


⾏程　各地発　
午後 � �  「もとぶ観光文化フェスタ」 ⾃由⾒学 (本部町／約130分)

　　　　　　※闘山羊(ピージャーオーラサイ 17:15-17:45)、
　　　　　　　 闘⽜(ウシオーラセー 18:00-18:40)、琉舞やエイサーなど

夕刻 � �  「ヒルトン沖縄瀬底リゾート」にてディナー (本部町／約60分)
1月24日 　　　　　　※地元の食材を贅沢に使用した《松花堂膳のセットメニュー》をお楽しみください｡

(日) 　　　　　　※ディナーの後、お部屋へご案内いたします｡
夜 　　　　　　【特典︓参加者無料】 ☆星のソムリエによる星空観察☆

　　　　　　　 ※参加ご希望の方は出発2日前までにお申し込みください。
　　　　　　　　※ホテル敷地内で「スターゲートエンターテイメント」による星空観察(約60分)
　　　　　　　  ★星のソムリエによる星や宇宙の解説★
　　　　　　　　　 星空カメラマンによる参加者ごとに撮影しデータをプレゼント ＊雨天中止
　　　　　   ※美しいグラデーションの海と満天の星がパノラマに広がる瀬底島の

 　　　　　　 　 リゾートホテルでゆったりとおくつろぎください。
朝 　　　　  　  ホテルにて朝食

午前 � �  第43回 もとぶ八重岳 桜まつり (本部町／約80分)
　　　　　　"日本一早咲き"の桜まつり｡
　　　　　　 標⾼453mの⼋重岳に約7,000本の鮮やかなピンク⾊の琉球寒緋桜が彩ります｡

1月25日 午前 � �  「ネオパークオキナワ」へ (名護市／約1時間50分)
(月) 　　　　　　※バードパフォーマンス観覧 (旅⾏代⾦に込み)

　　　　　　※軽便鉄道に乗⾞ (旅⾏代⾦に込み)
昼頃 � �  「ルネッサンスリゾートオキナワ」でランチブッフェ (恩納村／約80分)

　　　　　　※リニュアルオープンしたレストランにてランチブッフェをお楽しみください。
午後 � �  「御菓⼦御殿 読⾕店」⾒学&ショッピング (読⾕村／約50分)

� �  各地着(16:45〜18:00頃）
※時間は目安です。当日の交通事情により到着時間に変更がある場合もございます。

【重要】ご参加のお客様へご協⼒のお願いと感染症対策について ※当バスツアーにおいてお客様へ安心かつ安全にご参加いただくため､事前にご確認の上､お申込みください｡

■お客様ご⾃⾝での体調管理とご協⼒のお願い

■お客様の体調確認の実施

　 また以下のお客様につきましてはご参加をお控えいただきますようお願いいたします｡
　＊体調がすぐれないお客様　＊発熱や咳など風邪の症状があるお客様　＊くしゃみや鼻水などにより他のお客様にご迷惑をお掛けする可能性があるお客様
　＊同居家族や､職場､学校など身近に新型コロナウィルス感染症の感染者もしくは感染の可能性がある方がいらっしゃるお客様
　＊新型コロナウィルス感染症の感染者が多い国や地域から日本へ入国後14日間経過していないお客様

　 当社企画実施のバスツアーにつきまして､ツアー実施前において､当社社員､添乗員よりお客様の体調確認､ならびにツアー中のマスク着用､⼿洗い､咳エチケットなどを⾏って

　 また､下⾞地ではバスの窓を開け､⾞内換気を⾏ってまいります｡

　 いただくようお願いをいたしております。なお､状況によってはご参加の⾃粛要請をさせていただく場合もございます｡何卒ご理解とご協⼒をお願い申し上げます｡

　 お客様のご⾃身の体調管理､マスク着用､⼿洗い､咳エチケットなどに努めていただきますようお願い申し上げます。
■当社ツアーにて利⽤する貸切バス会社について
 　バス乗務員のマスク着用､うがいや⼿洗いを⾏うことに加え、バス⾞内へ消毒液の設置､消毒液・アルコールなどを用いての清掃⾏うよう要請しております｡

＊この書面は旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および､旅行契約が締結された場合

　 には同法第12条の5により交付する契約書面の一部となります。

　 当該ツアーのパンフレットを合わせてご確認のうえお申し込みください。

　②旅行契約成立後のお客様のご都合によるお取消しは、補助前の旅⾏商品代⾦を基準として、
　　 当社規定の取消料を申し受けます。取消料は以下となります。

　　 詳しくは当社係員にお尋ねください。

　【その他取消料についての注意事項】
　　 ※割引前の「旅⾏代⾦」から取消料を算出するため、商品によっては､「お支払い実額」に
　　 　 追加料⾦をお支払いいただく場合がございます。あらかじめご了承ください｡

10,000円以上～15,000円未満 4,000円

15,000円以上 6,000円

3.ご注意

　①補助金の原資がなくなった場合、その時点で補助金適用は終了となります。

 2,500円以上～ 5,000円未満 1,000円

 5,000円以上～ 7,500円未満 2,000円

 7,500円以上～10,000円未満 3,000円

　令和2年11月13日(金)から令和3年1月31日(日)の間に貸切バス等を利用し、県内観光施設等

　を巡るバスツアー(令和3年1月31日(日)旅程終了分まで)

2.割引額

　補助額(割引額)は下記の通りです。

一人あたりの旅行商品代 (税込み) 　一人あたりの補助額(割引額)　

おきなわ彩
　さい　

発見
　　はっけん

バスツアー促進事業のご案内

　おきなわ彩発見バスツアー促進事業とは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受けた

県内事業者等の支援のため、沖縄県の補助を受けて実施する事業です。

　当社では、11月13日以降にお申し込みのお客様に対し、この補助金を活用して下記の

旅行商品を割引いたします。

1.対象旅行商品

　GoToトラベル地域共通クーポンの合計⾦額は､ご予約の総額からの算出となります｡表記上の⾦額と異なる場合がございます｡
※おきなわ彩発⾒の詳細につきましては､上記の「おきなわ彩発⾒バスツアー促進事業のご案内」をご確認ください。

■この旅⾏はGoToトラベル事業⽀援対象です。【給付⾦の受領について】国からの給付⾦はお客様に対して⽀給されます｡
　当社は給付⾦をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので､お客様は､旅⾏代⾦に対する給付⾦を差し引いた
　「お⽀払い実額」をお⽀払いいただくこととなります｡なお､お取消しの際は､旅⾏代⾦を基準として所定の取消料を申し受けます｡
　お客様は､当社による代理受領についてご了承のうえお申込みください。
【地域共通クーポン】旅⾏代⾦に応じた地域共通クーポンが付与されます｡
　観光庁による適用開始日の変更等が⽣じて対象外の出発日になった場合はクーポンは付与されません｡

12,900円

幼児
3〜5歳
10,000円

3,500円

4,000円

2,000円
2,500円

小 人
6〜11歳
29,000円

10,100円

6,000円

4,000円

＊0〜2歳無料(ベッド、バス座席、⾷事なし)

大 人
（1名1室）
47,000円

14,000円

6,000円

6,000円
27,000円

地域共通クーポン 5,000円 5,000円
お支払い実額(①-②-③) 14,800円 16,800円

旅⾏代⾦への
Gotoトラベル給付額② 11,200円 12,200円

旅⾏代⾦への
おきなわ彩発⾒支援額③ 6,000円 6,000円

お1人様あたり
大 人 大 人

（3名1室） （2名1室）
旅⾏代⾦① 32,000円 35,000円

≪乗⾞場所≫

⑥中の町バス停(メガネ一番前) 15:30発 ⇒

①県庁北⼝バス停(パレットくもじ前) 14:15発 ⇒
②おもろまち駅バス停(DFS側・330号線沿い) 14:30発 ⇒
③⾸⾥駅前バス停(⻄原向け) 14:45発 ⇒ 
④総領事館前バス停(スターバックスコーヒー店前) 15:00発 ⇒
⑤普天間市場入⼝前バス停(仲村薬局前) 15:15発 ⇒

1)お客様のご都合による航空便の変更･⾏程の変更はできません｡
2)⼩⼈代⾦は､特に注釈がない場合は､3歳以上12歳未満のお⼦様に適用
となります｡
3)旅館ホテルなどにおいて､お客様が酒類､料理､その他のサービスを追加された
場合､原則として消費税などの諸税が課せられます｡
※旅⾏代⾦には､諸税･サービス料が含まれております｡

30,000円

きます｡21日前以降にお申込みされた場合は､申込み時に全額お⽀払いいただきます｡

3)旅⾏契約は当社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
いたします｡
③旅⾏代⾦のお支払い
旅⾏代⾦は､旅⾏開始日の前日から起算してさかのぼって21日前までにお⽀払いいただ

12,000円お申込⾦ 6,000円 旅⾏代⾦の20%20,000円

旅⾏契約の予約のお申込みを受付けることがあります｡この場合､当社が電話などによる
旅⾏契約の予約の承諾の旨通知した翌日から起算して3日以内に申込書と申込⾦を
提出していただきます｡
旅⾏代⾦
(おひとり)

3万円 15万円
以 上

6万円以上
10万円未満

10万円以上

(⾏程案内書)および当社旅⾏業約款募集型企画旅⾏契約の部によります｡

旅⾏契約の成⽴後､お客様のご都合で旅⾏を取消される場合には､旅⾏代⾦に対して

未 満
3万円以上
6万円未満 15万円未満

旅⾏開始日の②旅⾏のお申込みおよび契約成⽴
1)所定の旅⾏申込書に記入し､下記申込⾦を添えてお申込みください｡申込⾦は
旅⾏代⾦､取消料または､違約⾦の一部として取り扱います｡
2)当社は電話､郵便､ファクシミリ､その他の通信⼿段(以下「電話など」という)による

旅⾏開始日の前日から起算してさかのぼって

⑤旅程保証

取消日

取消料
21日前まで

旅⾏条件(抜粋)※お申込みの際には「㈱リウボウ旅⾏サービス」国内募集型企画旅⾏ 旅⾏条件書(全文)をお渡ししますので事前に確認の上お申込みください｡
①募集型企画旅⾏契約
この旅⾏は､㈱リウボウ旅⾏サービス(以下「当社」という)が企画･募集する旅⾏であり､
この旅⾏に参加されるお客様は当社と募集型企画契約を締結することになります｡
また､契約の内容･条件はパンフレット､本旅⾏条件書､出発前にお渡しする確定書⾯

④取消料 ⑦旅⾏代⾦に含まれないもの
1)コースに含まれない交通費､飲食代などの諸費用およびクリーニング代⾦､
電話料⾦など個⼈的性質の諸費用､それに伴う税･サービス料｡
2)超過⼿荷物料⾦｡　3)希望者のみ参加されるオプショナルツアーの料⾦｡

 ●個人情報の取り扱いについて 当社および「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他､お客様がお申込いただいた
 　旅⾏において運送･宿泊機関など(主要な運送､宿泊機関などについてはホームページ､パンフレットに記載の日程表およ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およびそれらのサービスの受領のための⼿続きに必要な範囲内､当社の旅⾏契約上の
　 責任､事故時の費用など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ために必要な範囲内で､それら運送･宿泊機関など､保険会社､⼟産品店などに対し､お客様の⽒名､性別､年齢､住所､電話番号､
 　パスポート番号､搭乗便名などをあらかじめ電⼦的方法など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当社らおよ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｡

変更に対する差額代⾦をいただきます｡

無 料
20日〜8日前まで
旅⾏代⾦の20%

おひとりにつき下記の料率で取消料をいただきます｡
なお､複数⼈数でご参加で一部の方が取消の場合は､ご参加のお客様から1室ご利用⼈数の

変更補償⾦をお⽀払いいたします｡詳しくは別途交付する旅⾏条件書(全⽂)でご確認ください｡
⑥旅⾏代⾦に含まれるもの

前　日
旅⾏開始日の

当　日7日〜2日前まで

　※オプショナルプランも上記の取消料が別途適用されます｡
　※当社の定める申込み期限内に､お客様のご都合で出発日､コース､利用便､宿泊ホテルなど
　　 ⾏程中の一部を変更される場合にも取消とみなし､上記の取消料が適用されます｡

旅⾏代⾦の40% 旅⾏代⾦の50%

旅⾏開始後の解除
無連絡不参加

旅⾏代⾦の100%

当社は､別途定める契約内容の重要な変更が⽣じた場合､旅⾏代⾦に一定の率を乗じた

4)天候事情などによる運送機関などの運休で宿泊などが⽣じた場合の追加費用

　※上記費用はお客様の都合により､一部利用されなくても原則として払い戻しは致しません｡

旅⾏中､天災､不慮の災害､ストライキ､その他不可抗⼒の事由により⽣じた

負いかねますのでご了承ください｡
⑨旅⾏条件･旅⾏代⾦の基準日

法令もしくは公序良俗に反する⾏為を⾏ったため⽣じた損害については責任を
損害､盗難､詐欺､暴⾏､障害など責任外の事故による損害､またはお客様が

この旅⾏条件は､2020年12月25日を基準日としています｡また､旅⾏代⾦は
2020年12月25日現在の有効な運賃･規則を基準として算出しています｡
⑩その他

旅⾏代⾦の30%

⑧免責事項について

1)旅⾏日程に明⽰した航路(航空運賃は包括旅⾏割引運賃を適用)､船舶､鉄道など利用交通
機関の運賃､宿泊代､食事代､観光(バス料⾦､カイド料⾦､入場料⾦など)､税･サービス料⾦｡
2)旅客施設使用料(空港により必要な場合)　
3)団体⾏動中の⼼付　　4)当社添乗員の経費

※バークレーズコート内駐⾞場をご利⽤の場合は事前にご連絡ください。
 　 駐⾞券(有料1泊2日 1台1,100円)を事前に発⾏しお渡しします。

※普天間りうぼう(サンフティーマ)駐⾞場はご利⽤いただけません。
　 普天間市⺠駐⾞場(有料1泊2日 1台400円)をご利⽤ください｡


