
素材 H90（スタンダード 01） c8710-007

■総客室数315室　■お部屋／洋室風呂付51㎡（2～6名定員）
■交通／那覇空港より車で約80分
■幼児施設使用料：0～5歳　無料

カヌチャベイホテル＆ヴィラズ

（単位：円）

出発日

おとな

こども

5・6名1室
3・4名1室
2名1室
3～6名1室
2名1室

t 20～31
y 1～6

y 7～11 y 12～14 y 15～20 t 20～31
y 1～6

y 7～11 y 12～14 y 15～20

32,500
33,800
37,800
32,500
37,800

35,800
37,800
40,800
35,800
40,800

39,800
41,800
45,300
39,800
45,300

44,800
46,800
49,800
44,800
49,800

37,500
39,800
45,800
37,500
45,800

40,800
43,800
48,800
40,800
48,800

44,800
47,800
52,800
44,800
52,800

49,800
52,800
57,800
49,800
57,800

どちらのホテルを選んでも、
滞在中ランチ1回付!
（宿泊ホテルにて限定メニュー）

サウナ付
展望大浴場
滞在中1回
ご利用OK!

ホテル日航アリビラ利用

■出発日と基本代金／おひとり様　●同一ホテルに連泊するプランです。

6/9・16宿泊に限り、上記基本代金表の代金に、おとな・こども共おひとり様1,000円割増。左記以外は割増なし。

3日間 4日間

j3種

●「るるぶ特別編集号沖縄」はつきません。エースキャンペーン対象外。　●こどもは小A、幼児は小Dで入力
●同一客室に連泊するプランにつき、必ず同じ室タイプにて予約。　　　金入登録（固定）E9956販売店

2泊又は3泊朝食付 航空機付プラン

 プラン　見たモン勝ち　13KZT02-3（3日間）・-4（4日間）

共通のご案内

※幼児旅行代金（3～5歳）は、5/20～6/14は
18,500円、6/15～23は20,400円となります。
（片道あたり・航空運賃のみとなります）〔搭乗日基準〕
※幼児旅行代金が基本代金を上回る場合は、基本
代金と同額となります。

■チェックイン14：00／チェックアウト11：00
■朝食／レストランにてバイキング

素材 H90（スタンダード 01） c8741-001

■総客室数396室　■お部屋／洋室風呂付43㎡（2～4名定員）
■交通／那覇空港より車で約60分　■幼児施設使用料：0～5歳　無料
※禁煙ルームのご用意となります

ホテル日航アリビラ

【4日間プラン限定】
プティスイーツ
食べ放題
滞在中1回付!

j3種 プラン　見たモン勝ち　13KZT04-3（3日間）・-4（4日間）

外観外観

整A付

人気のリゾートホテルが 全朝食付 でこの価格！!
さらに!ご利用便の追加代金はありません!!

注1

’12.5/20～6/20発限定

名護市
読谷村

500 8003232323232,,,,,5555555555555000000000000円円円円円～～～～～44444444444444444444444444444444～444444～44～44～ ,,,,888888000000000000円円円円32,500円～44,800円32,500円～44,800円
●旅行代金／3日間〈往復航空機普通席利用〉
　カヌチャベイホテル＆ヴィラズ
　5・6名1室・おとなおひとり様

カヌチャベイホテル＆ヴィラズカヌチャベイホテル＆ヴィラズ
ホテル日航アリビラホテル日航アリビラ

No.016

沖縄リゾートステイ3・4日間

注1



お申し込みのご案内

幼児について

こどもについて

航空機について

●幼児のご案内／こども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（税込）が必要となる宿泊施設がございます。当パンフレットでは、その「幼児施設使用料」の
料金を表示しています（幼児料金は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もございます。
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）」の支払いが必要となる宿泊施
設がございます。詳しくは現地にてお問い合わせください。
※「幼児施設使用料」以外の幼児料金についても、現地にご確認ください。
※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
なる場合がございます。その場合はこども旅行代金でお申し込みいただくことをおすすめします。詳しくは係員まで
お問い合わせください。
※アメニティ、qポイント類のご提供はありません。

●こども代金の適用年齢区分／こども代金：6～11歳、幼児：3～5歳（航空運賃のみ）、無賃幼児：0～2歳

JAL＝日本航空　ANA＝全日空

●ご予約便の変更はできません。
●便によって設定中止、運休、満員の場合がございます。またプランによってはご利用いただけない便がございます。
●各航空会社のフライトスケジュール・便名は月によって大幅に変更及び臨時便による増便となる場合があります。必
ず毎月のスケジュールをご確認ください。
●航空機の座席はグループ、カップルの方でも離れる場合がございます。
●乗り遅れ等による代替交通費用はお客様負担となり、航空運賃の払い戻しはできません。また、代替交通手段につ
いてもお客様ご自身での手配となりますので予めご了承ください。
●当社の利用航空会社はJAL・ANAいずれかになります。（適用運賃はIITです）
●羽田空港を利用する場合の旅客施設使用料は、旅行代金に含まれております。

販売店 幼児は小Dで入力

●最少催行人員：2名（受付最少人員：おとな1名以上を含む2名[幼児は人数に含まれま
せん]）
※受付最少人員は1室あたりの人数です。　※一部異なるプランがございます。
※お客様都合による取消で受付最少人員未満となる場合は全員取消、または権利放
棄（受付最少人員分は払戻なし）でお受けできる場合もあります。
●相部屋の設定はございません。
●予約内容等の変更はできません。
●行程表内の凡例

●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あります。
●料理写真は、時期により料理内容、使用する器が記載のものと異なる場合があり
ます。

掲載のコースは全て個人型プランです。添乗員は同行
しません。旅行に必要な旅程表類をお渡しいたします。
旅行代金には諸税･サービス料が含まれております。

現地
お客様負担

現地お客様負担
（旅行代金に含まれていない部分）航空機 航空機

（普通席）

エースのご相談・お申し込みは下記の販売店をご利用ください。〈受託販売〉

※各コースに適用取消料の明記がある場合は、その取消料を適用いたします。

● 募集型企画旅行契約
この旅行は（株）ジェイティービー（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
最終日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。

● 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機関、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

● 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、旅行代金お支払い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。

● 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。）

●「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）を条件にお申込み
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。● 取消料

※貸切船舶を利用する旅行については、上記の表によらず、コースページ内に記載する  
　取消料に拠ります。

お申し込みのご案内（お申し込みいただく前に、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。）お申し込みの際には、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し込みください。

　1）6日目にあたる日以前の解除

　4）当日の解除（5を除く）
　5）旅行開始後の解除または無
　連絡不参加

　3）3日目にあたる日以降の解除
　　　　　　　　（4～5を除く）

　2）5日目にあたる日以降の解除
　　　　　　　　（3～5を除く）

無　料

旅行代金の50％

旅行代金の100％

旅行代金の20％

取消人員14名以下の場合無料
取消人員15名以上の場合旅行代金の20％

旅行開始
日の前日
から起算
してさか
のぼって

契 約 解 除 の 日 取 消 料（お１人様）

　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）

　4）旅行開始日の前日の解除

　6）旅行開始後の解除または無連
　　絡不参加

　3）7日目にあたる日以降の解除
　 （4～6を除く）

　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）

契約解除の日

無　料

旅行代金の20％

旅行代金の30％

旅行代金の40％
旅行代金の50％

旅行代金の100％

旅行開始
日の前日
から起算
してさか
のぼって

　5）当日の解除（6を除く）

取消料（お１人様）

● 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。

● 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。
・ 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。）

JTB東日本国内商品事業部
東京都品川区東品川2-3-11　〒140-8604

エース宿泊プラン（宿泊のみの場合※但し4/28～5/5宿泊分のエース宿泊プランを除く）及びコース上に明記のある場合

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。
（※4/28～5/5宿泊分のエース宿泊プランは下記に準じます）

この旅行条件は2012年5月1日を基準としています。また、旅行代金は2012年5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。

マーク付
のコース
も左記の
料率を適用

マーク付
のコース
も左記の
料率を適用

旅行代金 お申込金

3万円未満 6,000円

6千円未満 旅行代金の20％

6万円未満 12,000円

10万円未満 20,000円
30,000円

旅行代金の20％

旅行代金

15万円未満

15万円以上

お申込金

旅行業公正取引協議会

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

エースJTBの
最新情報はこちら！

ホテルや入場施設の情報は、節電等の影響により、営業内容（営業時間、食事場所・
内容・時間、入浴場所・時間、プール営業・時間等）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ございます。

ご宿泊時の節電等の影響について（ご注意）

■往復航空機普通席利用
日次 行　　程 食　事

羽田空港発　　　　那覇空港　 ホテル（泊）航空機
（普通席）

航空機
（普通席）ホテル　　　　那覇空港 羽田空港着

現地
お客様負担

朝

朝現地
お客様負担

1

3
（終日フリータイム） ホテル（泊）2

1

4
2～3

※本プランでは、プレミアムクラス（ANA）の事前予約はできません。

●予約時に便名を案内／eチケット控え／JAL・ANAは出発時刻の15分前までに保安検査場（手荷物検査場）通過／
CPU10日前まで受付／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をしない
場合は予約が取り消されます。
●幼児（3～5歳）、無賃幼児（0～2歳）とも小D欄に人数入力要（無賃幼児の氏名入力の際は同行するおとなの次に＝
（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。無賃幼児はダミーコード「D0」入力でアプローチ結合。

販
売
店

エースJTBで便名指定（IIT）
をご利用のお客様は

●さらに…
このマークの付いた
便を利用するとマイルが
たまります。

▲

事前座席指定はJALグループ国内線全
線にてご利用いただけます。
HAC/RAC/JAC便または一部路線・便
でご利用できない場合があります。

出発の15分前までに保安検査場（手荷物検査場）を通過するだけだから簡単！

事前座席指定をしていただくと「タッチ＆
ゴー」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。

事前座席指定をしていただくと「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。

事前座席指定はANA国内線全線にて
ご利用いただけます。

日本航空（JAL） 全日空（ANA）
ご出発前に座席番号及び前方・後方・窓側・通路側などの座席指定ができます。
※ご搭乗の２ヶ月前の同日より承ります。※ご希望の座席がおとりできない場合がございます。
※機材変更などのやむをえない場合により、予告なしに座席が変更となる場合がございます。

●JALマイレージバンク会員でJAL便の
ご利用、ANAマイレージクラブ会員で
ANA便ご利用の場合に限ります。
●積算マイルは区間マイルの約50％がカ
ウントされます（2012年5月1日現在）

●お申し込み時にご希望の
航空会社・便名が選べます！

●事前座席指定がご搭乗の
２ヶ月前よりご利用いただけ
ます！
●事前座席指定をされると
JAL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。

（普通席） Ａ0010
（クラスJ） Ａ3000

普通席: S3899-□
クラスJ: S2899-□

※事前にご予約されない場合でも、当日空
港にて空席がある場合には、日本航空カウ
ンターにて［クラスJ］のお申し込みができま
す（この場合は1区間／クラスJ片道1,000
円となります。予告なく変更となる場合がご
ざいますので事前にご確認ください。）
※［クラスJ］対応の機材・路線に限ります。
（2012年5月1日現在）

［クラスJ］料金：1区間（片道）
2,000円割増（おとな・こども・幼児共）

［クラスJ］ご利用のお客様

※料金には1,000円（片道）の［クラスJ］
　料金と事前確約代金及び消費税を含みます。

羽　田⇔那　覇
（所要約2時間30分）

JAL・ANAの全便（普通席）JAL（J A L927便を除く）
ANA（ANA139便を除く）

区　間 区間No.復路出発便名（出発時間）
出発便名をお選びください（IIT）　日本航空（JAL）・全日空（ANA）の便名が選べます

Sナンバー往路出発便名（出発時間）
【JAL】 -/
【ANA】 -v便（普通席）

016


