
●旅行出発前予約（出発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にてご予約ください。）

去噂三室賀≡塵＝妄二重岳許無宰
詮当山幽　√J了三書芸票

堅禦禦竪撃

r沖縄の観光を盛り上げよう」と三線好きな

バスガイドさん達で結成されたバンドrうた

ばすj。JALライナーでは12／21～3／29の期

間中、毎週土曜日限定で、「うたばすjガイド

による三線演奏と島頂を車窓の美しい景色

とともにお楽しみいただけます。

発着地（左記参照）

ご利用バス ��団 �代金（1名機） 

1号 � �NN9041A �おとな1．000円　　こども（3－11歳）500円 

大家ランチ付き �NN9041C �おとな2．500円　　こども（3－日歳）1．500円＊ 

2号 �大家ランチなし �NN90418 �おとな1．000円　　こども（3～＝歳）500円 
大家ランチ付き �NN9041D �おとな2．500円　　こども（3－日歳）1．500円＊ 

バス走行距離／鼻大約223km

発撫地‥‥ �出発 �時間 �到着時間 

DFSギャラリア沖縄 �7 �50 �18 �50 

ホテルJALシティ那覇 �8 �00 �19 �00 

ホテル日航那覇グランドキャッスル �8 �：15 �18 �35 

沖縄かりゆしビーチリゾートオーシャンスバ �9 �15． �17 �35． 

オキナワマリオットリゾート＆スパ �9 �：20 �17 �30 

ザ・ブセナテラス �9 �：25 �17 �25 

ことも代金にてご参加の

お子さまのお食事は1品

少ない考量度の料理内容

（お子様メニュー）となり

ます。

バス走行距離／最大約184km

発着地 �出発時間 ��到着時間 

ホテル日航アリビラ �8 �15 �18 �：35 

沖縄残濾姉ロイヤルホテル �8 �20 �18 �30 

ルネッサンスリゾートオキナワ �8 �35 �18 �：15 

ホテルムーンビーチ �8 �40 �18 �05 

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート �8 �45 �18 �：00 

カフーリゾートプチヤクコンド・ホテル �8 �50 �18 �10 

8 �55 �17 �55 

リザンシーパークホテル脊茶ペイ �′　9 �00 �17 �50 

※1〈大家ランチ付き〉プランでお申し込みの方は食事付き（JALパック限定セット）となります。

※2〈大家ランチなし〉プランでお申し込みの方は当日ナコパイナップルパークまたはOKINAWAフルーツらんどをお選びいただけます。ナコ
パイナップルパークで国内カートをご利用の場合、別途料金が必要となります〈各自払300円〉。

※31／1～3はファーマーズマーケットやんはるはい菜lやんぼる市場が定休日となりお立ち寄りいただけないため、海洋博公図での見学

時間を延長します。

◎古宇利島〈各自自由行動〉（約30分）

0今帰仁城跡く急白払遡巴〉〈各自自由行動〉（約40分）

◎大寮く各自食事〉※1
（約1時間15分）

◎ナゴパイナップルパーク
〈各自弘：600円〉

または

OKbNAWAフルーツらんど

く各自弘：1．000円〉
〈各自食事〉（約50分）※2

◎漫浬垣皇国 
l淫鑑真ら海水旗詑（各自払ニ1．800円〉） 

く各自自由行動〉（約2時間10分） 

○ファーマーズマーケット 
やんぼる 　〈各 �はい粟！やんぼる市場※3 日自由行動〉（約20分） 

パス走行距離／最大的182km

覚書地 �出発時間 ��到着時間 

沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ �8 �30 �18 �45 

オキナワマリオットリゾート＆スバ �8 �35 �18 �40 

ザ・ブセナテラス �8 �40 �18 �35 

DFSギャラリア沖縄 �9 �40 �17 �20 

ホテルJALシティ那覇 �9 �50 �17 �10 

ホテル日航那覇グランドキャッスル �10：05 ��17 �35㌔ 

バス走行距離／最大約165km

発雛地 �出発時間 ��到★ �寺間 

リザンシーパークホテル脊茶ベイ �8 �30 �18 �20 

8 �．35 �18： �5 

ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート �8 �40 �18 �05 

ホテルムーンビーチ �8 �，45． �18： �00 

カ7－リゾートプチャクコンド・ホテル �8 �．50 �18： �0 

ルネッサンスリゾートオキナワ �8 �■55 �17： �55 

沖縄残波岬ロイヤルホテル �9 �：10 �17： �40 

ホテル日航アリビラ �9 �：15 �17 �35 

※411／3～5は斎場御貴が休息日となりお立ち寄りいただけないため、おきなわワールドでの見学時間を延長します。

※5JALライナー首里・南部めく、り号にてご入場のお客さまの特別価格となります（通常フリーパス1，600円）。

※6おきなわワールド入口向かいカンカラーの谷にて「カンカラーの谷カイドツアー」をお楽しみいただくことも可能です〈各自払■2，000円〉（カイ

発着地（左記参照）

0首里城公国（首里城正殿く各自払：800円〉）
〈各自自由行動〉（約1時間）

⑳おきなわワ「ルド（各自払：フリーパス1．400円※5〉
〈各自食事〉（約2時間20分）

ガンガラーの谷く告白払：2．000円〉要予約摩6

◎ひめゆりの塔
且ひめゆり平和祈念賃料餞〈各自払：300円〉）

または㊥琉球ガラス村※7（約40分）

ドソアー以外での入場はできません）。ご参加希望の方はお客さまご自身でご利用希望日の前日までに下記へご予約ください。その際、カイド「－‾
ッァー出発時刻は「1400」の回でお申し込みください。〈お問い合わせ〉ガンカラーの答TELO98－948－4192（900～1800）　　L州

※7当日ひめゆりの塔または琉球カラス村をお選びいただけます。

発着地（左記参照）

J �Lフイナ � �腑t●定員制ですので満席になり次第締め切らせていただきます。●初日および最終日はフライトによりご利用いただけません。 �●JALライナーは全席自由席・禁煙です。 �補助席は使用してお 装車でない場合や通 情により予告なしに 

リま 常のノ ルー �ん。 ス（ を変 �座席 型・／ 更・割 �l　なl　　　　　のハスこ　　　　l　　。こ　　．、ハ　′、し　　　　」　汀て　こさい。　　　の　、い、 �な　　　　　　ない　　Ll、l 

型）、タクシー（ジャンボりJl型）となる場合があります。なお、タクシー（ジャンボ・小型）の場合はバスガイドは付きませんのであらかじめご了承ください。●季節・天候・道路・その他の 
する場合があります。また、ルートに記載している発着時刻が前後する場合があります。●観光地からの途中乗軍はできません。また、観光以外ではご利用いただけません。●JALライナーがご宿泊のホテ 

ルに停車しない場創ま最寄りの停車するホテルからご乗降ください●行程内の色文字は口文字：下季観光地、鎚　王王組1：入場観光地を表示しています。また各観光地の後の（各自払：金顔）は・有料施設となり、お客さ 

ランチなし〉プランおよび首里・南部めやり弓でご予約のお客さまの昼食代はお客さま負担となります。●2008年6月1日の道路交通法一部改正により「パス乗車中はシートベルトの着用」が乗務付けられました（一部座席を 除く）。バスをご利用いただくお客さまはシートベルトの着用にご協力をお願いいたします。●代金に含まれるもの：バス代、古宇利島・乗ら海胃〈大家ランチ付き〉プランは」ALパック限定セット昼食代・消費税等諸軌●代金 に含まれないもの：各地での観光入場料。 



㊨旅行出発前予約（出発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にてご予約ください。）
全レンタカー会社・全クラスで

禁煙車のご利用となります。

レンタカー会社 �闇詔互嶽 �1巳聞 ��佃2E陶 ��頚三割重岡 ��宣鮭巴はlH ��4泊5－∃聞 ��‘三顧司遡 ��■■認諾だ 

囲（限定） �NG9171［コ ��NG9172［コ ��NG9173［コ ��NG9174口 ��NG9175［コ ��NG9176□ ��NG9177⊂］ 

利用クラス �代金（1台） ��代金（1台） ��代金（1台） ��代金（1台） ��代金（1台） ��代金（1台） ��代金（1台） 
2 �2／20 �2ノ2　1／3 �10／1－12／20 �12ノ21～1／3 10／1～12／20 1／4－4／25 �12／21～1／3 4／26～5／3 �10／1～12／20 1／4～4／25 �12／21～1／3 4／26～5／3 �10／1～12／20 り4～4／25 �12／21－日3 4／26～5／3 �10／1－12／20 1／4・｝4／25 �12ノ21～1／3 4／26～5／3 �10／1～12／20 1／4～4／25 �1針1～1／3 4／26～5／3 �10／1－1 1／4～4／25 �11－ 4／26～5／3 �1／4－4／25 �4／26～5／3 

スカイ �Sクラス（禁煙車指定） �1．500円 �3．500円 �5．000円 �7，500円 �7，000円 �9．500円 �10．500円 �13．000円 �14．000円 �16．500円 �17，500円 �20．000円 �2．500円 �5．000円 
WAクラス（禁煙車指定） �7，000円 �8．000円 �16．000円 �18．500円 �21．500円 �24．000円 �32．500円 �35，000円 �41．500円 �44．000円 �50．500円 �53，000円 �11．500円 �14．000円 

タイムズカーレンタル �Sクラス（禁煙車指定） �2．500円 �4．500円 �6，000円 �8．500円 �8，000円 �10．500円 �11．500円 �14．000円 �15．000円 �17，500円 �18，500円 �21，000円 �3．500円 �6，000円 
WAクラス（禁煙車指定） �8．000円 �9．000円 �17．000円 �19．500円 �22，500円 �25．000円 �33．500円 �36．000円 �42．500円 �45，000円 �51．500円 �54．008円 �12，500円 �15．000円 

招請コi口内：Sクラス…Q／WAクラス…丁

＊6泊7日間以上のご利用希望の場合、5泊6日間コースに延長1日コースを不定日数分追加してご予約ください。

その場合レンタカー代金は5泊6日間コースの利用開始日を奉準とした代金に、延長1日コースの利用日を基準と

した代金を加算してください。

●乗車定員：Sクラス／5名、WAクラス／8名（一部車種を隙く）

●車種：Sクラス／ヴイツツ・キューブ・マーチなど同等クラス、WAクラス／ノア・ヴオクシーなど同等クラス

臆湘師まi観取】■レンタカー料金（カーナビ料金含掛、免十補償料金、保険（下記「保険について」参掛、
消費税等喜者税。

■i嗣巨巨蓑まi関取動■有料道路料金、駐車料金、ガソリン代。

l日長脂岳lM田；掛】保険・補償は予告なく変更になる場合がありますのでこ了承ください。

●対人補償．無制限（1名につき、自賠責保険を含む）

●対物補償．無制限（1事故限度額）
●車両補償．時価まで（1事故照度額）

●人身障害補償オリックスレンタカー・タイムズカーレンタル・スカイレンタカー
は1名につき3．000万円まで。

※搭乗者の自動車事故によるケガ（死亡・後遺傷害を含む）につき、運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償
いたします。

※お支払い顔はレンタカー各社加入保険会社の約款に定められた基準での実損払いとなります。

■フジレンタカーの搭乗者傷害保候の補Ⅶ内容は別表を参照してください。

医療補償
（事故日より起算して180日を限度）

フジレンタカー
1名につき

2．000万円まで×乗車定員
入院1日につき15，000円まで

通院1日につき10．000円まで

l馴　　　・Rhhh巨症　●各レンタカー会社では貸し渡し時に運転者のお名前、ご連絡先

などのお申し出が必要となります。また、過去にご利用時における駐車違反処理を行っていない喝合は、貸

し渥しができない場合があります。また、利用期間中の交通違反は返納までに反則金のお支払いをお済ま
せください。●運転中に事故などにあわれた場合でも、当社は代替サービスの手配はできません。●レンタ

カー配車場所、配車時間、台数、返寧日、返車時間、返季場所を旅行出発前にご指定ください。現地で指定場
所を変更した場合には、配車・乗り捨て料金が必要となる場合があります（配車時に現地にて現金でお支払
いいただきます）。●車種のリクエストはお受けできません。原則としてオートマチック車・カーステレオ（

CDプレイヤートカーナビ付きとなります。カーナビにつきましては走行状況や利用条件によっては正常に

作動しない場合があります。また、5年以内の新設の道路や新規宿泊・観光施設はカーナビに表示されない

場合があります。●走行距離に制限はありません。●利用時閏の短絡による払い戻しはできません。また、

延長料金は現地にて現金でお支払いいただきます。●ETC標準装備。ご利用の場合、お客さまのETCカー

ドをご利用ください。（ETCカードの貸し出しなどは行っておりません。）●1日間コースの場合は、こ可」用に
なるその日の営業時間内に返季してください。●貸し出しの際、「専用貸演者」にご署名いただく場合があ

ります。●万一事故・盗粍・故障・汚損などを起こされ、車両の修理・清掃が必要となった場合、営業補償とし
て下記金顔をご負担いただきます。（免責補償制度に加入されていてもご負担いただきます。）予定の店舗
・営業所に車両が返還された場合（自走可能）20，000円（タイムズカーレンタルのWAクラスは30，000

円）、その他の場合50．000円（タイムズカーレンタルのWAクラスは70．000円。※ノンオペレーションチ

ャージは予告なく変更になる場合がありますのでこ了承ください。

配申・返車場所●「那覇空港対応営業所」または「那覇市内指定営業所トDFSギャラリア＝オリックス、スカ

イ・那覇久米店＝タイムズ・那覇前患店＝タイムズ・那覇国際通り店＝タイムズ・那覇西町店＝オリックス
・美架橋駅前店＝オリックス・那覇営業所＝スカイ＝●各空港対応営業所で配望・返要される場合、空蓋⇔

空港対応営業所間は無料送迎いたします。●オリックスレンタカーの那覇空港配車・返車対応は「レンタカ
ーステーション沖純」（那顎空港より幸で約13分）となります∩空清からの送迎車内で手続きを完了します

ので、スムーズにご出発いただけます。●那覇空港では1脂到着ロビーを出て、横断歩道を渡った先で、係

員がお待ちしております。（その他各空憩こついては旅行会社にお問い合わせください。）

配車・選手時間●壱レンタカー会社指定営業所で配車・返事される場合、営業時間内に限ります。詳しくは
旅行会社へお問い合わせください。●各空港対応営業所では、日本航空始発便～最終便まで配車・返章が
原則可能です。ただし、航空便に接続しない配車・返車につきましては、レンタカー会社営業時間内となりま

す。●DFSギャラリア沖縄にて配車・返事される場合、900～20■00となります。●空港対応店舗への返

納時間の目安は、ご搭乗便の1時間前となります。（那覇空港対応店舗は1時間30分前、DFSギャラリア店

舗は2時間前となります。）また、あくまでも目安時間となりますので混雑状況などにより変更となる場合も
あります。

眠謬慧謬 �●旅行出発前予約（出発日の前日から起算して10日前までに旅行会社にてご予約ください。）●天候等により変更、または実施できない場合があります。催行中止の場合は 

各オプショナルプラン実施会社よりご達緒をいたしますので、ご予約時にお客さまのご旅行中の連結先をお申し出ください。●出発時問によっては、ホテルでの朝会はお取りいただけ 
ない場合があります。その場合の代金・料金の払い戻しはできません。●コースによっては潮の干満により行程および内容が変更になる場合があります。●4月以降は時間・内容等が 
変更になる場合がございます。◎＝オプショナルプラン参加当日の取り消しについての連絡先となります0電話番弓についてはお申し込み旅行会社にお問い合わせください0医堕画 

言質甜甥訓ま　　：荒芸忘這昌諾諾造孟慧昌冨≡芸吉芸諾墓誌慧慧莞諾芸芸憲霊芸荒禁竺禁芸
ぉとな・こども代餌1，000円割引芸芸諾…冨器デ票差3；慧≡認諾1言慧芸芸讐票変更される場合は、おトクな内容

l互市司ココ（隕定）：NG9010A

（覇無塵型壁萱些剋10／1～5／3

塵彗おとな・こども1．5∞円ご利用いただけるメニュー
（各1回ずつのご利用となります）

（）内はおとな現地販売価格（参考）
・琉宮城蝶々薗：入匪（400円）
・ナゴパイナップルパーク：入歯（1．200円／カート含む）
・ネオパークオキナウ：入園（630円）
・大石林山：入園（800円）
・琉球村：入国（840円）
・おきなわワールド：入園（王国村600円）

【玉泉洞・ハブ博物公園は別料金】
・琉球ガラス村【琉球ガラスはし惹き1つ】
・森のガラス館【琉球ガラスはし置き1つl
・ひめゆり会館lトロピカルドリンク1人1杯】

滞在期間中いつでもご利用いただけまも

御菓子御殿（恩納店）【ハイビスカスティーとオリジナルお菓子1つ】
パイナップルハウス【パインシャーベット1つl　　　　く旅行企画・実施ジャルパック〉l取消料なし】

■雄焉∃旧：NN9605A（8）

直邁戯逃避記瑚12／28～4／6

鰭おとな4．め0円（3．800円）
こども（3～11歳以上）3．800円（2，800円）、2歳以下無料

屡夏用Ⅷ三重城漕→ホエールウオッチング→那覇三重城港

固認諾まわ霊憲を予闊こお申し出ください。

匠歪画約3時間
圏亮由瓦庵槌倒ホエールウオッチングガイド代・乗船料、

保険料、ライフジャケット代、消費税等諸税
＊送迎があります。送迎可能なホテル、時間等の詳細について

はご利用施矧こ直接お問い合わせください。
＊2歳以下のお子さまをお連れの場合は、ご予約時にお申し出

ください。

く運営〉TOTALMARINESPOTNEWS◎

取消料：ご利用日前日17：00以降100％

l荘重弟：bl：NN9615A（8）

廃油塵戯顧圃10／ト5／3
圏おとな・こども（6歳以上）5．508円（4，500円〉

匿いップマリン冨憑店集合（出航60分前卜
青の洞窟シュノーケル（海中時間約40分）→トップマリン冨着店

電芯這l①9・00③10‥30⑨13‥00④14－30
＊いずれかを選び、ご予約時にお申し出ください。

厩≡ヨ丑的2時間30分

場ヨ藍巨票閻休演軋講習軋必要器材一式レンタル科、

往復乗船料、保険料、消費税等諸税
＊5歳以下のお手さま、妊娠中の方、飲酒された方はご参加できません。
＊6歳～小学生の参加は保護者の同伴が必要となります。

率中学生～未成年者の参加は保護者の同素書が必要になります。
＊循環器系、呼吸器系、目鼻疾患、テンカンなどの既往症の方は医師の

診断書が必要となる場合があります。（詳しくは運営会社に直接お問い合わせください。）
＊ライフジャケットを着用いたします。水着りでスタオル・ビーチサンダルはご自身でご用意ください。
＊名護～北谷地区ホテルより送迎があります。ご希望のお客さまはご予約矧こホテル名およびご旅行中の連絡先

をお申し出ください。送迎可能なホテルはお申し込み旅行会社にお問い合わせください。

〈運営〉トップマリン残波◎　取消科：ご利用日前日30％、当日50％、開始1時間前100％

憧淋毒励窃10／1～5／3

廣彗〕おとな・こども1．罰0円

蘭ガラスを吹いてグラスの型を取る作業、
グラスの飲み口を広げて整える作業

画①11：00②14：00⑨16‥00
＊いずれかを選び、ご予約時にお申し出ください。

囲約5分
征途：巨富窮喝塾感体験代（材料費含租・消十税等諸税

G壷軍票完蒜1恋掬
＊体験推奨年齢▲小学1年生以上＊作品は後日発送（別途料金）となります。

〈お問い合わせ〉琉球ガラス村汀ELO98・997・4784）◎



●「こども添い寝旅行代金」には、明示した往復の航空運賃・料金、消賛税等諸税のみ含まれま

す。●1室当たりのご利用人数には「こども添い寝」は含まれません。●「おとな旅行代金」適用

者1名につき、「こども添い寝」1名までとなります。ただし、3歳未満の幼児を同伴されるおとな

の方については、「こども添い寝」はご利用いただけません。●ダブルルームご利用の場合は

ベッド1台につきにども添い乳1名までとなります。●添い蓮の際、ベッドが手狭になりますの

であらかじめご了承ください。●お食事をお召し上がりの際は現地でお支払いしていただく場

合があります。詳しくは宿泊施設に直接お問い合わせください。●ホテルごとに設定されてい

るホテル差額、フライト差顔は不要です。●「こども添い荘旅行代金」が通常のこども旅行代金

より言い場合は、通常こども旅行代金をご利用ください。

＊1ルネッサンスリゾートオキナウ、ココガーデンリゾートオキナワ、マリンピアザオキナウご利

用のお客さまは食事（朝・夕食）付き（おとなの万の食事と同席の場合のみ）、アメニティグッ
ズ笑引寸きとなります。詳しくは下記をご覧ください。

アンケートにご協力ください。今後のツアー企画の参考にさせていただきます！
＊詳しくは、当社ホームページをご覧ください。アドレスは旅程表に記載されています。　＊携帯電話・スマートフォンからもアクセスできます。

◎仏LLERh 　OKINAWA �DFSギャラリア斉川l（椚■市内／免税店）■DFSギャラリアでのお買い物は閥脚空港」から直接沖縄県列に向かう際にのみご利用可能で、免税品は那珂空三善チェックイン掛こ受け取れまも 

についてのご稟内　　　　　　　　　　　■お昌い物は復路便出発の2時間前までにお済ませください。 

●那覇空港から離島経由で県外l をご利用のお客さまの商品受け 場合の商品の受け取りは、40分 ）でのお買い物にはショッピング へ提供いたします。（事前のお申 お客さまのご希望がある場合に �こ出発するケースは免税品を 取りはお帰りの際の那覇空 以上の乗り継ぎ時間が必要と カードが必要です。沖縄本島 し込みは必要ありません）ま 限り、当社はDFSへお客さま �受け取れません。復路に那覇空港を経由しない直行便をご利用の場合はこ利用いただけません。●往復ともに那覇空港権由便 溝になります。那覇から離島へご出発される際は商品の受け渡しは出来ません。●復路に離島から那覇空港経由で出発する なります。●ご利用に関する詳細は、DFSギャラリア沖縄画0120（782）460にご確認ください。DFSギャラリア沖縄（DFS に宿泊されるお客さまにつきましては、ショッピングカードを作成するために、当社は保有するお客さまの個人データをDFS た、沖縄本島に宿泊されないお客さまにつきましては、ご旅行期間中にDFSギャラリア沖縄でショッピングをご希望の場合は、 の個人データを提供いたしますので、お申し込み時にお申し出ください。団NE9130A 

＊個人情報お取り扱いについては・下記の旅行条件（要約）を」確認ください。同一グループ内での異なるお取り扱いはいたしません。＊お客さまの住所、ご利用便等の詳細情報について は提供していませんので、ご利用当日にDFSギャラリア沖縄にてお申し出ください。＊ショッピングカードはDFSギャラリア沖縄店内でお渡しいたします。 

お書をご利用のお客さまに 福岡空港（株）エールトラベル駐車場　※お申し込みは出発日の前日から起算して10日前までとなります。 諾憲宕謡㌫≧莞覧乱、。囲

旅行条件（要約）お申し込みいただく前に、このページと各コースごとのご案内や注意事項等を必ずご確認ください。　　2013．6

■募集型企画旅行契約　この旅行は、株式会社ジャルパック（以下「当社」という）が旅行を企画して実施す
るものであり、お客さまは、当社と募集型企画旅行契約（以下「契約」という）を締結することになります。また、
契約の内容・条件は、本パンフレット旅行条件書、確定書面（旅程表）および当社旅行業約款募集型企画旅行契
約の部によります。

由旅行契約の申し込み・旅行契約成立（1）所定の旅行申込書に所定事項を記入のうえ、次に定める申込
金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料等しくは違約料の一部として取り扱います。

30．000円未満 60，000円未満 90，000円未満 90．000円以上

旅行代金の20％

（2）当社および当社の受託営業所（以下「当社ら」という）は、電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による
契約の予約を受付けます。この場合、お客さまは、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3
日以内に旅行申込密と申込金を提出していただきます。（3）契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受
理した時に成立するものとします。（4）旅行代金は、旅行開始日の前田から廷賢してさかのぼって14日前まで
に全額お支払いいただきます。ただし、13日前以降にお申し込みされた場合は、お申し込み時に全紡お支払い
いただきます。

■旅行代金　旅行代金は、特に注釈のないときは満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満
の方はこども旅行代金を、おとな・こどもの区分表示がないときは満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適
用します。

■添乗員添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。旅程表およびお客さまが旅行に必
要なクーポン顆をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さまご自身で行ってい
ただきます。また、悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなった場
合は、当該部分の代替サービスの手配や手続きはお客さまご自身で行っていただきます。

■取消料等　契約成立後、お客さまのご都合により契約を解除される場合は旅行代金に対してお1人様につ
き次の料率の取消料を、所定の期日までに旅行代金のお支払いがなく当社が契約を解除した場合は取消料と
同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参加で、一部のお客さまが契約を解除される場合は、ご参
加のお客さまから運送・宿泊機関等の（1台／1室当たりの）ご利用人数の変更に対する差顕代金をそれぞれい
ただきます。

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

a）2ほ前まで
注（11巳前まで）

b）20日～8日前

注（10B～8日前〉

e）旅行開始日

当日（fを除く）

f）旅行開始後
または

無連絡不参加

※慨消料m左記マーク付きのオプショナルプランも上記適用

注）＝∃帰り旅行（ツアー）」に限り、8、bの取消料は（）内の期日とします。

利用開始日の前日から起算してさかのぼって

b）3日～2日前

針矧郁雄錮
当日ねを隙く）

e）利用開始後
または無連結不参加

※l取消料l可左記マーク付きのオプショナルプランは上記適用

＊お客さまのご都合により旅行開始日・コース・利用便・宿泊施設等行程中の一部を変更される場合も契約の解

徐とみなし、上記取消料の対象となります。ただし、旅行開始日の9［］前以降の変更はできません。
＊各コース・オプショナルプランに適用取消料が記載されている場合はその取消料を適用いたします。
＊オプショナルプランは利用開始日を宗準として適用されます。

■旅行条件・旅行代会の基準期巳　この旅行条件は、2013年8即日を基準としています。また旅行代金
は2013年8月1日現在の有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。

■ご注意（1）お客さまのご都合によるご予約便や旅程の変更はできません。（2）交通渋滞など当社の責に帰
すべき事由によらずご予約便にお乗り遅れの場合、あらたに航空券をご購入いただきます。また、ご予約便の
払い戻しもできません。（3）悪天候などお客さまの寅に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなく
なった場合、当該旅行サービスに対する取消料等の費用を差し引いた金額をお客さまに払い戻します。ただし、
代替サービスの宿泊費・交通費等はお客さまのご負担となります。

■個人情報の取り扱いについて　下記受託販売矧こ記載の受託旅行業書等（以下「販売店」という）および
当社は、申込書に記載された個人情矧こついて、お客さまとの連結のために利用するほか、旅行において運送・
宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配のための手続き、または当社の保険の手続きに必要な範菌内で利
用します。＊そのほか当社の個人情報取り扱いに関する方針については「旅行条件書」および当社ホームページ
（http：／／WWWJaLC0．jP／domtour）をご参照ください。

コース内容や予約状況のことなどお気軽にご相談ください。

050・3155・3333磁器既設00
＊旅行会社の方は・ジャルパック国内ツアーデスクへお問い合わせくださいoIP電話を利用しております。

（t指番号は「JALSaIesWeb」にご茶内しております。）

塵行企画・実施l

株式会社ジャルパック
観光庁長官登録旅行業第705号

〒140－8658東京都品川区乗品川2－4－11野村不動産天王洲ビル

㊧岩轡慧野曲芸管芸晋呈
春夏秋冬

季節のリズムで旅しましょう！

26210083

発行日：2013年8月1田1308／lR　発行所：株式会社ジャルパック　無断複製・転載を禁じます。

◆お問い合わせ・お申し込みは
く受託販売〉

旅行業務 業所での �取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱 �う営 こ関 、遠 
取引きの責任者です。このご旅行の契約 

し、担当者 慮なく下吉 �からの説明にご不明な点がありましたら、 
の旅行業務取扱管理者にご覧聞くださし 


