
■旅行代金（おとなおひとり）：3日間／往復航空機普通席利用／追加代金不要のホテル2泊

 エースJTB 検 索
※一部掲載されていないプランがあります。

ご相談・お申込はエースJTB取扱店へどうぞ
旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。

（国内線を利用する場合の国内線旅客施設使用料は旅行代金に含む）出発日の10日前までお申込受付

※写真はすべてイメージです。
　実際の演目とは異なる場合が
　ありますのでご了承ください。

首都圏発
’20.1/25（土）出発限定 現地添乗員同行プラン

1名より
参加OK

ご挨拶
コールあり

がんばろう！ 日本

おすすめポイント

1日目は現地での
移動がらくらく!

杜の賑い沖縄JTBオリジナルイベント

第135回
沖縄連続開催37年

8715-007

ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城
だぶるつりーばいひるとんなはしゅりじょう

追加代金不要

追加代金不要

〈朝〉（和洋琉バイキング/レストラン）
 　　  11：００
　　　那覇空港→車約25分、
　　　モノレール儀保駅→徒歩約15分
■禁煙洋室（定員1～4名）

交通
アウト

8715-092
ノボテル沖縄那覇
のぼてるおきなわなは

〈朝〉（和洋琉バイキング/レストラン）
　　　11：００
　　　那覇空港→車約25分、
　　　モノレール安里駅→徒歩約20分
■禁煙洋室（定員1～4名）
※全室禁煙となります。

【幼児朝食バイキング代】4～5歳660円（現地払い）

※全室禁煙となります。

交通
アウト

外観プール

龍神の舞

琉球獅子舞

四つ竹大群舞

エイサー

外観

1・2泊目 同一ホテルに連泊となります。
（同一人員・同一室数）那覇

1

2

37年連続開催という長い歴史をもつJTBオリジナルイベン
ト「杜の賑い沖縄」。沖縄伝統芸能と民俗芸能に新たな創作
演舞があいまった華やかなステージをお楽しみください。

ご到着の那覇空港～杜の賑い開催会場～1泊目ご宿泊ホ
テルまで現地添乗員がバス又はタクシーでご案内します。

※演目、出演団体、出演者は都合により変更となる場合があります。

お宿のご案内
総合 83点

アンケート収集中

39,800円39,800円2～4名
1室利用 49,800円49,800円1名

1室利用

※1日目の那覇空港から1泊目の那覇市内ホテルまで同行

～人、夢、祭、そして感動～～人、夢、祭、そして感動～
JTBオリジナル
伝統芸能の祭典 杜杜の賑い沖縄杜の賑い沖縄もり

杜
もり

杜杜杜杜
もり

杜杜杜
もり にぎわにぎわ

日間
3



●募集型企画旅行契約　この旅行は（株）JTB（東京都品川区東品川2-3-11観光庁長官登録 旅行業第64号。以
下「当社」という。）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行
契約」という）を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前に
お渡しする最終旅程表と称する確定書面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。なお、下記旅行条件
と別途お渡しする旅行条件書（全文）に記載された条件との相違がある場合は、下記旅行条件が適用されます。
●旅行のお申し込み及び契約成立時期　（１）所定の申込書に所定の事項を記入し、
下記のお申込金を添えてお申し込みください。お申込金は、旅行代金お支払の際差し引かせてい
ただきます。　（２）電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申し込みの場合、当社が予約の
承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支払をしていただきます。　

（３）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 　 
（４）お申込金（おひとり）

旅行代金 お申込金 旅行代金 お申込金
6千円未満 旅行代金の 20％ 10万円未満 20,000 円
3万円未満 6,000 円 15万円未満 30,000 円
6万円未満 12,000 円 15万円以上 旅行代金の 20％

●旅行代金のお支払い　旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって13日目にあたる日より前（お
申し込みが間際の場合は当社が指定する期日までに）にお支払ください。また、お客様が当社提携カード会社
のカード会員である場合、お客様の署名なくして旅行代金、取消料、追加諸費用などをお支払いただくことが
あります。この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日といたします。
●取消料　旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、次の金額を取消料として申し受けます。

契約解除の日 取消料（おひとり様）
旅行開始
日の前日
から起算
してさか
のぼって

1）��21日目にあたる日以前の解除（日帰り旅行にあっては11日目） 無　料
2）20日目にあたる日以降の解除
　（日帰り旅行にあっては10日目）（3〜6を除く） 旅行代金の20％

3）��7日目にあたる日以降の解除（4〜6を除く） 旅行代金の30％
4）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％
5）当日の解除（6を除く） 旅行代金の50％
6）��旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の100％

＊ お客様のご都合による出発日およびコースの変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても、
全体に対するお取消とみなし、取消料の対象となります。
●旅行代金に含まれるもの　旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎり
エコノミークラス）、宿泊費、食事代、及び消費税等諸税。これらの費用は、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いたしません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません。）
●特別補償　当社は、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失の有無にかかわらず、募集型企画旅
行約款別紙特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命また
は手荷物上に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金または見舞金を支払います。なお、手荷物の損害
に対して保険金を支払うべき保険契約がある場合は、当社は、当社が支払うべき損害補償金の額を減額することがあります。
・死亡補償金：１５００万円　・入院見舞金：２〜２０万円　・通院見舞金：１〜５万円
・ 携行品損害補償金：お客様１名につき〜１５万円（ただし、補償対象品１個あたり１０万円を限度とします。）
●お客様の責任（抜粋）　お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に
受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに
その旨を添乗員、斡旋員、現地ガイド、当該旅行サービス提供機関又はお申込店に申し出なければなりません。
●「通信契約」を希望されるお客様との旅行条件　当社提携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「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」こと（以下「通信契約」という）を
条件に申込を受けた場合、通常の旅行条件とは以下の点で異なります。（受託旅行業者により当該取扱ができない
場合があります。また取扱できるカードの種類も受託旅行業者により異なります。）　（１）契約成立は、当社が電話ま
たは郵便で旅行契約の締結の承諾通知を発信したとき（ｅ−ｍail等電子承諾通知を利用する場合は、その通知がお
客様に到達したとき）とします。また申込時には「会員番号・カード有効期限」等を通知していただきます。　（２）「カー
ド利用日」とは旅行代金等の支払いまたは払戻し債務を履行すべき日をいいます。旅行代金のカード利用日は「契

す。また、旅行代金は2019年11月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。約成立日」とします。また取消料のカードの利用日は「契約解除依頼日」とします。（ただし、契約解除依頼日が旅行
代金のカード利用日以降であった場合は、当社は旅行代金から取消料を差し引いた額を解除依頼日の翌日から起算
して7日間以内をカード利用日として払い戻します。）　（３）与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードで
のお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、規定の取消料と同額の違約料を申し受けます。ただし、当社
が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合はこの限りではありません。
●国内旅行保険への加入について　ご旅行中、けがをした場合、多額の治療費、移送費等
がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があり
ます。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の国内旅行保険に加入されることをお勧めします。国内旅行
保険については、お申込店の販売員にお問い合わせください。
●事故等のお申出について　旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地
係員、運送・宿泊機関等旅行サービス提供会社、または、お申込店にご通知ください。（もし、通知できない事情があ
る場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。）
●個人情報の取扱について　当社及び販売店は、旅行申込の際に提出された申込書等に記載
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・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受
領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。このほか、当社及び販売店では、①当社
及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
想のご提供のお願い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。
●旅行条件・旅行代金の基準　この旅行条件は2019年11月1日を基準としていま

〈受託販売〉エースのご相談・お申込は下記の販売店をご利用ください。

総合（国内）旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関してご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

東日本

お申込のご案内（お申込いただく前に、この頁と各コース毎のご案内とご注意を必ずお読みください。） お申込の際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、
事前に内容をご確認の上お申込ください。

旅行企画・実施

 
観光庁長官登録旅行業第64号　日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11　〒140-8602

各携帯端末でも、
ご覧いただけます。

エースJTBの
最新情報はこちら

エースJTB

券3種

こども・幼児について
1．こども旅行代金適用年齢について　こども旅行代金は6 歳〜11 歳（旅行開始日当日を基準）の方に適用となります。
※適用年齢が異なる場合、その旨を各宿泊施設欄に明記しています（宿泊日基準の年齢）。※未就学の幼児で宿泊施設での食事
が必要な場合など、こども旅行代金をご利用いただくこともできます。
2．幼児旅行代金について   バス代及び3 歳〜5 歳で航空機利用の場合は航空機運賃を含む幼児旅行代金がかかります。
※３歳未満の幼児が航空機の座席を使用する場合、別途幼児旅行代金が必要となります。

必ずお読みください お申込いただく前に、下記事項、及び各コースごとの掲
載内容を必ずご確認の上お申込ください。

●バス車内は禁煙となっております。●適用運賃は個人包括旅行割引運賃、又は包括旅行割引運賃となり、ご利用上の制限
があります。利用航空会社は、JAL 又は ANA のいずれかとなります。

現地添乗員同行プラン お申込のご案内

●当商品は他発地からのお客様と混乗となりますので、1日目ご到着の那覇空港において多少待ち時間が生じる場合があり
ます。●最少催行人員：25名（最少受付人員：おとな1名。［幼児は人数に含まれません］）※最少催行人員に満たない場合、催行中止となります。　 
※同行者の取消によってお申込基準を満たさなくなった場合は申込者全員が自動的に取消扱いとなり、所定の取消料がかかりますので、予めご了承くだ
さい。　※相部屋の設定はありません。●旅行代金：ご利用人数により旅行代金が異なります。●こども旅行代金は特に記載のない限
り、宿泊追加代金、行程追加代金はおとなと同額となります。●記載のおすすめポイントなどは旅行代金に含まれます。但し、ご
利用にならない場合でも返金はありません。また、特に記載のない限り滞在中おひとり1回となります。●ご旅行中に、お客様の
都合で使用されなかった切符やクーポン券類の払戻しは一切できませんので、予めご了承ください。●バス・タクシー乗車中は
シートベルトを着用してください。●行程に記載の出発・到着時間および所要時間はあくまで目安です。交通事情などにより異
なる場合もあります。バス移動時間90〜120分を目安に1回休憩をお取りします。●行程の「自由行動」は、お客様のみで自由
に散策・観光いただきます。●食事条件は旅行代金の中に含まれている食事を表示しています。右記は食事の凡例です。 Z＝
朝食、V＝付いていません。●スケジュール（行程）に記載の1日目出発地まで及び最終日帰着地以降の交通費はお客様負担と
なります。●お申込締切日について：出発日の10日前までお申込受付できます。 ※但し、店舗休業日等により異なる場合があります。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1日目の那覇空港から1泊目の那覇市内ホテルまで現地添乗員が
同行するプランです。　※行程の一部が現地係員のみのご案内又はお客様各自となる区間がある場合があります。　※行程
の一部でバス会社又はタクシー会社の乗務員のみでのご案内となる場合があります。

ご
注
意

●各ページに掲載されている宿泊施設や入場施設の情報は、営業時間、食事場所・内容・時間、入浴場所・時間など
が予告なく変更となったり、サービスの提供が中止となる場合があります。また、指定された便の運休などにより、
便の変更や行程の変更が行われる場合があります。●天候などの諸条件により、記載の観光内容がご覧いただけな
い場合があります。●掲載のイベントは特に記載のない限り2019 年11 月現在の予定となります。内容などは変更
となる場合がありますので、予めご了承ください。●祭・花火・マラソン等のイベントが開催される際、現地にて公共
交通機関の運行が規制される場合があります。●インターネットオンラインの販売は、一部コースのポイントなどが
つかない場合があります。●「国内旅行総合保険」をおすすめします。販売店係員にお問合せください（一部お取り
扱いできない販売店があります）。●写真はイメージです。花・飲料などの装飾は付きません。予めご了承ください。

お客様の状況によっては、当初の手配内容に含まれていない特別な配慮・措置が必要になる場合があります。詳細は、「旅行条件書」の「お
申込み条件」を確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能性がある場合は、ご相談させていただきますので、必ずお申出ください。

客室について●特に記載のない限り、客室は風呂・トイレ付です。●宿泊施設の客室が洋室の場合、ご利用人数によっ
てはソファーベッド又はエキストラベッド使用となる場合があります。販売店係員へお問合せください。特に指定の
ない限り、禁煙・喫煙の確約はしていません。●客室の眺望については、下記のように表現している場合があります　
オーシャンビュー…お部屋（バルコニーを除く）から見える海が視界のかなりの部分を占めている部屋。航空機の座席
について●特に記載のない限り航空機は普通席となります。●窓側／通路側のご希望は事前にお伺いできません。ま
た、グループ、カップルの方でも座席が離れる場合があります。コース内容の変更について●航空機運航スケジュー
ルなどの変更で各コース中の出発・到着時間幅が大幅にずれる場合があります。また、混雑・天候状況・その他の事情
により現地出発・到着時間、観光箇所、行程の順序、食事時間などが変更となる場合があります。●現地で特別な配
慮が必要な場合は必ずお申込時に販売店係員にお申出ください。販売店  ハートフルシートをご提出ください。 車椅子
ご利用のお客様・身体障害者補助犬について●ご利用のお客様は必ずお申込時に販売店係員にお申出ください。

おひとりよりご参加いただけるコースです。1名より
参加OK 出発前に現地添乗員が電話にてご挨拶をするコースです。ご挨拶

コールあり

マークの見方

復路の航空便に「復路航空便欠航補償」付  復路の利用予定航空便が天候不良などの偶然な事由により欠航となり、お客様が予定外の宿泊費の
支出を被った場合、JTBがおひとり1万円を上限に補償します（幼児対象外）。 販売店 詳細はI-web国内 エース商品「取消料免除・台風・欠航補償」参照

宿泊施設に関するマーク表記について

客室に
洗浄器付
トイレが
あります。

JTB宿泊アンケート評価について
各宿泊施設に記載されているJTB宿泊アンケート点数は総合評価です。※「JTB
宿泊アンケート評価」は、JTB商品の品質に対してJTBが独自に定めた評価基準です。宿泊施設
そのものの格付けや他の旅行商品に対しての品質を保証するものではありません。※各宿泊
施設に掲載の評価については、2018年4月〜2019年3月のエースJTB宿泊アンケートを対象
としています。エースアンケート枚数が30枚未満の場合は「アンケート収集中」と記載します。

（一例）
総合 00点

幼児施設使用料について
当パンフレットでは、こども旅行代金を適用しない幼児で、寝具や食事を必要とされない場合、お客様のご希望の有無に関わらず現地で施設
使用料が必要となる宿泊施設があります。その場合「幼児施設使用料」の対象年齢及び料金（税込）を各宿泊施設欄で表示しています（募集
型企画旅行には含まれません。また、金額は変更となる場合があります。現地にてご確認ください）。幼児施設使用料に含まれているものは各
宿泊施設により異なります。また、おとな旅行代金に含まれる食事がバイキングの場合、現地で「バイキング会場入場料（夕／朝）」など「幼児
施設使用料」以外の幼児料金の支払いが必要となる宿泊施設があります。施設使用料・入場料・食事代金などが必要となる場合は、現地にて
お支払いください。詳しくは現地にてご確認ください。 ※現地で幼児料金の支払いが必要になる宿泊施設をご利用の場合は、幼児料金の合計額がこども旅行
代金よりも高くなる場合があります。その場合はこども旅行代金でお申込いただくことをおすすめします。※添い寝のお子様は正ベッド1台につきおひとりとなります。1
室あたりの幼児利用可能人数は宿泊施設により異なります。詳しくは販売店係員にお問合せください。※布団不要のため「定員」としては数えない“添い寝”のお子様の
人数によっては、「消防法」等各種法令による法定定員を超えてしまうことが稀にあります。その際は、いったん成立したご予約で
あっても、各施設からご利用部屋数の変更等の依頼がある場合があります。※アメニティのご提供はありません。 販売店 幼児は小Dで入力

旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他のサービス等を追加された
場合は、原則として消費税などの諸税が課せられますのでご了承ください。
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●大幅なダイヤ変更の場合は別途案内。I-web国内�エース販売商品［IIT・IT5］→臨時
便一覧参照。●IITで予約／CPUプラン申込締切まで受付／手仕舞後のリクエスト不
可／指定された購入期限（TL）までにチケットレス発行要●幼児（3〜5歳）・無賃幼児（0
〜2歳）とも申込人数の小D欄に人数入力要（無賃幼児の氏名入力の際は同伴するおと
なの次に＝（イコール）で名前（カナ）・年齢（0〜2）入力、性別を選択、無賃幼児にチェッ
ク）。無賃幼児はダミーコード［D0］入力でアプローチ組合登録。●各SコースNo.は各
コースの販売店欄参照。予約便名を必須現地素材（Xで始まる素材）にMS報告要。

交通手段について
1日目現地添乗員同行区間におけるご参加人数別の利用車種とバスガイドのご案内（目安）

乗物車種 小型タクシー ジャンボタクシー 小型又は中型又は大型バス
参加人員 1〜2名 3〜6名 7名以上
バスガイド なし なし なし

販
売
店

●手仕舞後の参加人員と乗物の利用車種などはプラ
ン詳細の集客状況表にてご確認ください。乗物の利用
車種などはご挨拶コール時にお知らせいたします。

■利用便のご案内（IIT）
SコースNo. JAL ANA

往路
羽田⇒那覇

普通席 S3290-□ 0 4
クラスJ S2290-□ 0 −

復路
那覇⇒羽田

普通席 S3291-□ 0 4
クラスJ S2291-□ 0 −

■出発日・旅行代金（おひとり）往復航空機普通席／1・2泊目共 追加代金不要  宿泊の場合 単位：円

出発日 おとな・こども
2〜4名1室 1名1室

1/25（土） 39,800 49,800

日次 事食お

 
VV V

ZVV

ZVV

1/25
（土）

1/26
（日）
1/27
（月）

（14：00発）

な　 は

羽田空港 那覇空港航空機
（普通席）

（普通席）

那覇市内
ホテル（泊）

那覇市内ホテル（泊）（終日：自由行動）ホテル

（18：30頃着）

青字は入場観光 航空機 航空機 各自
お客様負担

現地お客様負担
（旅行代金には含まれません）バス又はタクシー

杜の賑い沖縄
〈宜野湾：コンベンションセンター展示棟〉

（16:00～17:15）
［75分］

那覇空港 羽田空港航空機（自由行動／各自空港へ）ホテル 各自
お客様負担

■スケジュール（行程） ●利用バス会社：㈱琉球バス交通

最少催行人員 25名 ※�但し、出発日の45〜30日前の時点でお申込人員が最少催行人員に満たない場合、催行中止となる場合があります。 申込締切

現地添乗員
1日目の那覇空港から1泊目の那覇市内ホテルまで同行します。 出発日の10日前
往路�那覇空港に13：20までに到着の便、復路 �那覇空港到着予定時間の50分以降に出発の便よりお選びください。

「JAL」で「クラスJ」ご利用のお客様

［クラスJ］追加代金：
1区間（片道）2,000円
※おとな・こども・幼児同額。�

追加代金には消費税を含みます。

エースJTBで便名指定（IIT）をご利用のお客様は
●お申込時にご希望の航空会社・便名が選べます!
● 事前座席指定をされるとJALグループは「タッチ&ゴー」サービ

ス、ANAは「Skip」サービスがご利用いただけます。
　※事前座席指定をしていない場合、当日空港にてご搭乗手続きが必要です。
当プラン利用の航空便はマイルがたまります。
・�JALマイレージバンク会員でJALグループ、ANAマイレージクラブ会員でANAご利用の場
合に限ります。�・積算マイルは区間マイルの50％がカウントされます。（2019年11月1日現在）

※幼児代金（3〜5歳）35,800円（往復の航空運賃とバス代金のみ含まれています）　「杜の賑い」のお席はありません。　※ご出発前日までに現
地添乗員より代表のお客様へご挨拶のお電話をいたします。ご挨拶コールが不要な場合は、販売店係員にお申出ください。［販1］�※「杜の賑い」
の座席は全席指定席となります。当日現地添乗員よりご案内させていただきます。グループ・カップルの方でも座席が離れる場合があります。

ご
案
内

●ご予約便の変更はできません。●機内持ち込み・預け入れ手荷物には制限があります。●グループ・カップルの方でも
座席が離れる場合があります。機材変更、その他やむを得ない理由により、予告なしに座席が変更になる場合があります。
●乗り遅れ等による代替交通費用はお客様負担となり、航空券の払い戻しはできません、また、代替交通手段についても
お客様自身での手配となりますので、ご注意ください。●当日やむを得ない理由（天候・その他）により、ご予約便の便名及
び出発時刻の変更等が生じた場合でも差額の払戻しはありません。予めご了承ください。�JAL＝日本航空　ANA＝全日空

プランコード 13E9333-3　検索種別：アプローチ付・プラン料金適用泊日：1泊目（IIT利用）
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①氏名入力で参加者全員分の氏名入力後「予約情報内操作」→「参加者登録氏名」→「登録」が必要です。●予約操作／宿泊（2）+アプローチ（2）
+現地素材（1）の計5素材を必ず選択。IIT区間はアプローチ素材を選択の上、別途航空手配が必要です。●全宿泊素材の室数は同数にて予約。

予約操作に
ついて

お客様へはWebより出力の行程表のお渡し必須。（プランコード、該当出発日にて出力）

［販1］CPU予約時に連絡の取れる電話番号の入力必須。挨拶コール不要な場合は、現地素材（必須パス素材）MSに入力要。日時指定不可。


