
★旅行期間 ：１１月３０日（月）～１２月３日（木）         

★お支払い実額 (大人お1人様あたり) 

    ２名１室利用 １２４，０００円 

        １名１室利用 １５７，０００円 
     

      ※上記金額は旅行代金166,000円～199,000円からGo Toトラベル支援金 

      42,000円割引後のお支払い実額です。 

★申 込 金：３０，０００円（旅行代金に含まれます） 

★募集人員：２０名（最少催行人員１４名） 

★食 事 付：朝食３回、昼食４回、夕食３回      
★利用予定バス会社：八千代バス 

★添乗員同行します 

 申込締切日 

１１月９日（月） 

※現地の事情でコース・時間など変更になる場合があります。                                  

【ツアーのポイント】 

 GoToトラベル事業支援対象 

コロナウイルス感染防止対策

の観点から、当社では相部屋

をお引き受けいたしません。 

＜重要＞当ツアーは「旅行業における新型コロナウイルス対応ガイドライン」に沿って実施し、ツアー中は添乗員が感染防止対策を管理します。お客様

は別途お渡しする「観光庁より、Go Toトラベル事業をご利用いただく皆様へ」の遵守事項をお守りいただくことに同意のうえ、お申込みいただくよう

お願いします。 

●美しい珊瑚礁や透明度の高い白砂のビーチが点在する宮古島。今回はこのトロピカル 

 ムード満点の宮古島に滞在し周辺の4島を巡ります。 

●大パノラマの絶景が目の前に広がる伊良部大橋や大岩が点在し独特の景観を持つ佐和 

 田の浜、鮮やかな南国の海の世界を体感する水中観光船などを楽しみます。 

●宿泊は快適なリゾートホテルに3連泊。安心快適に南国リゾートをお楽しみください。 

宮古島東急ﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾂ／ｲﾒｰｼﾞ  

1.この旅行はGoToトラベル事業の支援対象です。 

2.旅行代金からGoToトラベル事業による支援金を引いた金額がお客様のお支払い実額になります。 

3.10月1日以降出発の旅行に関しては、別途、旅行代金に応じた地域共通クーポンが付与されます。 

4.支援金の受領について 

 国からの支援金はお客様に対して支給されますが当社は支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますので、お客様は、旅行代金に対する支援 

 金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいただくこととなります。なお、お取消しの際は、旅行代金を基として所定の取消料を申し受けいたしま 

 す。お客様は、当社による代理受領についてご了承のうえお申込みください。 

 月日  行        程 宿泊ホテル 

 

11/30 
(月) 

 

 

青森空港／9：20集合 
        

       JAL142便         JAL915便(昼食はお弁当)        JTA565便         貸切バス  ﾋﾞｰﾁﾘｿﾞｰﾄﾎﾃﾙに3連泊 

青森空港＝＝＝＝＝羽田空港＝＝＝＝＝＝那覇空港＝＝＝＝＝＝宮古空港＝＝＝＝ ホテル(泊) 
    10：05発     11：25着/11：50発       14：40着/15：25発       16：20着            17：00頃着                      

12/1 
(火) 

    

  貸切バス        全長3,540ｍの絶景            360℃のパノラマの景色        800ｍ続く白砂が美しい 

ホテル＝＝＝＝＝＜伊良部大橋＞＝＝＝＝＝伊良部島/牧山展望台＝＝＝＝＝渡口の浜＝＝＝＝ 
 11：00発                                              
   

   国の名勝・天然記念物     大岩が点在する浜    国内最南端の神社     車窓より                                 

＝＝＝下地島/通り池＝＝＝＝佐和田の浜＝＝＝＝宮古神社＝＝＝(人頭税石)＝＝＝ホテル(泊) 
                                                        17：00頃着     

12/2 
(水) 

  

  貸切バス   全長1,690ｍ               絶景スポット       キンダ―ハウスと博愛記念館                     

ホテル＝＝＝＜来間大橋＞＝＝＝来間島／竜宮城展望台＝＝＝＝うえのドイツ文化村＝＝＝＝＝ 
  8：30発     
 

    宮古島の最東端    全長1,425ｍ                      服を着たまま海中散歩 

＝＝東平安名崎＝＜池間大橋＞＝＝池間島/展望台より眺望＝＝＝宮古島海中公園＝＝ホテル(泊) 
                                                     15：30頃着            

12/3 
(木) 

   

  貸切バス     半潜水式水中観光船にて珊瑚と熱帯魚の世界へ   ﾌﾞｰｹﾞﾝﾋﾞﾚｱ園やﾊｲﾋﾞｽｶｽ園など楽しみます             

ホテル＝＝＝＝＝＝＝シースカイ博愛＝＝＝＝＝＝＝＝ユートピアファーム宮古島＝＝＝＝＝＝＝＝  
  8：30発 
                 

           JTA560便                JAL912便                   JAL149便 

＝＝宮古空港＝＝＝＝＝＝＝＝那覇空港＝＝＝＝＝＝＝＝羽田空港＝＝＝＝＝＝＝＝青森空港（解散） 
          13：35発        14：25着/15：15発     17：30着／18：25発       19：45着  お疲れ様でした 

宮古島東急 
ホ テ ル ＆ 

リ ゾ ー ツ 

最上川舟下り／ｲﾒｰｼﾞ  

伊良部大橋／ｲﾒｰｼﾞ  

※現地の天候、事情等でコース・時間等変更になる場合があります。     -$/：日本航空、-7$：日本ﾄﾗﾝｽｵｰｼｬﾝ航空   

半潜水式水中観光船／ｲﾒｰｼﾞ  

ﾊｲﾋﾞｽｶｽ／ｲﾒｰｼﾞ  ﾊｲﾋﾞｽｶｽ／ｲﾒｰｼﾞ  佐和田の浜／ｲﾒｰｼﾞ  



   ｆ．天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、感染症の蔓延、官公署の 

    命令その他当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安  

    全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき 

（３）当社は本項（１）により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金（あるいは 

   申込金）から違約料を差し引いて払戻しいたします。また、本項（２）により旅行契約を      

   を解除したときは、既に収受している旅行代金（あるいはお申込金）の全額を払戻します。 

10、取消料 
（１）旅行契約の成立後、お客様のご都合で旅行を取り消される場合には旅行代金に対しておひと 

   りにつき下記の料率で取消料を、ご参加のお客様からは1室ご利用人数の変更に対する差額 

   代金をそれぞれいただきます。 

（２）当社の責任とならない各種ローンの取扱い上の事由に基づき、お取り消しになる場合も上記 

   取消料をお支払いいただきます。 

（３）旅行代金が期日までに支払われないときは、当社は当該期日の翌日においてお客様が旅行 

   契約を解除したものとし、上記の料率で違約料をいただきます。 

（４）お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等行程中の一部の変更についても取消 

   とみなし、取消料の対象となります。 

11、添乗員等 
（１）［添乗員同行］表示コースには、全行程に添乗員が同行いたします。添乗員の行うサービス 

   の内容は、原則として契約書面に定められた日程を円滑に実施するために必要な業務といた 

   します。旅行中は日程の円滑な実施と安全のため添乗員に従って頂きます。添乗員の業務は 

   は原則として８時から２０時までとします。 

（２）［現地係員案内］表示コースには、添乗員は同行いたしませんが、現地係員が旅行を円滑に 

   するために必要な業務を行います。 

12、当社の責任及び免責事項 
（１）当社は旅行契約の履行にあたって、当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは  

      お客様が被られた損害を賠償いたします。 

（２）手荷物について生じた本項（１）の損害については同項の規定にかかわらず、損害発生の翌 

   日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、１人15万円を限度（当社 

   に故意又は重大な過失がある場合を除きます。）として賠償いたします。 

13、特別補償 
当社は前第12項（１）の当社の責任が生ずるか否かを問わず、募集型企画旅行約款により、お客様

が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損

害につきましては死亡補償金及び後遺障害補償金及び入院見舞金を、又、手荷物に対する損害につ

きましては、損害補償金をお支払いいたします。 

14、個人情報のお取り扱い 
（１）当社らは、旅行申込みの際に提出された申込書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（主要なものについては各コース等に記載されています）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旅行案内等のご案内②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い

③アンケートのお願い④特典サービスの提供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。 

（２）当社らが取得する個人情報は、お客様の氏名､生年月日、性別、電話番号、住所、メールアド

レス、その他コースにより当社が旅行を実施するうえで必要となる最小限の範囲のお客様の個

人情報とします。また介助者の同行、車椅子の手配等特別な配慮を必要とする場合で、当社が

可能な範囲でこれに応ずる（又は応じられない旨の回答をする）目的のため、上記以外の個人

情報の取得をさせていただきますが、これは当社が手配等をするうえで必要な範囲内とする 

（３）当社はお申込みいただいた旅行の手配のために、運送・宿泊機関等に対しお客様の氏名、年

齢、性別、電話番号、その他手配をするために必要な範囲内での情報を、あらかじめ電子的方

法等で送付することによって提供いたします。 

（４）当社は、旅行先において､お客様の手荷物運送等、ＤＦＳギャラリア・沖縄（免税店）でのお

買い物等の便宜のため当社の保有するお客様の個人データを運送業者やＤＦＳギャラリア・沖

縄に提供することがあります。この場合、お客様の氏名、搭乗日及び航空便名等に係る個人デ

ータを、あらかじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事

業者への個人データの提供の停止を希望される場合はお申し込み時にお申し出ください。 

（５）当社が保有するお客様の個人データの開示、その内容の訂正、追加若しくは削除、又はその

利用の停止、消去若しくは第三者への提供の停止をご希望の方は、必要となる手続きについて

ご案内いたします。当社にお申し出ください。その際、法令及び当社内規に従い、遅滞なく必

要な措置を取らせていただきます。また、ご希望の全部又は一部に応じられない場合はその理

由をご説明します。 

１、募集型企画旅行契約 
この旅行は㈱東奥日報サービス 東奥日報旅行センター（青森市第二問屋町３-１-８９ 東奥日報

社１階 観光庁長官大臣登録旅行業第1941号。以下「当社」という）が旅行企画・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。又、契約の内容･条件は、各コースごとに記載されている条件のほか、下

記条件、出発前にお渡し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。 

２、旅行のお申し込み及び契約成立 
（１）お申込金とお申込み書を添えてお申し込みいただきます｡お申込金は、「旅行代金」または 

   「取消料」、「違約料」の一部として取扱います｡ 

（２）当社は電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段（以下「電話等」という）による旅行契 

   約の予約のお申し込みを受付けることがあります。この場合当社が電話等による旅行契約の  

   予約の承諾の旨通知した翌日から起算して３日以内にお申込金をお納めください。この期間 

   内にお申込金を提出されない場合は、当社は予約がなかったものとして取り扱います。 

（３）旅行契約は当社が契約の締結を承諾しお申込金を受領したときに成立するものとします｡ 

３、旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって１３日目にあたる日より前にお支払いいた

だきます。お申込金および旅行代金は、下記の銀行口座宛にお振込みになるか、当社旅行センター

へお納め下さるようお願いいたします。（なお、振込料につきましてはお客様負担となります。ご

了承ください） 

     ＜振込先＞ ㈱東奥日報サービス 東奥日報旅行センター 

     ＜銀行名＞ 青森銀行   新町支店 普通口座 ３０３０２７９ 

           みちのく銀行 青森支店 普通口座 ２８１３２３４ 

     ※振込人名の前に出発日を掲載してください。 

     （例：４月１日出発 東奥太郎様の場合→４－１東奥太郎） 

４、旅行代金の適用 
参加されるお客様のうち、特に注釈のない場合、満１２歳以上の方はおとな代金、満６歳以上（航

空機利用コースは満３歳以上）１２歳未満の方は、こども代金となります。 

５、旅行代金に含まれるもの 
（１）旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊費  

  食事代、旅行取扱料金及び消費税等諸税。航空運賃は包括旅行割引運賃を適用しております。 

（２）添乗員が同行するコースではこの他に添乗員経費、団体行動に必要な心付を含みます。 

上記諸費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払戻しはいたしません。（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。） 

６、旅行内容の変更 
当社は旅行契約の締結後であっても、天災事変、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、

当初の運行計画によらない運送サービスの提供、官公署の命令など、当社の関与し得ない事由によ

り、パンフレットに記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不

可能となる恐れが極めて大きい場合は当該旅行の実施を取止めるか、又はお客様にあらかじめ速や

かに当該事由が当社の関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して旅行日

程、旅行サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないと

きは、変更後に理由をご説明いたします。 

７、旅行代金の変更 
（１）当社は利用する運送機関の適用運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定さ

れる程度を大幅に越えて改訂されたときは、その範囲内で旅行代金を変更することがあります。そ

の場合は、旅行開始日の前日からさかのぼって起算して15日目にあたる日より前にお客様にその旨

を通知いたします。 

（２）第６項の事由により旅行内容を変更したことによって、旅行の実施に要する費用が増加又は

減少するときは、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿

泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除き、その範囲内におい

て旅行代金を変更することがあります。 

８、お客様による旅行契約の解除 
(1)お客様は第10項に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除する 

 ことができます。ただし、契約解除のお申し出の受付はお申込みをされた当社らの営業時間内と 

  します｡(営業時間終了後に着信したファクシミリ､電子メール等は翌営業日の受付となります) 

(2)お客様は下記に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。 

 ａ．契約内容の重要な変更が行われたとき 

 ｂ．第７項に基づき、旅行代金が増額改定されたとき 

 ｃ．天災地変、暴動、運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由に 

  より旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となったとき、又は不可能となるおそれが極めて大き 

  いとき 

 ｄ．当社がお客様に対して、別途定める期日までに、最終旅行日程表を交付しなかったとき 

 ｅ．当社の責に帰すべき事由により契約書面に従った旅行実施が不可能となったとき 

９、当社による旅行契約の解除及び催行中止 
（１）お客様が当社所定の期日までに旅行代金を支払われないときは、当社は旅行契約を解除する 

   ことがあります。 

（２）次の各一に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります。 

   ａ．お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満た 

     していないことが明らかになったとき 

   ｂ．お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき 

   ｃ．お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがある 

     と認められたとき 

   ｄ．お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たないとき。この場合は旅行開始 

    日の前日から起算してさかのぼって13日目にあたる日より前（日帰り旅行は３日 

    目にあたる日より前）に旅行中止のご通知をいたします。 

   ｅ．スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅 

    行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき 

取 消 日 取 消 料 

 

旅行開始日の前日か

ら起算してさかの

ぼ っ て 

 

1)21日目にあたる日以前の解除 

 (日帰り旅行にあっては11日目) 
無料 

2)20日目にあたる日以降の解除 

 (日帰り旅行にあっては10日目) 

 (3～6を除く) 

旅行代金の２０％ 

3)７日目にあたる日以降の解除 (4～6を除く) 旅行代金の３０％ 

4)旅行開始日の前日の解除 旅行代金の４０％ 

5)当日の解除 (6を除く) 旅行代金の５０％ 

6)旅行開始後の解除または無連絡不参加 旅行代金の１００％ 

 

～当パンフレットの旅行は次の条件に基づきます～ 

  ＜お問い合わせ・お申し込み＞ 
 観光庁長官登録旅行業第1941号  �一社�全国旅行業協会会員 

 （一社）日本旅行業協会協力会員 

 �＜旅行企画・実施＞���東奥日報旅行センター 
 

��総合旅行業務取扱管理者 熊谷 直樹 

 Tel.０１７－７５２－８２００ 

 Fax.０１７－７５２－８２０３ 
〒���-���� 青森市第二問屋町３丁目１－８９ 東奥日報社１階 

《�営業時間 午前９時から午後５時 土日祝日は休業》 

※旅行業務取扱主任者とは､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ご不明な点がありましたら､ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい 

東 奥 日 報 旅 行 セ ン タ ー  お 申 し 込 み の ご 案 内 

■この旅行はGo Toトラベル事業支援対象です 
【支援金の受領について】国からの支援金はお客様に対して支給されますが、当社お

よびGoToトラベル事務局は、支援金をお客様に代わって受領（代理受領）致しますの

で、お客様は旅行代金に対する支援金を差し引いた「お支払い実額」をお支払いいた

だくことになります。なお、取消しの際は旅行代金を基準として所定の取消料を申し

受けます。お客様は、当社に代理受領についてご了承のうえお申込み下さい。 

【地域共通クーポン】表示された金額分の地域共通クーポンをお渡しします。 
 

■旅行代金・支援額・地域共通クーポン・お支払い実額（おひとり） 

※ご注意：地域共通クーポンは１０月１日以降の当社が定める日以降にご出発の旅行に付与されま

す。それ以前には付与されません。 

 ２名様１室 １名様１室  

旅行代金(A) 166,000円 199,000円  

旅行代金への給付額(B) 42,000円 42,000円  

地域共通クーポン 

お支払い実額（A－B） 124,000円 157,000円  

18,000円        


