旅行期間
旅行代金

平成 29 年 3 月 6 日（月）～ 3 月 9 日（木）
おひとり様１２５，０００円（NHK 文化センター 会員・一般）

★上記代金はスタンダードツインルーム 2 名様 1 部屋利用を基準としております。
★琉球温泉瀬長島ホテルは部屋数が少ないため、シングル 1 名でのご利用はお受けできません。3 名様で 1 部屋利用をご希望の場合、3 つ目のベッドは
ソファベッドとなりますので、ご了承下さい。3 名様利用の場合は上記代金からお１人様 1 泊につき 2,000 円を減額して下さい。
★ホテル JAL シティ那覇はシングル 1 名ご利用をご希望の場合は上記代金に 1 泊につき 3,780 円を加算して下さい。また、3 名様で 1 部屋利用をご希望
の場合、エキストラベッドとなりますので、ご了承下さい。3 名様利用の場合は上記代金からお１人様 1 泊につき 1,080 円を減額して下さい。

✎旅へのお誘い✐
沖縄は 2015 年の入域観光客数が過去最高の 776 万人を超えるな
ど人気の観光エリアです。訪れたことがある方は多いかと思い
ますが、冬の沖縄にはまだまだ知られていない魅力がたくさん
あります。世界屈指の透明度を誇る美しい海を有する慶良間諸
島国立公園。この時期、その美しく豊かな海域に繁殖のために
訪れるザトウクジラに出会えます。あまり知られていませんが、
沖縄にも温泉があります。宿泊するのは「琉球温泉瀬長島ホテ
ル」
。夕日の絶景スポットとしても有名で、慶良間諸島に日が沈
んでいく様子を眺めながらゆっくりと温泉につかれます。また、
夜は沖縄料理や泡盛とともに沖縄の芸能を楽しんでいただきま
す。三夜とも趣向を凝らし、解説を加えることでその理解も深
まることでしょう。急ぎ足ではもったいない、歴史と自然と芸
宮里英克
能を堪能していただける旅です！

宮里英克先生プロフィール
沖縄県那覇市出身
東京・千葉を中心に三線教室を
主宰。ラジオパーソナリティや
イベントの MC、全国の高校への
沖縄修学旅行アドバイザーとし
ての公演や演奏、NHK ドラマで
の三線指導、東京フィルハーモ
ニーコンサートにゲスト出演、
初心者向けの三線テキストを出版するなど、
幅広く沖縄の魅力を伝える活動をしている。

【募集要項】
■ 同行講師
宮里英克先生（ＮＨＫ文化センター光が丘教室「沖縄三線」講師）
■ 最少催行人員 15 名様 （募集人員 20 名様限定）
■ 募集締切
平成 29 年 2 月 3 日（金） 20 名様申込みの時点で募集締切といたしますので、ご了承ください。
■ 添 乗 員
同行いたしません。
■ 食
事
朝食 3 回 昼食 2 回 夕食 3 回
◆ 今回のご旅行は、那覇空港集合・那覇空港解散となります。
＊集合場所が記載された集合案内は出発の 10 日前くらいにお送りいたします。
＊ご自宅からご集合場所および解散場所からの移動交通費（国内航空券）は含まれません。
【宿泊先】（ホテル確約！）
■琉球温泉瀬長島 （3 月 6 日＆7 日 2 泊）
〒901-0233 沖縄県豊見城市宇瀬長 174-5 ＴＥＬ：098-851-7077 / ＦＡＸ：098-851-7559
■ホテル JAL シティ那覇 （3 月 8 日 1 泊）
〒900-0013 沖縄県那覇市牧志 1-3-70
ＴＥＬ：098-866-2580 / ＦＡＸ：098-867-8491
日時

行 程
那覇空港 13：45 ご集合
3月6日
那覇空港発 14：00＝＜貸切バス＞＝世界遺産・南城市斎場御嶽見学＝首里城見学＝琉球温泉瀬長島ホテル(泊)
（月）
夜：ホテル内宴会場にて宮里先生によるウェルカムライブ演奏と夕食
（食事）朝×/昼×/夕○ （宿泊）琉球温泉瀬長島
ホテル発＝＜貸切バス＞＝泊港発 09：00＝＜高速船クィーンざまみ＞＝座間味港着 09：50＝座間味ホエールウォッチング
★10：00～10：30 ホエールウォッチング協会にてクジラの説明 10：30 出港-ホエールウォッチング体験-12：30 帰港
3月7日
12：30～14：00 座間味村漁協にてマグロ料理の昼食をご賞味下さい。
（火）
14：00～16：00 原則自由行動 【OP：①ノルディックウォーキングまたは②グラスボート体験（別途料金）】
座間味港発 16：20＝＜高速船クィーンざまみ＞＝17：10 泊港着＝＜貸切バス＞＝18：00 ホテル着予定
夜：ホテル内宴会場にて宮里先生はじめ地元演奏家によるライブと舞踊のディナーショー
（食事）朝○/昼○/夕○
（宿泊）琉球温泉瀬長島
ホテル発 09：00＝＜貸切バス＞＝10：00 ガンガラーの谷見学＝おきなわワールドにて昼食＝14：00 読谷やちむんの里見学
3月8日
＝17：00 那覇市内のホテル着、夕食まで自由行動
（水）
夜:那覇市内の沖縄民謡居酒屋「島唄ライブ居酒屋ちょんちょん」にてライブ演奏と夕食
（食事）朝○/昼○/夕○ （宿泊）ホテル JAL シティ那覇
3月9日
09：00 ホテル発＝＜貸切バス＞＝忠考酒造にて泡盛酒造見学（約 1 時間）＝10：30 那覇空港到着予定、解散。
（木）
（食事）朝○/昼×/夕×
＊交通状況や天候、現地事情などにより行程や時間が一部変更になることがございます。

宮里英克先生と行く知らなかった沖縄プレミアムな旅・見どころ
【座間味ホエールウォッチング】
ザトウクジラは体長 13m から 15m・体重約 30 トンにもなる哺乳動物です。
毎年 12 月から 4 月頃までの間、ザトウクジラが座間味近海に帰ってきます。
3 トンから 10 トンの小型船舶で楽しむボートウォッチングで、少々揺れますが、迫力あるウォッチ
ングがお楽しみいただけます。シーズンの中頃(1 月中旬から 3 月中旬)が比較的ピークですが、
座間味村ホエールウォッチング協会の監視担当者が当日早朝から展望台に登り、毎朝 8 時
にその日のホエールウォッチングが可能かどうかを判断しています。たとえ晴れていても、波が高
ければホエールウォッチングはできません。ホエールウォッチングができない場合は、ご返金ととも
に代案のツアーにご案内いたします。

【世界文化遺産・南城市斎場御嶽】
御嶽とは、南西諸島に広く分布している「聖地」の総称で、斎場御
嶽は琉球開びゃく伝説にもあらわれる琉球王国最高の聖地です。
御嶽の中には六つのイビ(神域)がありますが、中でも大庫理、寄
満、三庫理はいずれも首里城内にある部屋と同じ名前を持ってい
ます。当時の首里城と斎場御嶽との深い関わりを示すものと言われ
ています。

作庭家 重森千靑 先生
三庫理から望む久高島

【琉球温泉瀬長島ホテル】
那覇空港から一番近い温泉リ ゾートホテ ル。瀬長島の地下
1,000m から湧き出る天然温泉を贅沢に使用した大露天風呂に
入りながら、西海岸に広がる雄大なロケーション、慶良間諸島に
沈む夕陽の絶景など至高の癒しをお楽しみいただけます。

三庫理(サングーイ)

【ホテル JAL シティ那覇】
空港から車で 15 分、モノレール牧志駅から徒歩 8 分、
那覇国際通りの中央に位置するアクセス抜群の好立地

大露天風呂

ツインルーム(イメージ)

ホテル外観
ホテル外観

ツインルーム(イメージ)

＜ お申し込み手順一覧表 ＞
②申込金 30,000 円または旅行代金全額を
日放ツーリスト宛にお振込みください。
振込口座 みずほ銀行 東京営業部
普通預金 2717288
「(株)日放ツーリスト」

①お申込書を弊社宛郵送また
はＦＡＸでお送りください。
ＦＡＸ（0３）３４８１-７６６４

＊申込書送付から 1 週間以内にお願いいたします。

③参加申し込み手続き完了
※申込書及び申込金（旅行代金）の双
方を受領した後に正式な参加申込と
なります。

お申し込みの方へのご案内（お申し込み前にこの頁と旅行条件書＜全文＞を事前にご確認のうえお申し込みください。）
●募集型企画旅行契約

●旅行代金に含まれるもの

この旅行は、株式会社日放ツーリスト（東京都渋谷区神山町４－１４第三共同ビル、観光庁長官登録旅行業第６６５号、以下当社

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金(注釈のない限りエコノミークラス)、宿泊費、食事代、見学料及び消費税諸税※上記費用

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を締結することになります。ま

はお客様の都合で一部ご利用になられなくても払戻する事は出来ません。

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行日程表及び、当社募集型企

●特別補償

画旅行契約の部によります。

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関らず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規定に基づ

●旅行のお申し込み及び契約成立時期

き、お客様が募集型企画旅行参加中、に急激勝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

(1)当社所定のお申込書に所定の事項を記入し、お申込金または旅行代金を添えてお申込みいただきます。お申込金は旅行代

ついて、以下の金額の範囲において、保証金または見舞金を支払います。
・死亡保証金：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（但

金残金ご請求の際差し引かせていただきます。
(2)電話、郵便、ＦＡＸによる申込みの場合、それぞれ予約申込みの翌日から起算して３日以内に申込書と申込金を提出しない場

し、補償対象品 1 個あたり 10 万円を限度とします。）

●国内旅行保険の加入について

合は当社は申込みがなかったものとして取り扱います。
(3)旅行締結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します。

ご旅行中、病気や怪我により多額の治療費がかかる場合があります。また、事故の場合加害者への損害請求や賠償金回収が困難な

(4)申込金

場合があります。これらを担保するためお客様個人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。

このたびのご旅行では、申込金 30,000 円を申し受けます。

●事故等のお申し出について

後日ご都合にて旅行の取り消しをされた場合は、所定の取消料を除く金額をご返金させていただきます。

旅行中に事故などが生じた場合には直ちに添乗員、現地係員等旅行サービス提供機関、弊社へ通知ください。

●取消料

●個人情報の取り扱いについて

お客様のご都合でお取消になる場合は、下記の取消料をお支払い頂きます。

旅行開始日の前日より起算して21日目にあたる日以前の解
除（日帰りに当たっては11日目）
20日目にあたる日から8日目までの解除
（日帰りに当たっては10日目）
7日目から2日目までの解除
前日の解除
出発日当日の解除
旅行開始後の解除または無連絡不参加の場合

当社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

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％

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
の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。このほか当社では①商品やキャンペーンのご案内②旅行参加後のアンケート
③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 2016 年 12 月 20 日を基準としています。また、旅行代金は 2016 年 12 月 20 日現在有効な運賃・規則を基準に算出
しています。

旅行企画・実施
旅行企画・実施 株式会社日放ツーリスト
観光庁長官登録旅行業第６６５号 （社）日本旅行業協会正会員
総合旅行業務取扱管理者 小林 勲

〒150-0047 東京都渋谷区神山町４－１４ 第三共同ビル
TEL（０３）３４８１－７６６６ FAX（０３）３４８１－７６６４

担当：麻生・前野

