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第10回 JCB・JAL・JTB

2018年.11.15（木）出発 4日間コース
2018年.11.16（金）出発 3日間コース

旅行企画
実施

J-catイメージ

ちゅ しま

沖縄県知事杯

ゴルフカップ
美ら島沖縄

かねひで喜瀬カントリークラブ（イメージ）

羽田発着 伊丹発着



ハイブリッドクラス以外は
※オキナワ・マリオットリゾート＆スパ以外のホテル配返車はできません。

ホテルでの乗捨やホテルでの貸出も対応できます。

フリータイムにもおすすめの
 オプショナルレンタカープラン

ご案内
※事故の際、警察発行の「事故証明書」がない場合、また保険契約の免責条項に該当する場合は保険金は給付されません。
※タイヤのバーストおよびパンクによる修理・交通費用はお客様のご負担となります。
※運転免許証は必ずご持参ください。お忘れになった場合は、どのような場合でもお貸しできません。又所定の取消料が必要となります。
※過去レンタカー使用時に交通違反をおこし、反則金の支払など手続きの完了が確認できない場合は、貸し渡しをお断わりする事があります。
※レンタカー貸出期間中に事故に遭われた場合、当社は代替サービスの手配はできません。お客様自身のご負担で対応を
お願いいたします。
※当パンフレットに記載のない事項についてはレンタカー会社貸渡約款に準じます。

販売店 レンタカーの予約の際、配・返車場所と乗車人員を必ずMS報告。　
喫煙車・禁煙車は現地素材にて選択

プリウス1.8Lノア

免責補償料（NOC除く）、消費税

（プリウス1.8L、WAクラスは
禁煙車のみとなります）

Sクラス、Aクラスは
喫煙車・禁煙車が
選べます 

ノア 他
ハイブリッドクラス
プリウス1.8L
定員5名

カローラフィールダー 他ヴィッツ 他

10,400円
13,300円
19,500円
29,900円

15,100円
22,500円
29,000円
44,100 円

  4,600円
  8,500円
11,700円
16,300円

  8,800円
11,800円
15,900円
24,700 円3泊4日

オプショナルゴルフプラン
喜瀬カントリークラブ
■交通

■旅行代金（おひとり様）

・那覇空港から車で約60分
・オキナワ・マリオット・リゾート&スパから車で約5分

午前

午前

11/16（金）
11/18（日）

15,000円
18,000円

■現地払い代金
　（消費税込）
　4B:0円
　3B:2,160円
　2B:4,320円

キャディ無し
乗用カート

ジ・アッタテラスゴルフリゾート
■交通

■旅行代金（おひとり様）

・那覇空港から車で約60分
・オキナワ・マリオット・リゾート&スパから車で約20分

午前

午前

11/16（金）
11/18（日）

15,800円
17,800円

■追加代金
　（消費税込）
　4B:0円
　3B:2,160円
　2B:設定なし　

キャディ無し
乗用カート

【旅行代金に含まれるもの】
■18Hグリーンフィ・カートフィ・諸経費・その他各ゴルフ場の定めるセット代金及び・消費税

【旅行代金に含まれないもの／現地払い料金】
■キャディフィ・利用税・ロッカーフィ・その他各ゴルフ場の定める諸費用
■現地払い代金　※現地にてお支払いください。

※旅行代金、現地払い代金はおひとり様料金の表示です。
※ゴルフ場の予約状況によってはご希望時間帯に予約ができない場合もございます。
　予めご了承ください。

★お申し込みの前に必ずお読みください★ 共通 INFORMATION
②マイルはたまりません。
③事前に座席のご希望はお受けできません。
④空港集合場所に全員の方が揃わない場合、航空券と引き換えはできません。ご注意ください。
⑤利用航空便名はご搭乗の10日前までにご案内いたします。
●航空機の座席はグループやカップル等の方でも通路を挟んだり前後の座席となる場合があります。
●空港への早朝の集合時間および深夜の到着によりタクシー利用あるいは宿泊しなければならないことが生じても当社はその請求には
応じられません。またご予約当日以降は、氏名の変更はできません。
●ゴルフ場の規定により、ゴルフ場の定める入場資格を満たしていない方については、お申し込みをお断りすることがあります。また
現地にて不適格者と判断した場合に、ゴルフ場側の判断でプレイをお断りすることがあります。

●当パンフレット記載のプランは個人型のプランです。定員を超える場合の追加手配やコンペのお取扱いはあくまでも、お客様のお申し
込みによるものとなりますので、ご要望に添えない場合もあります。

●当パンフレットにおける記載情報事項（ホテルデータ等）は2018年8月1日現在の資料に基づき作成しておりますので予告なく内容が
変更となる場合があります。

●ご集合時間は時間厳守にてお願いします。万一、お乗り遅れの場合目的地までの交通費はお客様負担となります。
　（未使用の航空券の払い戻しはありません。）また、後続便が満席等でご出発できない場合があります。

●お申し込みの際、下記の旅行条件も必ずお読みください。
●添乗員は、ご出発日の那覇空港から最終日の那覇空港まで同行します。羽田・伊丹空港では係員がご案内します。
●旅行代金　旅行代金は、ご利用人数・日程等により異なります。
●出発日　2018年11月15日（木）4日間コース、11月16日（金）3日間コース
●最少催行人員：羽田・伊丹発着：各10名
●コースに含まれるもの　往復航空運賃（普通席）、宿泊代金（4日間コース：3泊、3日間コース：2泊、いずれも消費税•サービス料込）、
朝食代（4日間コース 3回、3日間コース 2回）、美ら島ゴルフカッププレイフィ又はエステコース、現地送迎代金（オプショナルゴル
フ除く）、美ら島ゴルフカップ懇親会パーティ代金、消費税等諸税

★ご案内★
●各コースともおとな1名様以上でお申し込みください。オプショナルゴルフプランは、各ゴルフ場欄をご覧ください。 
●行程中の　マークは航空機普通席利用　  はバス利用となります。
●ホテルにて3名1室利用の場合、ツイン+エキストラベッド、4名1室利用の場合、ツイン+エキストラベッド＋ソファーベッドとなります。
●航空機利用日は、お申し込み旅行期間の１日目と最終日となります。航空機の利用日をずらしての販売はできません。
●航空機について
①利用航空会社は、日本航空又は日本トランスオーシャン航空となります。（適用運賃はIITまたはIT5または普通航空運賃となります。)

かねひで喜瀬カントリークラブ（イメージ）かねひで喜瀬カントリークラブ（イメージ）

協賛特別協賛



沖縄の香りいっぱいの古民家で、
古き良き沖縄の風を感じながら沖縄を食す。
お客様の喜ぶ顔が思い浮かばれる、
沖縄古民家のお食事処です。

（イメージ）（イメージ）

エステコースゴルフに参加されないお客様に
お楽しみいただきます。

■3日間コース基本代金

早朝
04：00 06：00 08：00 12：00 16：00 18：00 23：00 04：00

朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

◆添乗員：ご出発日の那覇空港から最終日の那覇空港まで同行します。羽田・伊丹空港では係員がご案内
します。　◆利用航空会社：日本航空　◆最少催行人員：羽田・伊丹発着：各10名　◆航空ダイヤは、8月
1日以降運航予定便の予定ダイヤを記載しております。フライトスケジュールの変更により、発着時間が変
更となる場合があります。

表彰式＆懇親パーティー会場

■チェックイン 14：00
■チェックアウト 11：00

■朝食 バイキング（和・洋）　
■客室タイプ 洋室
■交通 沖縄自動車道許田ICから国道58号線で約5分

※こども（３～１１才）は大人と同額となります。

〈ご案内及び注意事項〉
●参加資格：18歳以上でアマチュア愛好家の男性・女性。 
●表彰：優勝、準優勝、ベストグロス賞等、懇親パーティーで表彰します。 
●レンタルクラブ、レンタルシューズ、ゴルフボール、グローブ、ティーは含まれません。
●ゴルフ場では、襟付きのシャツを着用。Ｔシャツやゴム草履はご遠慮ください。 
●メタルスパイクシューズの着用はご遠慮ください。 
●ゴルフカップは３名１組、又は、４名１組でのプレイとなります。１名もしくは２名でお申し込みの場合は、他
のお客様と組合せプレイとなります。

▶コースレイアウト（イメージ）

■１８ホールストロークプレイ・ダブルペリア方式　　■スタート方法は組数により異なります。

かねひで喜瀬カントリークラブ
〒905-0026　沖縄県名護市字喜瀬1107-1

競技方法
かねひで喜瀬カントリークラブ（イメージ）

第10回 JCB・JAL・JTB

大会会場

沖縄県知事杯

Woods
ウッズ9 Ocean

オーシャン9
高度な戦略性と
様々な攻撃性を
合わせ持つ

広大な大地が、
挑戦意欲を
かき立てる

おひとり様
2～4名様1室
　 1名様1室

羽田発着
  99,800円
113,800円

伊丹発着
  99,800円
113,800円

■4日間コース基本代金

※こども（３～１１才）は大人と同額となります。

おひとり様
2～4名様1室
　 1名様1室

羽田発着
109,800円
130,800円

伊丹発着
109,800円
130,800円

※ご集合時間・場所は現地にてご案内します。
※ご参加人員によっては、スケジュール時間を変更させていただきます。

男 性
ホテル内：指圧マッサージ（40分）

女 性
ホテル内：オリジナルエステコース（60分）

外観外観

美ら島沖縄ゴルフカップ美ら島沖縄ゴルフカップ

●ご集合、受付手続きの際は旅行代金の支払いを証する券（最終旅程表・会員券・振込み控え等)を必ずご提示ください。
●宿泊施設をチェックアウトする際、電話代、お飲物代など旅行代金に含まれない個人的諸費用の精算は各自お済ませください。
　旅行代金に含まれない個人的諸費用には、別途サービス料・諸税が課せられます。
●航空券や整理票等を紛失されても再発行はできません。また、未使用についても払い戻しはできません。
●グループのお申し込みで出発当日の人員減の場合、不参加の交通機関の座席・食事・部屋等は一切効力を失い、取消扱いとなります。
また、お申し込み時のお部屋割り等の条件についても一切無効となります。

●台風・濃霧・事故等不可抗力による延泊やコース変更等が生じた場合、現地での超過料金はお客様のご負担となります。
●ご旅行開始後、お客様のご都合で宿泊・航空・ゴルフ場・JR券などご利用にならなかった場合その払い戻しはできません。
●航空機の遅延等による目的地までの交通費（タクシーなど）や宿泊費などはお客様のご負担となり手配はお客様自身にてお願いしま
す。また、目的地の滞在時間の短縮を余儀なくされた場合でもその補償にも応じられません。

●表示の部屋定員は、最大定員の部屋タイプです。実際のお申し込み人員により部屋タイプが異なる場合があります。
●荷物の管理はお客様自身でお願いします。盗難・紛失・置き忘れ・お客様どうしでの取り違いなど多発しております。万一紛失された
場合でも一切責任は負いかねます。

●募集型企画旅行は、パンフレットに記載した旅行内容（行程・旅行代金等）によりお申し込みいただく旅行です。記載以外の内容で
のお申し込みは取り扱いができません。

●航空機への機内持込手荷物とお預けになる手荷物は、航空法及び航空会社の規定により制限があります。詳しくはご搭乗になる航
空会社へお問合せください。

●取消・人員減の場合について
　お客様のご都合での旅行の取消または人員減少の場合、お申し込みされた旅行会社にご連絡をお願いします。
●ご出発日が、ストライキ・台風等の場合
　ご出発便の運航状況をご自宅を出発前にご自身でご確認ください。
　ご利用便の欠航が決定されている場合…ご旅行は催行中止となります。ご旅行代金は全額返金となります。空港へのご集合
は不要です。取消および払い戻しについては、当日お早めにお申し込みされた旅行会社にお問い合せください。ご利用の航空
会社での払い戻しはできません。お客様のご判断で他航空会社の便を利用する場合、お客様のご負担となり未使用航空券の
払い戻しはありません。

　ご利用便の運航がはっきりしない場合…ご案内どおり出発空港へご集合ください。ご集合後、欠航により催行中止となる場合
もあります。集合にかかる交通費等はお客様のご負担となりますので予めご了承ください。欠航が決定されていない前のお客
様のご判断にてご旅行を取りやめる場合は所定の取消料の対象となります。ご注意ください。

●帰着日が、ストライキ・台風等の場合
　集合場所にご集合のうえ、現地係員にご相談ください。お客様のご判断で他航空会社の便を利用する場合、お客様のご負担と
なり未使用航空券の払い戻しはありません。

●添乗員について
　添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させて頂きます。なお、労働基準法の定めからも勤務中一定の休憩時間
を適宜取得させることが必要ですので、お客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。

オキナワ・マリオット・リゾート＆スパ

客室（一例）客室（一例）

料理（イメージ）料理（イメージ） 室内（イメージ）室内（イメージ）

中庭（イメージ）中庭（イメージ）

朝食（イメージ）朝食（イメージ）

沖縄そばとあぐー料理

3日間 4日間 月日 スケジュール 食事

- 1 11/15
（木）

羽田発 羽田空港発 7：30～8：30発　 　那覇空港着 10：00～11：00着

夕
昼 ×
×

伊丹発 伊丹空港発 8：30～9：30発　 　那覇空港着 10：40～11：40着

那覇空港    ホテル
※ホテル到着後、自由行動。チェックインは14：00からとなります。 ＜ホテル泊＞

1 2 11/16
（金）

3
日
間

羽田発 羽田空港発 7：30～8：30発　 　那覇空港着 10：00～11：00着

夕
昼
朝
×
×

×伊丹発 伊丹空港発 8：30～9：30発　 　那覇空港着 10：40～11：40着

那覇空港    ホテル
※ホテル到着後、自由行動。チェックインは14：00からとなります。 ＜ホテル泊＞

4
日
間 ＜ホテル泊＞ 夕

昼
朝
×
×

◯

2 3 11/17
（土）

朝：ホテル発    かねひで喜瀬カントリークラブ

※ゴルフカップにご参加されない方には、エステコースをご用意しております。
午後：かねひで喜瀬カントリークラブ    ホテル
夕刻：ホテル    名護・大家（表彰式＆懇親パーティー）    夜：ホテル
 ＜ホテル泊＞

夕
昼
朝
×
◯

◯

3 4 11/18
（日）

出発まで自由行動
午後：ホテル    Tギャラリア沖縄（お買物）    那覇空港

夕
昼
朝
×
×

◯

羽田行 那覇空港発 18：00～19：45発  羽田空港着 20：30～22：15着

伊丹行 那覇空港発 17：30～18：30発  伊丹空港着 19：30～20：30着

沖縄県知事杯 
第10回 JCB・JAL・JTB美ら島沖縄ゴルフカップ

4日間コースはフリータイム
※オプショナルゴルフなどでお楽しみください



2018 82018 8

ご旅行代金、お買い物などのお支払いは、JCBカードをご利用ください。

ゴルフカップデスク
TEL.050-5305-1505　FAX. 050-3085-1616
営業時間10：00～17：30　　　　　　 
※休業日：土曜・日曜・祝日・12月30日～1月3日

旅行企画・実施

観光庁登録旅行業64号　　日本旅行業協会正会員
東京都品川区東品川2-3-11　〒140-8604

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。

レストランやショップで使える
おトクな優待を多数掲載！

このマークがついているカード
すべてがJCBカードです。

http://www.jcb.jp/ws/okinawa_guide.html

JCB沖縄優待ガイド


