
　
　

　 　

　

　

　

 ②朝が苦手な人も大丈夫！
　  出発便は昼過ぎの時間帯で
　  のんびり出発ＯＫ！

 ③現地交通手段が選べる！
　  免許がない人は送迎バス付ホテルがおすすめ！
　  車の運転ができる人はレンタカー付ホテル！

滞在は人気のリゾートホテル！

 ①面倒な料金計算不要！
　  何人で行っても均一価格、
　  しかも安い！※リザン除く

２/２６ （月）発 ３/４ （日）発

140-1722-105014 140-1722-105024

ホテル・特典の詳細をスマホで確認！特設サイトをチェック！⇒ 

 地元でも大人気！沖縄最大級の
 ショッピングモール｢ライカム｣まで車約5分！
 ●北中城(那覇空港から車40分)　●CHECK-IN:15時／OUT:11時
 ●洋室：2～4名定員　●眺望無指定　●駐車場無料
 ●コンビニ車5分 ●朝食オプション1回1,600円／事前申込･精算

 ★周辺のカフェで使えるカフェクーポン付！
 ★10名以上グループ特典：ホテル内持込ＯＫの個室ご用意！
 　 要予約時申込／20時スタートで2時間　※空室照会必要

３/５ （月）発

140-1722-107014

 那覇のリゾート！
 観光だけでなく買い物や食事にも最適！
 ●那覇市(那覇空港から車約7分)　●CHECK-IN:14時／OUT:11時
 ●洋室：2～4名定員(ｼﾃｨﾋﾞｭｰ)／4名1室はDXツイン(ﾍﾞｲﾋﾞｭｰ)
 ●駐車場1泊1,500円→無料で利用可！●スーパー(25時迄)徒歩1分
 ●朝食オプション：1回1,200円／事前申込･精算

 ★レンタカー不要の場合は
    館内･三重城温泉滞在中利用無料！(要事前予約)

 ★美ら海家族さーびす号(オプション)停車ホテル

２/１９ （日）発 ２/２５ （日）発

３/４ （日）発

３/６ （火）発

140-1722-123004 140-1722-123014 140-1722-123024

 南部地区の丘に建つ絶景リゾート！
 ●南城市(那覇空港から車約40分)●CHECK-IN:15時／OUT:11時
 ●2～4名1室：和室スタンダード(トイレ付･バス無)
　 5名1室：和室デラックス(トイレ･バス付)
 ●駐車場無料 ●コンビニ車5分 ●館内スポーツ施設割引(一部)
 ●朝食オプション：1回1,700円／事前申込･精算

 ★源泉掛け流し天然温泉｢さしき猿人の湯｣
　　滞在中何度でも利用無料！(通常1,650円)

 ★周辺のカフェで使えるカフェクーポン付！

140-1722-115004 140-1722-115014

沖縄残波岬ロイヤルホテル

 沖縄きってのサンセットビューポイント！
 ●読谷村(那覇空港から車70分)　●CHECK-IN:14時／OUT:11時
 ●洋室or和室：2～4名定員　●眺望無指定
 ●駐車場1泊500円 ●コンビニ車5分
 ●大浴場･露天風呂･サウナ滞在中利用無料
 ●毎晩21時～琉球舞踊又は民謡ショー鑑賞可
 ●4名1室特典＝滞在中朝食orランチ(限定メニュー)1回付
 ●追加朝食オプション1回1,500円／事前申込･精算

２/２５ （日）発

２/２６ （月）発

140-1722-107004

３/１１ （日）発２/２６ （月）発 ３/５ （月）発

140-1721-003004 140-1721-003014

２/１９ （月）発

140-1722-105004
ホテルムーンビーチ

140-1722-110014 140-1722-110024

２/１２ （月）発 ３/５ （月）発

140-1722-105034

 ＜ツアーインフォメーション＞
 ◇2名様より受付いたします。◇お申込み時に参加者全員の名前･性別･年齢の情報が必要です。
 ◇未成年の方は親権者の同意書が必要です。詳しくはお申し込み店舗へお問い合わせください。
 ◇空港～ホテル間の送迎バスは、ジャンボタクシーになる場合があります。送迎バスは利用の飛行機に合わせて運行します。詳しい
　 時間については最終日程表にてご案内いたします。たっぷりフライト選択の場合、送迎バスはつきません。
　 送迎バス付ホテルで4日間レンタカー（オプション）をご利用の場合、送迎バスは放棄となります。
 ◇レンタカー付コースは1室に対し1台（免責補償料込）ご用意します。2室以上で1台利用の場合は放棄扱いとなり返金はありませ
　 ん。特典・返却等の条件詳細は裏面レンタカーオプション欄③をご参照ください。
 ◇お申し込みは出発７日前までとなります。但し満席になり次第終了します。各出発日先着50名限定です。
 ◇ご利用便の指定はできません。出発前にお渡しする最終日程表にてご案内します。

 西海岸の好立地にある大型リゾート！
 ★４･５名限定プラン★
 2･3名様で参加の場合(減員時も)お一人5,000円追加が必要です
 ●恩納村(那覇空港から車70分)　●CHECK-IN:14時／OUT:11時
 ●洋室：4・5名定員／眺望無指定　●コンビニ徒歩5分
 ●駐車場1泊500円　●インドアプール滞在中無料
 ●2日間or日帰りレンタカーオプション利用可(裏面参照)
 ●ゲームコーナーコイン1室20枚付　●館内スパ利用券1回付
 ●パターゴルフ・テニスコートいずれか滞在中1時間無料
 ★滞在中朝食バイキング(3回)付！
 ★美ら海家族さーびす号(オプション)停車ホテル

 美ら海水族館入場券付き！
 ●本部町(那覇空港から車100分)
 ●CHECK-IN:15時／OUT:11時
 ●洋室or和洋室：2～4名定員　●眺望無指定
 ●駐車場無料 ●コンビニ車3分
 ●屋内プール無料　●大浴場(塩泉岩風呂)利用無料
 ●朝食オプション：1回1,700円／事前申込･精算
 ●2日間or日帰りレンタカーオプション利用可(裏面参照)
 ☆ホテル～海洋博公園(美ら海水族館)送迎シャトル利用可

 人気の西海岸リゾート！
 本島周遊の拠点に最適！
 ●恩納村(那覇空港から車約50分)●CHECK-IN:14時／OUT:11時
 ●洋室or和洋室：2～7名定員 ●眺望無指定
 ●駐車場1泊500円 ●コンビニ徒歩10分
 ●2日間or日帰りレンタカーオプション利用可(裏面参照)
 ●朝食オプション1回2,200円／事前申込・精算
 ●ティアメニティーセットをお部屋にご用意(緑茶･コーヒー)
 ★青の洞窟(オプション)集合場所まで徒歩圏内！
 ★美ら海家族さーびす号(オプション)停車ホテル

140-1722-202004

３/１２ （月）発

140-1722-110004

３/１１ （日）発



1.募集型企画旅行契約 5.お客様から旅行契約の解除 7.その他
(1)この旅行は㈱オリオンツアー(以下「当社」といいます)が企画･募集 (1)お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつ (1)当契約書面の一部としての確定書面は、通常出発日の7日前から5日
し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 でも旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している 前（但し遅くとも前日）までにお渡しいたします。
画旅行契約を締結することになります。 申込金から所定の取消料を差し引いて、払戻いたします。申込金のみで (2)旅行開始後において、お客様の都合で宿泊・食事・観光等のサービ
(2)募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金をいた 取消料をまかなえないときは、その差額を申し受けます。 ス提供をお受けにならなかった場合は、その払戻はいたしません。
だいた時に成立するものとします。 (3)事故・積雪・交通渋滞などの道路事情、その他やむを得ぬ事由によ
[お申込金　お一人様] り東京もしくは現地の出発・到着時間が遅れる場合もあります。万一、

空港到着が遅れ、タクシーあるいはホテルを利用しなければならない事
態が生じても当社は、その請求には一切応じられません。又、目的地滞
在時間短縮による保証にも応じられません。

2.旅行代金のお支払い ＜個人情報の取り扱いについて＞
残金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 株式会社オリオンツアー（以下「当社」という）及びご旅行をお申込み
り前にお支払いいただきます。 頂いた受託旅行業者（以下「販売店」という）は旅行申し込みの際に提
3.旅行代金に含まれるもの (2)取消受付時間はお申込箇所の営業時間内となります。 供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
旅行日程に明示した航空(注釈のない限りエコノミークラス席)、船舶、 (3)お客様のご都合で出発日及びコースの変更、人数減をされる場合も ために利用させて頂くほか、お客様がお申込み頂いた旅行において運送
鉄道などの利用交通機関の運賃、送迎バス料金、食事料金、宿泊料金、 取消料の対象となります。 ・宿泊期間など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
イベント料金、消費税等の諸税、旅客施設使用料。 (4)当社の責任とならない各種ローンの取扱い手続き上及び渡航手続き のための手続きに必要な範囲内で利用させて頂きます。このほか当社及
4.旅行愛用・代金の変更 上の事由により旅行契約を解除される場合も取消料の対象となります。 び販売店では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
著しい経済情勢の変動により通常予想される程度を大幅に越えて利用す (5)取消料の対象となる旅行代金は追加代金を含めた合計額です。 ことがございます。また当社は旅行先でのお客様のお買いも物などの便
る運送期間の運賃・料金の改正があった場合は旅行代金を変更すること 6.旅行条件・旅行代金の基準 宜のため、当社の保有するお客様の個人情報を土産物店に提供すること
があります。増額の場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって この旅行条件は2017年10月1日を基準としています。又、旅行代金は2017 がございます。なお当社の名称及び個人情報の管理者については当社ホ
15日目に当たる日より前にお知らせいたします。 年10月1日現在有効な運賃・規則を基準としています。 ームページ（http://orion-tour.co.jp/）をご参照ください。

観光庁長官登録旅行業 第692号　(社)日本旅行業協会正会員

旅行企画・実施

〒103-0004 東京都中央区東日本橋3-10-6Daiwa東日本橋ビル3階
平日10:00～19:00、土・日・祝日及び12/30～1/3は10:00～18:00

１日目

　基本フライト 羽田空港14:55～16:10頃発→那覇空港17:45～19:05頃着
　たっぷり滞在フライト（おひとり様4,500円UP／便リクエスト可）
　　　　　　　 羽田空港06:25～07:55頃発→那覇空港09:15～10:50頃着
　到着後フリータイム　　　　　　　　　　＜各ホテル泊＞

なし

※食事条件は各ホテルにより異なります　＜スケジュール（各出発日共通）＞
行程（基本フライト・たっぷり滞在フライトを選択／片道のみ利用も可） 食事※日程

STAFF
MEMO

 旅行開始後又は無連絡不参加
 旅行開始当日
 旅行開始日の前日
 7日目に当たる日以降2日目に当たる日まで

 20日目に当たる日以降8日目に当たる日まで 10万円未満旅行代金  5万円未満
代金20％より
 10万円以上

 ◎手仕舞：14日前（以降はRQ対応･７日前迄）
 ◎サービス業務＝4：国内募集型企画旅行行程登録から在庫引落
 ◎申込書はオリオンへFAX03-3664-1621（必ず当日中FAX／翌営業日の予約確認FAXをチェック）
 ◎オプション＝要事前予約･精算（食事はミールクーポン対応のため日付指定は不要）

 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
取消日（変更日）

 旅行代金迄
 20,000円より

旅行代金の 50%

旅行代金の 20%

　終日フリータイム　　　　　 　　　　 　＜各ホテル泊＞ なし２･３日目

なし

　出発までフリータイム
　基本フライト 那覇空港11:40～12:50頃発→羽田空港13:55～15:00頃着
　たっぷり滞在フライト（おひとり様5,000円UP／便リクエスト可）
　　　　　　　 那覇空港20:00～20:50頃発→羽田空港22:15～23:00頃着

４日目

★たっぷり滞在フライトは便のリクエストが可能です。但しあくまでも「ご希望」ということで承り、
　回答は土日祝を除く7日以内にいたします。ご希望に沿えない場合でも規定の日付から取消料の対象
　となりますのでご注意ください。また、たっぷり滞在フライト利用の場合、送迎バスは付きません。
　往路：JAL901（06:25頃発）JAL903（07:55頃発）／復路：JAL920（20:00頃発）JAL922（20:50頃発）

お申込み・お問合せはお気軽に下記お店にどうぞ（取扱い受託販売）

ご旅行条件（抜粋） ご旅行条件書に定めのない事項は、当社旅行業約款(募集型企画旅行契約）によります。

旅行契約時には、旅行業法第12条の5によりお渡しする契約書面の一部になります。

お申込金
旅行代金迄
5,000円より
 2万円未満

 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
旅行代金迄
10,000円より

 旅行代金迄
旅行代金の 30%

旅行代金の100%

 取消料（変更料）

旅行代金の 40%

 ①４日間：１台１１,０００円(那覇空港営業所配返車)
　 送迎バス付でレンタカー4日間利用の場合､送迎バスは放棄扱いになります。
 ②中日利用プラン(ムーンビーチ､リザンシー谷茶ベイ､マハイナ宿泊者限定)

　 ２日間：１台８,０００円　日帰り：１台６,０００円　(２・３日目の利用限定)
　 ・ムーンビーチ：オリックスレンタカー恩納店(ホテルから徒歩15分･各自移動)
　 ・リザンシー　：ホテルへ配返車(8:00～19:00の間で対応)
　 ・マハイナ　　：配返車有料対応(片道1,080円現地払い/9:00～18:00の間で対応)
 ③共通インフォメーション
　 禁煙車指定／カーナビ・CDプレーヤー搭載／ガソリンは満タン返しとなります
　 おきなわ満喫特典クーポンブック＆ロードマッププレゼント

　 車でスマホの音楽が聴けるＡＵＸ(イヤホンジャック端子)装備！
 ※Sクラスは5名定員ですが､5名乗車で荷物が多いと積みきれない場合があります。
　 Sクラス2台又はクラスアップをおすすめします。(クラスアップ詳細は要問合せ)

 ①出発時間：1便＝9:00・2便13:30
 　※30分前集合（集合場所までの移動は各自）
　 ※集合場所まではレンタカーの利用がおすすめです。
　 ※路線バスはありません。那覇バスターミナルから
　　 タクシーで約10～15分(1,000円程度)です。
 　※ご利用日時を事前にお知らせください。
 　　時間の指定がない場合は2便になります。
 ②所要時間：約3時間
 ③料金に含まれるもの：乗船料･ガイド・鯨ガイドブック
 ④集合場所：那覇市三重城出港（那覇市辻3丁目）
 　※有料駐車場あり1日1台500円
 ⑤前日にショップよりご案内がございます。
 　主催会社：トータルマリンスポットNEWS
　 　　　　　ＴＥＬ098-891-9090
 ＜注意事項＞
・当日の海況によりツアーを中止する場合があります。
・できるだけ防寒防水のできる服装でご参加ください。
・酔い止めの販売は行っておりません。

 ＜ポイント＞
 ①大型クルーザーだから揺れに強く酔いにくい！
 ②鯨の声が聞こえる水中マイク搭載！
　（海況により使用できない場合があります）
 ③独自の情報網でポイントを決定！
 ④鯨博士のクジラガイド付き！

 ロワジールホテル那覇(08:20頃発⇒ホテルムーンビーチ(09:50頃発)⇒
 リザンシーパーク谷茶ベイ(10:05頃発)⇒

 パイナップルパーク(11:00～11:40)⇒龍宮城(昼食/12:10～13:00)⇒

 美ら海水族館(13:05～16:05)⇒御菓子御殿名護店(16:30～16:55)⇒
 リザンシーパーク谷茶ベイ(17:40頃着)⇒
 ホテルムーンビーチ(17:55頃着)⇒ロワジールホテル那覇(19:50頃着)

①集合時間は出発の10分前です。
②交通事情により時間が前後することがあります。また添乗員は同行しませんが
　バスガイドがご案内します。
③代金に含まれるもの：行程中のバス代・ガイド代・昼食代・沖縄美ら海水族館
　入館料・琉宮城蝶々園入園料・ナゴパイナップルパーク入園料
★事前予約制(事前精算)です。
　ご利用日(2日目又は3日目)をご旅行お申込時にご指定ください。
■主催会社：ラド観光(株)

 ◎出発時間： 9:00/11:00/13:00/15:00 より選択
 ◎集合場所：恩納村前兼久漁港｢ピンクマーリンクラブ｣
 　開始30分前集合(施設詳細は最終案内でご案内します)
 　※集合場所までの移動は各自
 　・ホテルムーンビーチからは徒歩約10分
 ◎持参するもの：多少濡れてもよい長袖、長ズボンをご
　 用意ください（無い場合はこちらでご用意可／無料）
　 ・バスタオル・ビーチサンダル・着替え
 ◎天候により時間の前後・ポイントの変更又は中止になる
 　場合があります。
 ★事前予約制(事前精算)です。ご利用日(2日目又は3日目)
 　と出発時間をご旅行お申込み時にご指定ください。
 主催会社：ピンクマーリンクラブ
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