


4）個人情報の取扱いについて
　当社および受託旅⾏業者は、旅⾏申し込みの際に提出された申込書などに記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利⽤させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅⾏において運送・宿泊機関などの
　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で利⽤させていただきます。このほか、当社および受託旅⾏業者では、①当社および当社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。

　①取消
　　 お申し込みを取消された場合は、宿泊施設所定の取消料または、違約料、当社指定の取消⼿続料⾦および当社が得るはずであった旅⾏業務取扱料⾦を申し受けます。宿泊予約確認証をお持ちの場合、旅⾏(宿泊)代⾦
　　 から、当該料⾦を引いた残額を、宿泊予約確認証を引き換えに払い戻しいたします。なお、払い戻しは発⾏⽇またはご利⽤⽇より1ヵ⽉以内に限って、お申込みの営業所、および受託旅⾏業者にてお取り扱いいたします。
　　 宿泊施設所定の取消料または違約料は宿泊施設によって異なります。詳細は係員にお尋ねください。
　②当⽇の一部取消(減員)
　　 当⽇の一部減員の際の残額は、宿泊施設にて払い戻しを受けることができます。

お申込みのご案内
　当パンフレットによりご旅⾏の⼿配は、下記の当社営業所および「受託販売」欄記載の受託旅⾏業者(以下｢当社ら｣といいます)の旅⾏業約款⼿配旅⾏契約の部によりお引き受けいたします。
　なお、その要旨は次の通りですが、このご案内の記載にないことは当社各⽀店に掲⽰する旅⾏業約款⼿配旅⾏契約の部をご覧ください。

3）取消料

1）申込⾦と契約の成⽴
　①ご旅⾏(宿泊)をお申し込みの際は、当社指定の申込書に必要事項をご記⼊いただくとともに、旅⾏(宿泊)代⾦の20%相当額の申込⾦を申し受けます。
　　 申込⾦は、旅⾏(宿泊)代⾦取消料など、お客様が当社にお⽀払いいただく⾦銭の一部としてお取り扱いいたします。
　②お申込みいただくご旅⾏(宿泊)の契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込⾦を受領した際に成⽴いたします。
　　 ただし、宿泊のみの⼿配については、⼝頭によるお申し込みをお引き受けすることがございます。この場合、旅⾏契約は、当社が契約の締結を承諾した時に成⽴します。
2）旅⾏業務取扱料⾦
　当社はお客様のご旅⾏に伴いお引き受けする予約の⼿配・変更・取消・確認発⾏(※)などに対して、当社所定の旅⾏業務取扱料⾦、各種⼿配料およびこれらの料⾦にかかる消費税を申し受けます。
　なお、旅⾏業務取扱料⾦につきましては、お引き受けする内容により異なります。詳しい内容と料⾦については、各⽀店・販売店におたずねください。
　※確認発⾏︓お客様ご⾃⾝による予約を、当社の責任において確認し、宿泊予約確認証を発⾏することです。

⽇ 次 ⽇  程 宿 泊ホテル 食 事
1日目 各⾃でホテルへチェックイン 海の旅亭おきなわ名嘉真荘 朝×　昼×　夕×または〇
2日目 各⾃にてチェックアウト後 フリー ※※※ 朝〇　昼×　夕×

◆アクセス 那覇空港より⾞で約90分（⼀部⾼速道路利⽤）

◆駐⾞場　無料
◆20歳未満　20歳未満の方のみの滞在は、保証人が必要です。

◆チェックイン 15:00〜　※注意① ／ チェックアウト 11:00まで
　　※ 注意① 朝食付きの最終チェックインは21:00まで

　【ツア－コ－ド :Y01020】
◆基本情報　住所︓〒904-0401 沖縄県国頭郡恩納村 字名嘉真855番地1

　　 　 ２食付きの最終チェックインは19:00までです。 20:00以降のチェックイン
　　 　 は、レストランは対応いたしません。あらかじめご了承ください。
◆客室タイプ オリジナルルーム (洋室・44㎡・定員3名・禁煙)

①記載されている宿泊代⾦はサービス料、消費税込みのお1人様あたりの⾦額です。
②空室状況は随時お問い合わせください。 お客様は下記に定める取消料をお⽀払いいただくことにより､いつでも旅⾏契約を解除する
③本プランは、客室タイプについての記載がない場合は「お部屋タイプ指定なし」となります。 ことができます(旅⾏代⾦に対して下記の取消料をいただきます)
④⼩人料⾦は「寝具あり」の料⾦、 食事付きのプランの場合は「食事あり」の料⾦となります。 ⼩人料⾦の設定がない宿泊施設は、大人と同額となります。 ●宿泊開始⽇の前⽇から起算して4⽇前まで……………………………無料
　 ⼩人料⾦は、大人料⾦で参加されるお客様が1室につき2名以上同伴かつ、3名以上1室ご利⽤の場合にのみ適応となります。 ●宿泊開始⽇の前⽇から起算して3〜2⽇前まで………………旅⾏代⾦の20%
　 <例> 大人1名+⼩人1名(または⼩人2名以上)で1室ご利⽤の場合、⼩人1名は大人と同額になります。 ●宿泊開始⽇の前⽇ …………………………………………旅⾏代⾦の50%
⑤申し込み締め切りは、ご宿泊希望⽇の3⽇前(⽇曜・祝⽇除く)までとなります。 満室の場合はお断りをする場合もございます。 あらかじめご了承ください｡ ●宿泊開始⽇の当⽇………………………………………旅⾏代⾦の100%
⑥食事内容、会場、定休⽇などについては、変更になる可能性もございます。 あらかじめご了承ください｡ ●宿泊開始後の解除､無連絡､不泊､不着の場合 ………旅⾏代⾦の100%
⑦画像はすべてイメージです。　 ※この旅⾏条件は2020年8⽉1⽇を基準⽇としております｡また旅⾏代⾦は
※申し込みのご案内詳細につきましては、裏⾯の店舗へご確認ください。 　　2020年8⽉1⽇現在の有効な運賃･規則を基準に算出しております｡
※新型コロナウイルス感染症予防対策のため、ご宿泊希望日が急遽、休業・休館になる場合がございます。詳細につきましてはお問い合わせください。 ※総合旅⾏業取扱管理者とは､お客様の旅⾏を取り扱う営業所での取引の責任者です｡

注 意 事 項
旅⾏契約の解除(個人)※15名以上の団体はお問い合わせください

宿泊日 お１人様 朝食付き 2食付き 朝食付き 2食付き
大　 人 21,500 25,500 22,500 26,500

小人(6歳〜⼩学生) 15,050 17,850 15,750 18,550
大 　人 26,500 30,500 27,500 31,500

小人(6歳〜⼩学生) 18,550 21,350 19,250 22,050

④ 3名1室ご利⽤の場合は、正ベッド２台とソファーベッド１台のご⽤意となります。
【アップグレード】 モダンルーム(和洋室・68㎡・定員4名・禁煙)へのアップグレードは、お1人様10,800円(税込)の
　　　　　　　　　　追加料⾦(大人⼩人同額)にて承ります(３名以上は和布団での対応となります)※要問合せ

② 3〜6歳の添い寝料⾦は施設使⽤料込みで朝食付6,050円、2食付き9,350円(ともに子供膳)となります。
③ 添い寝のお子様は、寝具、アメニティの準備はございません。あらかじめご了承ください。
　 ※①、②は現地にてお⽀払いください。

① 0〜2歳の添い寝料⾦は、施設使⽤料2,750円となります。食事はついておりません。

3名1室 2名1室

8/1 〜 12/25
21.1/4 〜 3/31

12/26 〜 21.1/3

宿泊代⾦︓1泊あたり ･ 税込 (単位︓円)



NO 商品名 通常価格 販売額

大人 1,700円 1,500円

小人（4～14歳） 850円 800円

大人 2,900円 2,700円

小人（4～14歳） 2,050円 2,000円

大人 2,500円 2,500円

学生（中・高・大学） 1,500円 1,500円

4,500円

小人（6～11歳） 3,600円

大人 1,200円 1,100円

小人（4～14歳） 550円 500円

大人 4,200円 4,000円

小人（4～14歳） 3,200円 3,000円

大人 5,200円 5,000円

小人（4～14歳） 3,700円 3,500円

大人(13歳以上)

小人6歳～12歳）

大人(13歳以上)

小人6歳～12歳）

★美ら海水族館入場料　（4/30迄有効）　　　（TEL:0980-48-3748） 大人

高校生

営業時間：08：30～16：00　　　　　　　 小・中学生

大人

高校生／シニア

小・中学生

大人 3,180円 2,980円

高校生／シニア 2,410円 2,210円

小・中学生 1,860円 1,660円

大人 6,429円 4,000円

小人（4～14歳） 4,087円 3,000円

　　ございます。お客様ご自身にて各施設のホームページをご確認お願いします。

①
(有)

②
(有・体）

③
(有）

④
(体）

⑤
(有・体）

⑨
(体）

★ウエストマリン主催　3/27(土)限定
フォークソング　ＬＩＶＥ♪クルーズ
集合・受付→19：30～　出港→20：00　帰港→22：00

5,390円

4,840円

⑩
(体）

★ウエストマリン　4/17(土)限定
オールディーズ　スペシャルナイトクルーズ
集合・受付→20：00～　出港→20：30　帰港→22：30

5,390円

4,840円

⑫
(有）

⑬
(有・体）

※新型コロナウィルス感染対策等の影響により各施設の休業や営業時間の短縮、イベントの変更、中止になる場合が　　　　　　　　　　　　　　　　　　詳細については

★東南植物楽園　（5/1まで有効）　　　　　　　（TEL:098-939-2555）
　イルミネーション入園+ハーバ－リウムペン作り体験

⑭
(体）

★ANAコンチネンタル万座ビーチリゾート（5/1まで有効/営業日：土・日のみ）
　　海中展望船　サブマリンJrⅡ＆ランチセット
　　　　　　　　　　　　　　　（TEL:098-966-2212／FAX098-982-3006）

1,250円

1,210円

★東南植物楽園　（5/1まで有効）　　　　　　　（TEL:098-939-2555）
　　イルミネーション入園

1,980円

　660円

⑪
(有）

1,880円

　　【GOTOトラベルキャンペーンが再開した場合は、事業を中止します。（但し再開日の前日迄に予約された商品については対象）】

★大石林山　　スピリチュアルガイドﾂｱｰとランチセット
※完全予約制ですので、前日の17時までにご予約下さい。

★大石林山　　入山チケット

★大石林山　　ガイドツアーとランチセット
※完全予約制ですので、前日の17時までにご予約下さい。

★おきなわワールド　　　フリーパス券+選べる工芸体験（1つ）
下記より　　1つ　チョイス
①絞り染めハンカチ　②漆喰シーサー色絵付け
③機織りキーホルダー　④革細工ｱｸｾｻﾘｰ　⑤紅型ｷｰﾎﾙﾀﾞｰ

★おきなわワールド　　フリーパス券+たび得(1,200円ﾁｹｯﾄ付）
（たび得チケットはおきなわワールド園内にて利用できます）

★ガンガラーの谷
（要予約：1日4回：10時・12時・14時・16時）
（お客様ご自身で予約しご参加下さい）

⑧
(体）

大人 2,900円

大人

※ご購入いただいたチケットは払戻し不可になりますので予めご了承下さい。

★おきなわワールド　　 フリーパス券　　　　　　　　　　

小人（4～14歳） 2,050円 2,000円

2,700円

★表示：（有）：有料施設／（体）：体験。

　620円

⑥
(有)

⑦
(有・体）

★琉球村 スーパーﾁｮｲｽプラン（入園＆体験メニュー）　※休園日：火・水・木
下記より2つチョイス　（TEL 098-965-1234/FAX 098-964-3457）
①ｵﾘｼﾞﾅﾙｼｰｻｰ絵付け体験  ②簡単貸衣装  ③なぞときｸｲｽﾞﾗﾘｰ

2,500円



 

 

 

 

おきなわ彩発見キャンペーン事業とは、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為、宿泊を伴う

旅行商品代金に対して沖縄県の補助を受けて実施する事業です。 

 当社では、3 月 10 日以降にお申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致します。 

【1】対象旅行商品 

  令和 3 年 3 月 10 日から令和 3 年 4 月 30 日までの宿泊を伴う旅行(令和 3 年 5 月 1 日チェックアウト分) 

【2】割引額  

   

【3】ご注意 

① 県からの補助金が上限に達した場合、その時点で補助金適用は終了となります 

② 旅行契約成立後のお客様のご都合によるお取消しは、旅行代金(割引適用前)を基準として所定の取消料を申し受けます。

取消料や変更手数料は補助金の対象となりませんのでご注意ください。取消料がお客様支払額(旅行代金から割引額を

差し引いたもの)より大きくなる場合は追加料金をお支払い頂きます。 

③ 本事業の補助を受ける利用者全員が県内在住者である必要があります。県内在住者でない方は本事業の補助を受けるこ

とはできません。旅行の申込み時は、運転免許証・パスポート・マイナンバーカード(個人番号カード)など本人を確認でき県

内住所が記載されている公的書類を確認させて頂きます。事後に対象外となる事例が明らかになる場合には返還請求の対

象となり、補助金の不正受給は詐欺罪に該当する可能性があります。 

④ 当社から事務局又は県へお客様の氏名等の個人情報を提出致しますので、お客様は当社による個人情報の提 供につい

てご了承のうえお申し込みください。 

⑤ 新型コロナウイルス感染症対策の一環として旅行中に検温、こまめな手指消毒、マスクの着用、3 密回避など「新しい旅のエ

チケット」、「新しい生活様式」を実施し、ご旅行代表者は沖縄県新型コロナ対策パーソナルサポート「RICCA(リッカ)」の登

録及び、施設入口付近等での QR コードの読み込みをお願い致します 

⑥ ご参加のお客様へ、アンケートを実施しますのでご回答をお願い致します 

＊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及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と合わせてご確認の上お申し込み下さい。 

  

 

宿泊旅行商品のみ 宿泊旅行商品+α(交通、アクティビティ、観光施設利用など)

日曜～木曜 金曜、土曜および祝前日泊

80% 8,000円 80%

補助率
補助率上限額

補助率 補助上限額

5000円 16,000円

おきなわ彩発見キャンペーン事業のご案内 

 
タイプライター
※上記既存パンフレット記載料金から割引が適用されます。


