカウンター前集合、各自でチェックイン08/01 月

14:25 MM505便にて、那覇空港へ出発 Peach Aviation

17:15 那覇空港着、バス乗場11-Bより送迎バスにてトラベルレンタカー那覇空港店へ トラベルレンタカー

18:30 沖縄残波岬ロイヤルホテル着 沖縄残波岬ロイヤルホテル

2   : 0 自由行動08/02 火 沖縄残波岬ロイヤルホテル

3   : 0 自由行動08/03 水 沖縄残波岬ロイヤルホテル

4 17:00 トラベルレンタカー那覇空港店へレンタカーを戻し、送迎バスにて那覇空港国内線へ08/04 木

19:25 GK318便にて成田空港へ出発 Jet Star

22:00 成田空港第３ターミナル着

便名便名便名便名 出発地出発地出発地出発地 出発時間出発時間出発時間出発時間 到着地到着地到着地到着地 到着時間到着時間到着時間到着時間 利用便名利用便名利用便名利用便名 classclassclassclassterminalterminalterminalterminal terminalreturnterminalreturnterminalreturnterminalreturn日付日付日付日付

MM505 成田空港国際線第1ﾀ 14:25 那覇 17:15 ピーチ ECONOMY１08/01 月

GK318 那覇 19:25 成田国際空港第3ﾀｰﾐ 22:00 ｼﾞｪｯﾄｽﾀｰｼﾞｬﾊﾟﾝ ECONOMY３08/04 木

利用施設名利用施設名利用施設名利用施設名

利用日利用日利用日利用日 泊泊泊泊 利用タイプ利用タイプ利用タイプ利用タイプ 部屋部屋部屋部屋 人数人数人数人数 朝食朝食朝食朝食 昼食昼食昼食昼食 夕食夕食夕食夕食 支払区分支払区分支払区分支払区分 備考備考備考備考

住所住所住所住所 TELTELTELTEL FAXFAXFAXFAX OUTOUTOUTOUTININININ

子供子供子供子供

3 海の見えるｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾂｲ 1 2 3 0 0 Paid 朝食付　駐車代\500/1泊

098-958-5000 18:00 11:00

08/01 月 08/04 木～～～～

沖縄県中頭郡読谷村字字座1575沖縄残波岬ロイヤルホテル
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3 海の見えるｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞﾂｲ 1 2 3 0 0 Paid 朝食付　駐車代\500/1泊

098-958-5000 18:00 11:00

08/01 月 08/04 木～～～～

沖縄県中頭郡読谷村字字座1575沖縄残波岬ロイヤルホテル
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