Ｒ

2018年9月1日(土)・9月2日(日)発

■旅行代金(お一人様あたり)

昇龍祭太鼓が 沖縄全島エイサーまつりに出演！

46,800円 ～ 63,800円

羽田発

（税込）

◆最少催行人員：1名 ◆添乗員：なし

羽田空港［下記より選択］⇒那覇空港 ※便によっては割増料金
が発生いたします
9/1発の場合・・・到着後フリータイム

1
行
程
表
（
日
数
）

1

2日間旅行代金／お一人様あたり(大人・小人同額)

9/2発の場合・・・沖縄全島エイサーまつりに間に合う便①～
③よりお選びください。下記フライト時間帯表を参照ください。

SGL

TWN

TRP

FOR

59,800円

54,800円

53,800円

52,800円

SGL

TWN

TRP

FOR

54,800円

48,800円

47,800円

46,800円

9/1発

パシフィックホテル沖縄（泊）

●9/2 沖縄全島エイサーまつり●
琉球舞団昇龍祭太鼓が出演！（17時頃出演予定）

2

2

9/1発2日間プランの場合
⑩20:05～21:15那覇空港発⇒羽田空港

9/2発

9/2発2日間プラン 又は 3日間プランの場合
ホテル到着後フリータイム
パシフィックホテル沖縄（泊）

3日間旅行代金／お一人様あたり(大人・小人同額)

出発までフリータイム
那覇空港［下記より選択］⇒羽田空港
※便によっては割増料金が発生いたします

3

SGL

TWN

TRP

FOR

63,800円

54,800円

52,800円

50,800円

9/1発

※上記の料金には包括旅行割引運賃適用の往復航空運賃・宿泊代・食事代・Ｓ席観覧席
チケット代・レンタカー（Ｓクラス／免責別）消費税等の諸税・サービス料金が含まれ
ております。

フライト時間帯表と差額料金表

1名様 単位： 円

2日間プラン 往路（羽田⇒那覇）割増料金／お一人様あたり

2日間プラン 復路（那覇⇒羽田）割増料金／お一人様あたり

フライト時間約3時間

9/1発

9/2発

フライト時間約2時間40分

①06:10~08:00発

割増なし

割増なし

⑥10:00~12:30発

割増なし

②08:05~11:05発

3,500円

3,500円

⑦12:35~15:00発

2,500円

③11:10~13:00発

割増なし

割増なし

⑧15:05~18:40発

9,500円

④13:05~16:10発

割増なし

⑨18:45~20:00発

5,500円

⑤16:15~19:35発

6,000円

⑩20:05~21:15発

3日間プラン 往路（羽田⇒那覇）割増料金／お一人様あたり

9/2発

9/3発

割増なし

1,000円

3日間プラン 復路（那覇⇒羽田）割増料金／お一人様あたり

フライト時間約3時間

9/1発

フライト時間約2時間40分

9/3発

①06:10~08:00発

6,000円

⑥10:00~12:30発

割増なし

②08:05~11:05発

9,500円

⑦12:35~15:00発

2,500円

③11:10~13:00発

8,000円

⑧15:05~18:40発

9,500円

④13:05~16:10発

割増なし

⑨18:45~20:00発

5,500円

⑤16:15~19:35発

12,000円

⑩20:05~21:15発

1,000円

※上記の行程は天候や航空スケジュール等の変更に伴い、多少変わる場合がございます。
※利用航空会社は日本航空（JAL）または全日空（ANA）でのご案内となります。

＜申込方法＞
お電話にてご予約を承ります。
沖縄ツーリスト東京支店 03-5408-5201

申込期限 ：

8月24日（金）

※ご希望の航空会社・便名がございましたら別途お問い合わせください。

●お申込み・お問い合わせ● ＴＥＬ：03-5408-5201 ＦＡＸ：03-5408-5202
月～金 9：30～18：00 土 9：30～15：00 ※日・祝定休
＜旅行企画・実施＞
東京都港区浜松町2-8-14 TSビル1階

沖縄ツーリスト株式会社 東京支店
観光庁長官登録旅行業第155号
総合旅行業務取扱管理者：宇栄原宗典・田造崇

宿 泊 ホ テ ル

※写真はすべてイメージです

パシフィックホテル沖縄

※1～3名一室（4名一室要問合せ）／ 滞在中 毎朝食付き

※外観（イメージ）

那覇空港から車で約10分。波の上ビーチまで徒歩5分！
観光やビジネスにも好立地。
350台収容可能な大型平面駐車場を完備。
車でお越しのお客様は無料でご利用いただけます。

※朝食（イメージ）

※客室（イメージ）

※客室（イメージ）

〒900-0036
沖縄県 那覇市 西3-6-1
TEL : 098-868-6924

【営業時間】8:00～20:00 ※車種指定不可 ※喫煙車はリクエスト受け付けます。

【料金に含まれるもの】Sクラスレンタカー料金・消費税
【料金に含まれないもの】
ガソリン代(満タン返し)・ノンオペレーションチャージ・
免責補償量(1,620円／1日)

（
抜
粋
）
お申し込みの際、旅行条件書＜全文記載＞をお渡し致しますので
必ずお読みください。

この旅行は、沖縄ツーリスト株式会社（以下「当社」という）が旅行を企画して実施する
ものであり、お客様は、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結する事
になります。また、契約の内容・条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下
記条件、出発前にお渡しする確定書面（行程ご案内）及び当社旅行業約款募集型企
画旅行契約の部によります。
１. お申込・契約成立
(1)所定の旅行申込書に所定事項を記入の上、次に定める申込金を添えて
お申込いただきます。申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の
一部として取り扱います。

(2)当社及び当社の受託営業所（以下「当社ら」という）は、電話、郵送、ファクシ
ミリその他の通信手段による契約の予約を受付けます。この場合、お客様は、
当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に旅行
申込書の提出とお申込金のお支払い又は会員番号（クレジットカード番号）を
通知していただきます。
(3)契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに成立するも
のとします。
(4)旅行代金は、旅行開始日の21日前までに全額お支払いいただきます。21日
前以降にお申込された場合、旅行開始日前日の当社らが指定する期日まで
にいただきます。
２. 旅行日程・旅行代金
各コースごとに表示しています（旅行代金は、特に注釈のないときは満12歳以上の方
はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満の方はこども旅行代金を、おとな・こどもの区
別表示がないときは）満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適用します）。

※客室（イメージ）

■チェックイン 15：00～／チェックアウト ～10：00
■会場 コザ運動公園まで車で約45分
■那覇空港より那覇うみそらトンネル経由車で約8分

トラベルレンタカー（那覇空港店）

旅 行 条 件

3名一室

2名一室

1名一室

●空港⇔営業所間の無料送迎あり
●Ｓクラス（ヴィッツ・デミオetc…）
※他のクラスをご希望の際はお問い合わせください。
●要予約：無料チャイルドシート・カーナビ付

●個人情報の取り扱いについて 当社及び「受託販売」欄記載の受託旅行業者（以下「当社ら」といいます）は、旅行申込の際に所定の申込書に記
載された個人情報について、お客様との間の連絡の為に利用させていただくほか、お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等（主要
な運送、宿泊機関等についてはホームページ、パンフレットに記載の日程表及び確定書面に記載されています。）の提供するサービスの手配及びそ
れらのサービスの受領の為の手続に必要な範囲内、当社の旅行契約上の責任、事故時の費用等を担保する保険の手続上必要な範囲内、並びに旅行先
の土産品店でのお客様の買物の便宜の為に必要な範囲内で、それら運送・宿泊機関等、保険会社、土産品店等に対し、お客様の氏名、性別、年齢、
住所、電話番号、搭乗便名等を、予め電子的方法等で送付することによって提供いたします。お申込いただく際には、これらの個人データの提供に
ついてお客様に同意いただくものとします。このほか、当社らは、①当社ら及び当社らと提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内②
旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い③アンケートのお願い④特典サービスの提供⑤統計資料の作成 に、お客様の個人情報を利用させてい
ただくことがあります。

３. 旅行代金に含まれるもの
各コースごとに明示した運送機関の運賃・料金（注釈のない限り航空機は普通席）、宿
泊費、食事代、消費税等の諸税旅客施設使用料（空港により必要な場合）及び特に
明示したその他の費用等。
４. 旅行代金に含まれないもの
各コースに含まれない交通費等諸費用、個人的性質の諸費用、オプショナルプラン
（別途料金）の代金等。
５. 取消料等
契約成立後、お客様のご都合により契約を解除される場合、又は所定の期日までに旅
行代金のお支払いがなく当社が契約を解除した場合、旅行代金に対しておひとりにつ
き次の料率で取消料又は取消料と同額の違約金をいただきます。
なお、複数人数のご参加で、一部のお客様が契約を解除される場合は、ご参加のお
客様から運送・宿泊機関等の（1台・1室あたりの）ご利用人数の変更に対する差額代
金をそれぞれいただきます。

※出発日・コース・利用便・宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も上記
取消料の対象となります。ただし、旅行開始日の7日前以降の変更はできませ
ん。
※オプショナルプランも上記料率による取消料が利用日を基準として別途適用
されます。ただし、旅行開始後の取消料は100％となります。
６. 添乗員
(1)添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員が同行しません。お客様が旅行に
必要なクーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続き

はお客様ご自身で行っていただきます。なお現地における当社の連絡先は行程ご
案内に明示します。また、悪天候等、お客様の責に帰すべき事由によらず旅行
サービスの受領ができなくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続
きはお客様ご自身で行っていただきます。
(2)添乗員同行と記載されたコースには添乗員が同行し、原則として契約書面に定め
られた行程を、安全かつ円滑に実施するために必要な業務を行います。
７. 通信契約
当社らは、当社ら携帯するクレジットカード会社のカード会員（以下「会員」という）より所
定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等のお支払いを受けることを条
件に「電話、ファクシミリその他の通信手段による旅行のお申込」を受けることがあります。
（以上を「通信契約」といいます）。なお、受託旅行業者により当該取り扱いができない
場合や取り扱いができるカードの種類に制限がある場合があります。
８. 旅行条件・旅行代金の基準期日
この旅行条件は2018年1月1日を基準としています。また旅行代金は2018年4月20
日現在の有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。
９. ご注意
(1)お客様のご都合による航空便の変更、行程変更はできません
(2)交通機関の渋滞等、当社の責に帰すべき事由によらず航空便のお乗り遅れの場
合、別途航空券のご購入が必要となり、航空券引換証の払戻もできません。
(3)悪天候等、お客様の責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなく
なった場合、当該旅行サービスに対しての取消料・違約料等支払うべき費用を差
し引いた金額をお客様に払戻しします。ただし、代替サービスの宿泊費・交通費等
はお客様ご負担となります

