
ご予約・お問合せ

〒901-1412 沖縄県南城市佐敷字新里 1688

★沖縄南国イルミネーション東南植物楽園入園券♪

★ネオパーク沖縄入園券♪

★100％源泉かけ流し天然温泉入り放題♪
特典

【おきなわ彩発見第4 弾】

毎年大好評のちゃーがんじゅー割が

沖縄彩発見キャンペーンで初登場！

ご夫婦やグループ、 ３世代家族に人気な

宿泊プランとなっております。 美味しい食事と、

天然温泉にゆっくり浸かってリフレッシュ♪

今回は、 東南植物楽園イルミネーション入園券とネオパークの入園券付

ユインチに宿泊した翌週は、

東南植物楽園やネオパークでお楽しみください。

■プラン特典■
【1】東南植物楽園入園券付き（ユインチホテルよりお車で約 60 分） 
※利用期限 1 月 31 日まで（2021 年 12 月 23 日（木）～ 2021 年 12 月 26 日（日）を除く）

※添い寝のお子様は除く／現地でお支払いください。

※入園券は入園のみとなります。（トラムやガイドツアー等は含まれません。）

※イルミネーションライトアップ　17：00 ～ 22：00（最終受付 21：30）

【2】ネオパーク入園券付き（ユインチホテルよりお車で約 90 分） 
※利用期限 1 月 31 日まで（2021 年 12 月 23 日（木）～ 2021 年 12 月 26 日（日）を除く）※添い寝のお子様は除く／現地でお支払いください。

【3】源泉かけ流し天然温泉さしきの「猿人の湯」が滞在中何度でも無料
【4】本館 6 階展望ラウンジ「感謝」利用無料（15：00 ～ 18：00）　フリードリンクとプチデザート付！

滞在中、 温泉入り放題！ 洋室デラックス 和室デラックス 朝食 ディナー

宿泊期間／2021 年 11 月 15 日～2021 年 12 月 31 日

2 食付 ( 朝食・夕食 )

和室デラックスルーム 5名

4名

￥16,000

￥16,000

￥11,000

￥11,000

￥10,000

￥10,000

￥10,000 ￥10,000

￥10,000

￥9,000

￥9,000洋室デラックスルーム

定員 1名 1室 2名 1室 3名 1室 4名 1室 5名 1室 小学生

■11/1 ～ 11/30 【日～金】　｜　12/1 ～ 12/25 【日～金】

朝食付

和室デラックスルーム 5名

4名

￥14,000

￥14,000

￥9,000

￥9,000

￥8,000

￥8,000

￥8,000 ￥8,000

￥8,000

￥7,500

￥7,500洋室デラックスルーム

定員 1名 1室 2名 1室 3名 1室 4名 1室 5名 1室 小学生

2食付 ( 朝食・夕食 )

和室デラックスルーム 5名

4名

￥17,000

￥17,000

￥12,000

￥12,000

￥11,000

￥11,000

￥11,000 ￥11,000

￥11,000

￥10,000

￥10,000洋室デラックスルーム

定員 1名 1室 2名 1室 3名 1室 4名 1室 5名 1室 小学生

■11/1 ～ 11/30 【土・休前日】　｜　12/1 ～ 12/25 【土・休前日】　｜　 12/24、12/26 ～ 12/28

朝食付

和室デラックスルーム 5名

4名

￥15,000

￥15,000

￥10,000

￥10,000

￥9,000

￥9,000

￥9,000 ￥9,000

￥9,000

￥8,500

￥8,500洋室デラックスルーム

定員 1名 1室 2名 1室 3名 1室 4名 1室 5名 1室 小学生

※表示料金はお一人様・消費税が含まれています。

2 食付 ( 朝食・夕食 )

和室デラックスルーム 5名

4名

￥36,000

￥36,000

￥21,000

￥21,000

￥18,000

￥18,000

￥17,000 ￥17,000

￥17,000

￥16,000

￥16,000洋室デラックスルーム

定員 1名 1室 2名 1室 3名 1室 4名 1室 5名 1室 小学生

■12/29 ～ 12/31

朝食付

和室デラックスルーム 5名

4名

￥34,000

￥34,000

￥19,000

￥19,000

￥16,000

￥16,000

￥15,000 ￥9,000

￥15,000

￥14,500

￥14,500洋室デラックスルーム

定員 1名 1室 2名 1室 3名 1室 4名 1室 5名 1室 小学生

おきなわ彩発見キャンペーンについて

宿泊クーポンは 1人 1泊あたり 1枚のみ利用可能です。
人数には添寝無料の幼児も含みます。割り出した 1人 1泊当たりの料金を
左記の表に当てはめ、クーポン販売店にて購入して頂きます。
ご予約の際は下記「ご予約時の注意事項」を必ず確認及びご承諾の上、
ご予約をお願い致します。

おきなわ彩発見キャンペーン事業は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた観光関連業者を支援するため、県内在住者が利用できる
プレミアム付きクーポンを発行し、利用できるキャンペーンです。
キャンペーン実施期間：～ 2021 年 12 月 31 日（2022 年 1月 1日チェックアウト分まで）
キャンペーン対象：沖縄県内在住の方（チェックイン時に運転免許証、健康保険証等、利用者全員が県内在住であることを確認させていただきます。）

販売価格　　宿泊クーポン　　地域クーポン プレミアム付与額

￥5,000　　　￥10,000　　　　￥2,000        ￥7,000

￥4,000　　　￥8,000　　　　  ￥2,000        ￥6,000

￥3,000　　　￥6,000                  ￥2,000        ￥5,000

￥2,000　　　￥4,000                  ￥2,000        ￥4,000

※ご予約時の注意事項※
①. 当キャンペーンご利用の際はおきなわ彩発見「宿泊クーポン」を予め購入済又は確保が可能なお客様に限ります。
宿泊クーポンご購入及び利用方法は、おきなわ彩発見第４弾の専用 HP をご参照ください。
②. チェックイン時に、宿泊者全員のご住所がわかる身分証明書の提示をお願い致します。
ご提示いただけない場合は、おきなわ彩発見の宿泊クーポンのご利用はできかねますのでご注意ください。
③. 取消料については、宿泊クーポンではお支払いできかねます。
④. 感染状況が悪化した場合には、実施期間中であってもキャンペーンを停止することがあります。
また、状況により条件等が変更になる場合がありますので、キャンペーンサイトをご確認ください。
⑤. 宿泊代金と宿泊クーポンの差額が発生した場合は、チェックインの際に差額代金分をお支払いください。
※宿泊代金が宿泊クーポンを下回った場合は、お一人様の差額 1000 円未満（999 円までの差額まで）であればご利用いただけますが差額 1,000 円以上の場合は、
宿泊クーポンのご利用はできかねますのでご注意ください。　例）10,000 円の宿泊クーポンをお持ちの場合、8800 円の宿泊代金は利用できません。※差額 1,200 円の為
⑥. 宿泊代金は変動する可能性がございますので、ご注意ください。
※1 室に 5 名様以上ご利用の場合、同居家族等で宿泊する場合を除きワクチン接種証明書、又は PCR 検査等の陰性結果を証明できる書類が必要となります。

おきなわ彩発見公式サイト

クーポン購入・利用方法

＼豪華スペシャル特典／

ご宿泊予約は

こちらより


