
















































































●大型（6名） Large vehicle (6 passengers)

●ジャンボ（9名） Jumbo (9 passengers)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥22,000（税込）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥27,000（税込）

5時間コース
Taxi (Okinawa Churaumi Aquarium & Motobu Peninsula Tour 
【Northern Okinawa Tour】)

カヌチャリゾート発→沖縄美ら海水族館→今帰仁城跡→名護パイン園→
カヌチャリゾート着
Depart from Kanucha Resort → Okinawa Churaumi Aquarium → 
Nakijin Castle World Heritage Site → Nago Pineapple Park → Arrive at Kanucha Resort

8時間コース
Tour Taxi (Okinawa Churaumi Aquarium & Naha Tour)

カヌチャリゾート発→沖縄美ら海水族館→首里城公園→DFS（免税店）→
那覇空港（又は那覇市内）
Depart from Kanucha Resort → Okinawa Churaumi Aquarium → Shurijo Castle Park →
DFS (Duty-free shop) → Naha Airport (or Naha City)

8時間コース
Tour Taxi (Naha & Southern Okinawa Tour)

カヌチャリゾート発→首里城公園→ひめゆり平和資料館→
おきなわワールド文化王国・玉泉洞→牧志公設市場→カヌチャリゾート着
Depart from Kanucha Resort → Shuri Castle Park → Himeyuri Peace Museum → 
Gyokusendo Cave → Makishi Public Market → Arrive at Kanucha Resort

※記載はモデルコースです。こちら以外のコースもございます。詳しくはお問い合わせください。
※料金には各施設での入園・参加料・昼食代・高速代・その他個人的諸経費は含まれません。
※事前予約制となります。出発日の前日18:00までにレジャーカウンター(内線82)までお申込みください。
※ご宿泊のお客様のみのご利用となります。

普通車（4名） 
Regular sedan (4 passengers) ￥17,000（税込）

●大型（6名） Large vehicle (6 passengers)

●ジャンボ（9名） Jumbo (9 passengers)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥33,000（税込）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥45,000（税込）

￥25,000（税込）

●大型（6名） Large vehicle (6 passengers)

●ジャンボ（9名） Jumbo (9 passengers)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥35,000（税込）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・￥47,000（税込）

￥27,000（税込）

［リムジンチャータープラン］
Limousine Charter Plan

［カヌチャタクシープラン］
Kanucha Taxi Rates

エクセル航空株式会社 沖縄支社

内線 Extension：82 ●営業時間  Business Hours／8：00～21：00

沖縄を知り尽くした熟練ドライバーの話に耳を傾けながら楽しく観光。
いろいろなモデルコースをご用意しております。

観光タクシー案内 カヌチャリゾート

カヌチャリゾート⇄那覇空港
Kanucha Resort ⇄ Naha Airport

●普通車（4名） Regular sedan (4 passengers)
●大型（6名） Large vehicle (6 passengers)
●ジャンボ（9名） Jumbo (9 passengers)

￥16,000（税込）
￥20,000（税込）
￥23,000（税込）

※片道料金となります。　※高速代は含まれません。
* Rates shown are for one-way trips.　* Highway tolls not included

カヌチャリゾート⇄沖縄美ら海水族館
Kanucha Resort  ⇄ Churaumi Aquarium

●普通車（4名） Regular sedan (4 passengers)
●大型（6名） Large vehicle (6 passengers)
●ジャンボ（9名） Jumbo (9 passengers)

￥7,500（税込）
￥9,000（税込）
￥12,000（税込）

※片道料金となります。
* Rates shown are for one-way trips.　

沖縄美ら海水族館＆本部半島周遊【北部観光】 

沖縄美ら海水族館＆那覇観光

那覇・南部観光

普通車（4名） 
Regular sedan (4 passengers)

普通車（4名） 
Regular sedan (4 passengers)

※ご宿泊のお客様のみのご利用となります。
*  Exclusive for in-house guests only8名様までお乗りいただけ、ゆったりとした乗り心地とラグジュアリーな内装で快適なご移動を演出します。

DVD、液晶モニター、シャンパングラス、アイスクーラーも完備しております。

その他、ウエディングパーティーや
ゴルフの送迎にもご利用いただけます。
詳細はお問い合わせください。

最高のおもてなし、ステイをもっと便利に楽しくする
ファシリティはもちろん、雄大な自然に抱かれた
カヌチャリゾートへのプレミアムアクセスに！

※事前のご予約が必要です。出発日の前日17:00までにお申込みください。
※上記プランは特別料金でのご案内のため、ご予約・お問い合わせの際に「カヌチャツアーガイドブック送迎プランを見て」とお伝えください。
*  Advance reservation is required. Please make a reservation by 17:00 of the day before the reservation date.
*  Since the above plan is offered at special rates, please mention that you saw this information on the Kanucha Tour Guidebook 
    when making reservation or inquiries. 

※高速料金、ドライバー込、スパークリングワイン1本orハート形バルーン付

［ヘリタクシープラン］
Heli-Taxi Service Plan

Ford SUV Excursion (最大8名乗車　全長9.3m) Chrysler 300C stretch (最大8名乗車　全長8.3m)

プランの詳細・料金についてはお問い合わせください。

TEL.098-975-6507（777 Okinawa Limo Service）
ご予約・お問い合わせ Reservations & Questions 

フリーダイヤル 0120-901-751代表電話 098-857-7563
Please contact us for plans details and rates.
　Excel Air Service Inc., Okinawa Branch
　Phone Number: 098-857-7563　
　Toll Free Number: 0120-901-751

77 78アクセスインフォメーション　Access Information　　※料金は消費税込の料金となっております。   All fees are including consumption tax.








	01表紙_最終OL
	02導入最終OL
	03マリン04 2
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