
▲クラブデラックスツイン（一例）

▲外観 ▲クラブラグジュアリーツイン（一例）

■ご利用航空便（普通席）　※ご希望便をお選びください。 ＪＡＬ＝日本航空、ＪＴＡ＝日本トランスオーシャン航空

■行程 プラン：６ＣＫＫ２Ｗ２－３　施：８７０７-０１２

■ホテルのご案内

※本プランはＪＣＢトラベルが実施するＯｋｉ Ｄｏｋｉポイント

　 倍付けサービスの対象となります。

11：30～12：00

※但し、１２／２３～２６、１２／２９～１／２、１／５・９・１２・２３・３０、２／２０・２３出発を除く

禁煙クラブデラックスツイン 2名1室 58,000円

片道：おひとり様

12/1～22，1/6～29 2/2～3/17

上記禁煙クラブデラックスツイン（2名1室）に　12,000円追加

出発 追加代金
片道：おひとり様 空港 予定時間

到着
便名

追加代金
区分

ＪＴＡ００５便 14：20～14：50
伊丹 ＪＡＬ２０８１便 8：50～9：20

禁煙クラブラグジュアリーツイン

区分
出発

便名
出発

空港 予定時間

関西 ＪＴＡ００８便 17：20～17：50 3,000円
伊丹 ＪＡＬ２０８８便

往路
5,000円 伊丹 ＪＡＬ２０８４便

追加代金なし（基本便）

関西 ＪＴＡ００１便 8：00～8：30 3,000円
11：50～12：20 追加代金なし（基本便）

17：45～18：15 5,000円

追加代金なし（基本便）関西 ＪＴＡ００４便

復路
関西

ＪＡＬ２０８７便 14：40～15：10 追加代金なし（基本便） 伊丹

１日目 滞在中１回夕食付！伊丹・関西空港→→【航空便】→→那覇空港・・・お客様各自ご移動・・・ホテル
ホテル（泊） ※ ●レストラン／ファインダイニング限定

★ポイント★
日次 スケジュール 食事

○クラスＪをご利用の場合は航空便追加代金とは別に、おひとり様片道（1区間）2,000円追加となります。

２日目
朝食 ●料理／フランス＆イタリア＆沖縄料理の

（フリータイム）   　　　　　 フュージョン料理フルコース
ホテル（泊） ※   　　　　　（限定メニュー）

☆ホテルのおもてなし☆
①ウェルカムドリンクサービス（チェックイン時レセプションにて）
②ウェルカムアメニティをお部屋にご用意

⑥バレットサービス（玄関前にてお車をお預かり致します）
    （テラスセレクトウォーター・月桃茶・コーヒー・紅茶）
⑤ティーアメニティをお部屋にご用意

３日目

朝食 ●夕食時間／１７：３０～２２：００

ホテル・・・お客様各自ご移動・・・那覇空港→→【航空便】→→伊丹・関西空港 　　　　　　　　　　（ラストオーダー２１：３０）

※お客様ご自身でご希望の日時を事前にホテル

・レストラン「ファインダイニング」でのご夕食時は、男性は襟付シャツの着用をお願いしております。女性はリゾートドレスやワンピース等、
　華やかな装いでお越しください。ビーチサンダルやスリッパ及びそれに準ずるお履き物での来店はご遠慮ください。
・ホテル施設内はご宿泊者専用となっております。宿泊者以外の方の入館・施設のご利用はできません。

■出発日・旅行代金（往復基本便、2名様1室利用の場合/おひとり様）
   ２０１９年１２月１日（日）～２０２０年３月１７日（火）の日～木曜日出発

出発日

【ご注意・ご案内】

62,000円

上記代金に　35,000円追加

・ご利用は１６歳以上のお客様に限ります。
・全施設内におきまして、ボディアートを含む全ての入れ墨の露出をご遠慮いただいております。

　　　17：00～19：00 カクテルタイム（ピンチョスやアルコール類をご用意） ⑦ジ・アッタテラスゴルフリゾートでのゴルフプレーが優待料金で利用可能
④ターンダウンサービス（お休み前のベッドメイク） ⑧ザ・ブセナテラスのスパ・サウナ、スポーツジム滞在中利用無料

2名1室

上記客室タイプ共通　1名1室利用追加代金

③ラウンジサービス　提供場所：ライブラリーラウンジ＆バー
　　　14：00～16：00 ティータイム（ホテルメードのスイーツやコーヒー・紅茶をご用意） 　 滞在中駐車場無料

※１日目または２日目のいずれか夕食１回付 　 へご予約ください。ご予約の際は「ＪＣＢトラベル
　 限定企画」の旨をお申し出ください。

[恩納村]　　ジ・アッタテラスクラブタワーズ　　【チェックイン／１４：００、チェックアウト／１１：００】

◇◆◇体験プログラム◇◆◇
1.シェフズクラス

開催日時：毎週火曜日　15：00～16：00 場所：ファインダイニング又は龍潭 定員：4名（予約制） 料金：無料
2.三線教室

開催日時：毎週金曜日　15：30～16：30 場所：東屋（ザ・ガーデン内）他 定員：6名（予約制） 料金：無料

※全て予約制となりますのでご注意ください。（定員に達し次第締切）
※開催は講師の都合上、予告なく変更になる場合がございますので、ご利用希望の際は事前にご確認ください。

3.モーニングヨガ
　開催日時：毎日 場所：東屋（ザ・ガーデン内）他 定員：8名（予約制） 料金：無料

ご家庭でも手軽に美味しく作れる調理方法を、ホテルシェフが分かりやすくアドバイスします

沖縄の代表的な楽器である三線を分かりやすく指導します

朝の新鮮な空気の中、ベーシックなヨガで心と身体を解きほぐしリフレッシュするプログラムです

冬～春版



（お申込みいただく前に、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。）
店頭にてお申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込みください。

(1)
(2)
(3)
(4)

1）

2）

3）

4）
5）
6）

(1)

(2)

（3)

旅行代金は、予定消費税率10％を適用しています。旅行代金以外の各種料金につきましても予定消費税率10％を適用していますが2019年9月1日現在で料金未定の場合は
消費税率8％の料金を記載しています。予めご確認の上、お申し込みください。

受付時間　10：00ＡＭ～6：00ＰＭ 日・祝・年末年始休

※ＪＣＢザ・クラスのお客様はお住まいの地域にかかわらず、専用ダイヤルへお電話ください。

サン＆サン事業部

大阪
※愛知県・岐阜県・富山県から西にお住まいの方は大阪へ、それ以外の方は東京へお電話ください。
※上のフリーダイヤルにおかけになると自動音声でご案内します。ガイダンスに従ってメニュー番号をご入力ください。

※ＪＣＢトラベルからお客様へご連絡する際の発信者番号は上のフリーダイヤルとなります。

●受託販売
東京都豊島区南池袋２丁目４３番１９号

                  　総合旅行業務取扱管理者／広瀬　直子
大阪支店　  大阪府大阪市中央区北浜東４-３３ 北浜 ＮＥＸＵ ＢＵＩＬＤ　〒５４０-００３１

観光庁長官登録旅行業第１８２２号　ＪＡＴＡ正会員

本社           東京都豊島区高田３-１３-２ 高田馬場ＴＳビル　〒１７１-００３３
                　  総合旅行業務取扱管理者／鈴木　俊行

観光庁長官登録旅行業第７１２号
一般社団法人日本旅行業協会　正会員
〒１７１-００２２

　0120-950-348

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9月1日を基準としています。また、旅行代金は2019年9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。
旅館・ホテル等において、お客様が酒類・料理・その他サービス等を追加された場合は、原則として、消費税等諸税が課せられます。

旅行企画・実施

ＪＣＢトラベルデスク　ザ・クラス専用ダイヤル
　0120-308-155

＜お申し込み・お問い合わせ＞

ＪＣＢトラベルデスク

　0120-950-347東京

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当社及び当社と連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

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

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。
｢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。（ただし、成立日が旅行開始前日
から14日目にあたる日より前の場合は｢14日目（休業日にあたる場合は翌営業日）｣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。）

・死亡補償金：1,500万円　・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。）
●｢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。）

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。

旅行代金の50％
旅行開始後の解除または

旅行代金の100％
無連絡不参加

旅行開始日の前日の解除 旅行代金の40％
当日の解除　（6を除く）

●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（注釈のないかぎり普通席）、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

旅行代金の20％（日帰り旅行にあっては10日目）
（3～6を除く）

契約解除の日 取消料（お1人様）

旅行開始
日の前日
から起算
してさか
のぼって

21日目にあたる日以前の解除
無料

※オプショナルプランも左記料率による取消料が利用日を基準として別途適用されます。
（日帰り旅行にあっては11日目） 　　ただし、旅行開始後の取消料は１００％となります。
20日目にあたる日以降の解除

7日目にあたる日以降の解除
旅行代金の30％

（4～6を除く）

●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。

お申込金 ６，０００円 １２，０００円 ２０，０００円 ３０，０００円 代金の２０％

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。
お申込金（おひとり）

●宿泊施設へのご到着予定時間を係員にお申し出ください。
□その他ご注意

旅行代金 ３万円未満 ６万円未満 １０万円未満 １５万円未満 １５万円以上

電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合、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。

必ずお読みください　※お申込いただく前に、下記事項、及び各プランごとの掲載内容を必ずご確認の上お申込ください。

◆このパンフレットに記載のプランは全て個人型プランです。
　　添乗員・現地係員は同行しません。ご旅行に必要な最終旅程表・整理票類をお渡ししますので、旅行中の手続きはお客様ご自身で行ってください。
●最少催行人員：１名様
●ホテルのおもてなし、ポイント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。

□旅行参加条件
※未成年者の方（２０歳未満）の一人又はお友達同士での参加及び親権者以外の方とご同行される場合、参加の同意書の提出をお願い申し上げます。

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。

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。

お申込みのご案内
●募集型企画旅行契約
この旅行は㈱ＪＴＢガイアレック（東京都豊島区南池袋2-43-19 観光庁長官登録旅行業第712号）。以下｢当社｣という。

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。
●旅行のお申込み及び契約成立時期

●記載の宿泊施設の情報は、節電や天候などの諸条件により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、指定された交通機関の運休などに
　より、ご利用便の変更や行程の変更が行われる場合があります。
●「国内旅行総合保険」をおすすめします。詳しくは販売店係員にお尋ねください（一部お取り扱いできない販売店があります）。
●掲載の写真はイメージです。予めご了承ください。

●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類の払戻しは一切できませんので、予めご了承ください。
●出発日の７日前までお申し込みできます。
●航空機は特に記載のない限り普通席のご利用となります。但し、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。
●車椅子ご利用のお客様、介助犬をご利用のお客様は必ずお申し込み時に係員にお申し出ください。


