
 

 

  週末限定出発！（12/14・15限定出発） 

 ザ・バーゲン沖縄3日間 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
 

       週末限定 12/14（金）・12月15（土）出発  ザ・バーゲン沖縄３日間の魅力！！！ 

① 沖縄都ホテル または ホテル日航那覇に宿泊！（２名様～３名様1室利用の場合） 

② 週末出発だから休日を有効活用できる！ 

③ お一人様でも同一料金！（１名様参加の場合は、ホテルソルヴィータ松山に宿泊） 

④ フライトアレンジで、たっぷり滞在も可能！（別途料金必要） 

⑤ 沖縄の伝統文化と馬頭琴の調べの祭典チケット付 ＜三線の人間国宝・西江喜春さん出演＞ 

 

 
旅行企画・実施 

㈱ジャンボツアーズ 
観光庁長官登録旅行業第1374号 

JATAボンド保証会員 IATA代理店 

名古屋市中村区名駅5-29-10 

旅行業務取扱管理者：川村 武士 

 

受託販売 ＜お申し込み先＞ 

㈱大地エージェンシー 
担当：神谷みどり ０９０－６５７８－７０７６ 

☎052-209-5466 FAX052-209-5477 

〒460-0003 名古屋市中区錦２-17-30 河越ビル２Ｆ 

営業時間：月～金 09：30～18：30 

           土曜日  09：30～13：30 日祝休  

       ☎ 

今すぐ！ 

お電話を 

売切 

御免 



■Ａコース 12月14日（金）出発 沖縄3日間 

ホテル名 
3名様1室利用 2名様1室利用 1名様1室利用 

●沖縄都ホテル  または 

●ホテル日航那覇グランドキャスル 

●ホテルソルヴィータ松山 

 

旅行代金 

大人・子供同額 
３８，８００円 ３９，８００円 ３９，８００円 

12月14日（金）往路フライトアレンジ 中部国際空港発＜07：50～08：50＞    5,000円増 

12月16日（日）復路フライトアレンジ 那覇空港発  ＜18：30～19：30＞    5,000円増 

 

日次 スケジュール 朝 昼 夕

1 
12/14 

（金） 中部国際空港＜14:50～15:45発＞ 那覇空港＜17:20～18:15着＞  ＜各自＞  ホテル  × Ｘ Ｘ 

2 
12/15 

(土) 

朝食後、自由行動 ＜各自＞ 

18:30～21:30 沖縄伝統文化と馬頭琴の調べの祭典＜沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ＞＜各自＞ホテル 
○ Ｘ Ｘ 

3 
12/16 

(日) ホテル ＜各自＞  那覇空港＜12:05～13:05 発＞ 中部国際空港＜14:05～15:05＞ 
○ Ｘ Ｘ 

■Ｂコース 12月15日（土）出発 沖縄3日間 

ホテル名 
3名様1室利用 2名様1室利用 1名様1室利用 

●沖縄都ホテル  または 

●ホテル日航那覇グランドキャスル 

●ホテルソルヴィータ松山 

 

旅行代金 

大人・子供同額 
４３，８００円 ４４，８００円 ４４，８００円 

12月17日（月）復路フライトアレンジ 那覇空港発  ＜18：30～19：30＞  5,000円増

 

日次 スケジュール 朝 昼 夕

1 
12/15 

（土） 
中部国際空港＜07:50～08:50発＞ 那覇空港＜10::20～11:20着＞  ＜各自＞   

18:30～21:30 沖縄伝統文化と馬頭琴の調べの祭典＜沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ＞＜各自＞ホテル 
× Ｘ Ｘ 

2 
12/16 

(日) 

朝食後、自由行動です。オプショナルツアー等でお楽しみください。 ○ ＸＸ

3 
12/17 

(月) ホテル ＜各自＞  那覇空港＜12:05～13:05 発＞ 中部国際空港＜14:05～15:05＞ 
○ Ｘ Ｘ 

■Ｃコース 12月15日（土）出発 沖縄2日間 

ホテル名 
3名様1室利用 2名様1室利用 1名様1室利用 

●沖縄都ホテル  または 

●ホテル日航那覇グランドキャスル 

●ホテルソルヴィータ松山 

 

旅行代金 

大人・子供同額 
４３，８００円 ４４，８００円 ４４，８００円 

 

日次 スケジュール 朝 昼 夕

1 
12/15 

（土） 
中部国際空港＜07:50～08:50発＞ 那覇空港＜10::20～11:20着＞  ＜各自＞   

18:30～21:30 沖縄伝統文化と馬頭琴の調べの祭典＜沖縄ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ＞＜各自＞ホテル

× Ｘ Ｘ 

2 

 

12/16 

(日) ホテル ＜各自＞  那覇空港＜18:30～19:30 発＞ 中部国際空港＜20:30～21:30着＞ ○ Ｘ Ｘ 

★上記各コース／日本トランスオーシャン航空利用、毎朝食付、 少催行人員 5名 



各種オプショナルツアーのご案内 

●レンタカー 

車   種 ２日間 ３日間 

Ｓクラス（1,300ＣＣ） デミオ、ヴィッツ等 8,000円 12,000円 

Ａクラス（1,500ＣＣ） キューブ、ノート等 9,000円 13,000円 

 ※免責保険料＜１日1,575円＞は、上記金額に含んでおります。 

 ●沖縄南部観光 

★１２月１４日（金） 大人3,000円 子供2,000円 入場料は各自払い 

那覇空港12:00発⇒旧海軍司令部壕⇒ひめゆりの塔(オプション:ひめゆり平和資料館)⇒ 

沖縄平和祈念堂・平和の礎⇒おきなわワールド(玉泉洞)⇒那覇各ホテル 

 

 ●沖縄南部観光 

★１２月１５日（土） 大人4,000円 子供3,000円 入場料は各自払い 

那覇空港12:00発⇒旧海軍司令部壕⇒ひめゆりの塔(オプション:ひめゆり平和資料館)⇒ 

沖縄平和祈念堂・平和の礎⇒おきなわワールド(玉泉洞)⇒コンサート会場⇒那覇各ホテル 

 

 ●沖縄中北部観光 

★１２月１５日（土） 大人6,000円 子供4,000円 入場料は各自払い 

那覇市内各ホテル08:30～⇒美ら海水族館10:30（たっぷり150分）13:00⇒御菓子 

御殿＜紅いもタルト本店＞⇒琉球村（70分見学）⇒コンサート会場⇒那覇市内各ホテル 

 

 ●沖縄中北部観光 

★12月16日（日） 大人4,000円 子供3,000円 入場料は各自払い 

那覇市内各ホテル08:30～⇒美ら海水族館10:30（たっぷり150分）13:00⇒御菓子 

御殿＜紅いもタルト本店＞⇒琉球村（70分見学）⇒那覇空港⇒那覇市内各ホテル 

 

 ●沖縄中北部観光 

★12月17日（月） 大人4,000円 子供3,000円 入場料は各自払い 

那覇市内各ホテル08:30～⇒美ら海水族館10:30（たっぷり150分）13:00⇒御菓子 

御殿＜紅いもタルト本店＞⇒琉球村（70分見学）⇒ＤＦＳギャラリア⇒那覇空港 

 

 ◆各施設入場料金 

各施設入場料金 大人 高校生 小中学生 

ひめゆり平和資料館 300円 200円 100円 

沖縄平和祈念堂 450円 350円 350円 

おきなわワールド(玉泉洞・王国村) 1,200円 1,200円 600円 

美ら海水族館 1,800円 1,200円 600円 

琉球村 840円 730円 420円 

  

 ●ゴルフのご案内 

 琉球ゴルフクラブ（3名以上） 沖縄カントリークラブ（3名以上） 

 12月16日（日） 19,800円＜午後スタート＞ 15,000円＜午後スタート＞ 

 12月17日（月） 16,800円 13,000円 

  

●夕食のご案内 

 琉球料理 ステーキとロブスター 

 12月14日（土） 4,200円 4,200円 

 12月15日（日） コンサート特製弁当＜お茶付き＞  2,100円 

 12月16日（月） 4,200円 4,200円 

 



この旅行は、株式会社ジャンボツアーズ（名古屋市中村区名駅 5-29-100・観光庁長官登録旅行業 1374 号）(以下､｢当社｣といいます)が､手配す

る旅行であり､この旅行に参加されるお客様は当社と手配旅行契約(以下｢旅行契約｣といいます)を締結することになります｡旅行契約の内容､条件は､こ

の記載内容､確定書面ならびに当社旅行業約款（手配旅行契約の部)によります｡ 

1．お申込方法と旅行契約の成立 

(1)当社所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、お1人様につき下記の申込金（2万円）を添えてお申込ください｡申込金は､旅行代金､取消料または

違約料の一部または全部として取り扱います｡ 

(2)旅行契約は､当社が契約を承諾し､申込金を受領した時に成立するものとします｡ 

(3)旅行代金は､旅行開始日から起算しさかのぼって21日目にあたる日より前に全額お支払い頂きます｡ 

２．旅行代金に含まれるもの 

(1)旅行日程に記載した航空機､船舶､鉄道､ﾊ゙ ｽ等運送機関の運賃･料金(ｺー ｽにより等級が異なります） 

(2)旅行日程に記載した宿泊料金､食事料金､観光料金(ｶ゙ ｲﾄ゙ 料､入場料)及び付随する税･ｻー ﾋ゙ ｽ料 

(3)手荷物の運搬料金(お１人様につきｽー ﾂｹー ｽ１個） 

(4)団体行動中のﾁｯﾌ゚  

以上の経費はお客様の都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。  

３．旅行代金に含まれないもの 

(1)超過手荷物料金 

(2)ｸﾘー ﾆﾝｸ゙ 代､電報･電話料､ﾎﾃﾙのﾎ゙ ｲー･ﾒｲﾄ゙ などに対するﾁｯﾌ゚ ､その他追加飲食費等､個人的性質の諸費用およびこれにかかる税･ｻー ﾋ゙ ｽ料金 

(3)ｵﾌ゚ ｼｮﾅﾙﾂｱー (別料金の小旅行)の代金 

(4)日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通費､宿泊費 

４．旅行契約の解除 

お客様は､次の取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます｡ 

なお､取消日とは､お客様が当社またはお申込店の営業日･営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日といたします｡  

旅行契約の解除日 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20日目にあたる日から 

8日目にあたる日まで 

旅行代金の20%  

旅行開始日8日前から3日前まで 旅行代金の30%  

旅行開始日前前日から当日無連絡不参加または旅行開始後 旅行代金の100%  

５．その他 

(1) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 

(2) お客様のご便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが､お買物はお客様の責任で行って頂きます｡ 

(3) この旅行条件は2012年10月1日を基準にしております｡ 

また､旅行代金は2012 年10 月1 日現在有効なものとして公示されている航空運賃･適用規則に基づいて算出しております。急な為替変動や

交通機関などの運賃ならびに条件の変更により、予告なしに旅行費用、日程、条件、出発日などが変更になる場合がりますので、あらかじめご了

承下さい。なお当社は、当社約款第13項に掲げるような特殊な場合を除き、旅行代金の変更は一切いたしません。  

総合旅行業務取扱管理者：川村武士 

 

総合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、 

担当者からの説明に不明な点があればご遠慮なく上記の取扱主任者へお尋ね下さい。 

 

 

＜お申し込み先＞ 

㈱大地エージェンシー 

担当：神谷 ０９０－６５７８－７０７６ 
☎：052-209-5466  FAX：052-209-5477 

〒460-0003 名古屋市中区錦２-17-30 河越ビル２Ｆ 

営業時間：月～金 09：30～18：30 土曜日 09：30～13：30 日祝休 

 


