お得なメニューを多数ご用意しております。
ご案内
詳しくはこちら!
●花マルバーゲンパック冊子はレンタカー会社又はタクシ

設定期間:2020年12月18日〜2021年3月31日

花マルバーゲンパック付!!
名護市

ナゴパイナップルパーク

入場券付

南城市

■通常／ 1,000円（おとな）
600円（中学生）
※パイナップル号別途（500円（おとな）
・
200円（中学生））
ちょっぴりお楽しみ
園内イメージ/H ★オリジナルパインチョコちんすこう(1コ)付

国頭村

大石林山

(玉泉洞・王国村)

おきなわワールド

※ご旅行代金に含まれます。

入場券付

うるま市

■通常／ 1,300円
ちょっぴりお得
★ハブ博物公園入場割引

名護市

ネオパークオキナワ

入場券付

読谷村

体験王国むら咲むら

■通常／ 1,000円

入場券付
■通常／
6００円（おとな）
5００円（中高生）

ちょっぴりお得

名護市

OKINAWA

入場券付

フルーツらんど

■通常／900円

園内イメージ/H

沖縄市

東南植物楽園

外観イメージ/H

入場券付
■通常／
1,540円(おとな)
1,045円(高校生)
550円(中学生)
ちょっぴりお楽しみ
園内イメージ/H ★ハイビスカスティー付

■通常／ 1,00０円

外観イメージ/H

園内イメージ/H

ー会社より受付時に1台につき1冊お渡しいたします。●花
マルバーゲンクーポンは滞在期間中のみ有効となります。ご
利用されなかった場合でも払い戻しはございません。●休館
日、営業時間などお客様ご自身でお確かめの上お出かけく
ださい。●入場観光施設やショッピング施設で花マルバーゲ
ンパッククーポンとバウチャー券をご提示ください。内容が
一部変更となる場合があります。あらかじめご了承下さい。
販売店の方へ
レンタカー不要のお客様は事前に販売店にてお渡しいた
します。Faxにて赤い風船へご連絡ください。

園内イメージ/H ★貸しカヌー体験10％割引

入場券付

■通常／ 1,200円

http://www.akaifusen.net/
hanamaru/

クーポンブックイメージ/H

ビオスの丘

園内イメージ/H ★ブクブク茶20％割引券付

入場券付

ご旅行に
際してのお願い

人気の観光施設の
入場券や割引、
お楽しみがいっぱい
ついてくる！

ちょっぴりお得
★フルーツマウンテン割引
★季節のフルーツボード割引

・ご出発前にご利用施設のホームページ等をご参照いただくとともに、ご不明な点は係員にご相談ください。
・感染防止対策等の一環で、施設により検温、体調に関するアンケート等を実施する場合があります。あらかじめご了承ください。
・ご出発に際して感染症が疑われる症状や発熱等がある場合はご旅行をご遠慮いただくことがございます。また、ご旅行中に同様な事象がありました場合は
最寄り保健所等へのご相談をいただく場合もございます。その際は、お申込み窓口にご相談ください。
・ソーシャルディスタンスをこころがけた行動をお願いいたします。ご旅行中は飛沫感染予防のため、マスクのご着用をお願いいたします。

国土交通省により発表された新しい旅のエチケットについてもご一読いただきますようお願いいたします。

ご旅行帰着後2週間以内に新型コロナウイルスと診断された場合には、速やかに当社お申込み窓口までご連絡ください。
ご報告内容については当社の把握する接触者への注意喚起に使用させていただきますが、お客様の個人情報については適切に取扱いさせていただきます。

パンフレットの見方とご案内〈必ず、お読みください〉

の利用人数により記載場所と異なる場合があります。また、同様に食事内容が「バイキング」の場合、お宿
の都合により食事場所・内容が変更となる場合があります。●同一宿泊施設で連泊される場合、
２泊目の
お食事内容はパンフレット記載内容と異なる場合があります。
（同一料理内容をご希望の場合は、お申し込
み時にその旨お伝えください。但し、
ご希望に沿えない場合があります。）
●宿泊日によって基本代金が異なります。
【お楽しみメニューについて】●本文中のお楽しみメニューは旅行代金に含まれています。お客様の都合で
宿泊日は
部分の代金と ご利用にならない場合でも、返金は一切できません。●特に明記がない限り、誕生日・結婚記念日などの記
カレンダーの
基本代金の
なります。
念日メニューは記念日が宿泊当日に該当する場合のみ有効となります。証明できるものをチェックイン時に
ご提示ください。●連泊の場合でも、特に明記のない限りお楽しみメニューは滞在中１回のみとなります。
カレンダーの
宿泊日の設定はありません。 代金表の - 部分の設定はありません。
【客室について】●洋室利用の場合で特に明記のない場合は１名１室はシングル、
２名１室はツインまたは
共通のご案内 ◎特に記載のない場合は下記の取り扱いとなります。
ダブルまたはスタジオツイン、
３名以上１室はツイン＋補助ベッドとなります。
３名以上１室の場合、お部屋が
●いずれも、旅行代金には「サービス料・空港施設使用料・消費税等諸税」が含まれています。
手狭になったりベッドの運び込みが遅くなる場合がありますのであらかじめご了承ください。
●幼児施設使用料、貸切風呂等現地にてお支払いいただく代金は税込表記となります。●幼児施 【平日・休日・休前日について】●「平日」
とは月曜日〜金曜日を示し、
「 休日」
とは日曜日及び祝日を示しま
設使用料は1泊あたりの料金となります。●添乗員・現地係員の同行しない個人旅行です。このご す。また、
「休前日」は「休日」の前日と土曜日を示します。尚、
「休前日」に当たる
「休日」
（2021年1/10）
は
旅行では約款に定める旅程管理は行いません。ご旅行に必要なクーポン券類をお渡しいたしますの 休前日扱いとなります。
で、
ご旅行中の諸手続きはお客様ご自身で行っていただきます。●最少催行人員：1名様（おとな1 【お宿からの送迎について】●お宿からの送迎については、原則として迎え時間を掲載しています。送り時
名様よりお申し込みを受付。●旅行開始後のお客様都合による旅行中止の場合、未使用部分に 間につきましては現地にてご確認ください。また、送迎時間はチェックイン・チェックアウト時間に合っていな
ついての払い戻しは一切できません。
（運休・欠航等による場合はこの限りではありません。）●ご旅 い場合があります。
行日程中、当社による交通機関、ホテル、
オプショナル等の手配が全く行われていない期間にお客 【当社企画実施のバス・タクシー利用のツアーについて】●道路交通法改定に伴う当社安全基準の見直
様が被った損害については当社約款に基づく補償金等の支払い対象になりません。●カレンダー しにより幼児（３〜６才小学生未満）
もバスまたはタクシーの座席を確保しての参加を義務付けさせていただ
で色付の日が設定日となります。
「白色」日の設定はありません。
いています。それに伴い幼児料金の取り扱いが下記のとおりとなります。・バスまたはタクシー座席を確保し
ツアー中のバスまたはタクシー座席以外（宿泊・ＪＲまたは航空座席など）の
【宿泊プランについて】●宿泊プランの旅行代金は、各施設ページの宿泊プラン基本代金に各種 て有料で参加の幼児の場合、
となります。バスまたはタク
加減代金（食事、客室差額等）
を計算した金額となります。●原則、同一グループは同一プラン・同 提供はございません。・２才までの乳児は、基本的に保護者との相席（ひざの上）
一メニューにてお申し込みください。
（一部人数でのプランの変更はできません。）●お宿、
プラン、宿 シー座席を希望される場合は「幼児代金」にてお申し込みください。※旅行中の食事など、全てのサービス
泊日によりご用意したお部屋数に限りのある場合があります。●宿泊について１室につきおとな2名 提供を希望される方は「こども代金」にてお申し込みください。
【本パンフレットに記載している写真・マーク表示・情報・その他について】●料理写真は一例またはイメー
様以上となるようにお申し込みください。※一部の施設は1名様でお申し込いただけます。
【料理提供内容について】●お食事場所・内容について、複数の場所・メニューが記載されている場 ジであり、時期や仕入状況、お申し込み人数により料理内容や器・盛り付けが変更となる場合があります。
合、選択可能な旨の明記がない限りお選びいただけません。●メニューの選択が可能なプランにつ ●お風呂写真で女性のモデルを使用しているものでも、男性浴場である場合があります。●お部屋写真は
いては、特に明記のない限りお申し込みグループ単位での選択となります。●お食事場所は、お部屋 一例であり、実際とは異なる場合があります。●風景写真については、撮影時期の関係で実際とは情景が

基本代金（お一人様）

異なることがあります。●花・紅葉の見頃は天候により異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。
●各施設の情報として掲載している
「各種マーク表示」
「駐車場利用条件（車種・台数等）及び料金」
「送
迎についてのご案内」
「幼児施設使用料」
「各種メニューの通常料金」等は施設の情報を基にしています。
予告なく変更となる場合がありますので、事前に各施設にご確認される事をお勧めいたします。●宿泊施設
により、客室までの荷物の上げ下げはお客様自身で行っていただきます。●パンフレット掲載の観光情報は
2020年12月資料に基づいて作成しておりますが、営業日、営業時間、料金等予告なく変更になる事があ
ります。ご出発前に確認の上お出かけください。●一部インターネット予約ができないプランもあります。
【航空セットプランのご利用について】●1名以上、往復でお申し込みください。●航空便は「Ｉ
ＩＴ」運賃
を利用しています。●本文中に掲載しているフライトスケジュールは2020年12月現在の予定フライトの
ものであり、設定中止や大幅な変更が発生する場合があります。便名と時間帯がずれるときは、原則とし
て便名を優先します。●ご予約時・ご出発前にフライトスケジュールをご確認ください。●旅行商品上、
ご
利用いただける席数に制限がある場合がございます。一般席に空席があっても当該商品では満席とな
る場合があります。●お申し込み最終期限は、原則としてご出発の7日前となります。●お客様ご自身で
チェックインをお済ませの上、余裕をもって保安検査場をご通過ください。手荷物のお預けや保安検査
場の通過時間は利用する航空会社・空港により異なります。詳しくは、
ご旅行出発前にお渡しする航空
券・予約確認書をご確認ください。●同一グループでも席が離れる場合がございますので予めご了承く
ださい。●ご予約後の利用便の変更・お名前の変更は一切できません。
（変更する場合は新たに旅行
契約を締結していただくことになります。この場合、時期により所定の取消料をいただく場合がありま
す。）●搭乗後は速やかに手荷物を収納し、着席およびシートベルト着用をお願いします。●航空機が
駐機場から移動を開始後、
シートベルト着用サインが消えるまでは、機内での化粧室の使用はお控えく
ださい。●運航会社、使用機材などが変更される場合があります。
【特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて】お客様の状況によっては、当初の手配内容に含
まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。特別な配慮・措置が必要となる可能性
がある方は、
ご相談させていただきますので係員に必ずお申し出ください。

◎その他、詳しくは係員までご相談ください。

マークの紹介

ビーチ
最寄りビーチへの所要時間
チェックイン時間 OUT チェックアウト時間（赤文字はアーリーチェックイン・レイトチェックアウトを表します。）客室 基本設定のお部屋タイプ
約○分
※有料ビーチもございます。現地にてご確認ください。
※喫煙ルームリクエスト対応可能な場合は
朝食場所（朝食内容）
空港等からの所要時間 駐車場 駐車場料金（変更になる場合がございます。）
眺望の指定はできません。
国際通り
「※喫煙ルームはリクエスト」
と表記しています。
国際通りへの所要時間
約○分
ホテルからのお楽しみメニュー
早い者勝ち 室数限定
客室アッププラン
※満室の場合、
ご希望に添えないことがございます。
このマークのあるホテルでは
※詳しくは各施設情報欄をご覧ください。
各お宿で、多彩なおもてなしを
単独でお申し込みができないオプショナルプランです。
お得な料金で、
学生グループ 学生のみのグループでおもてなしを
宿泊加減代金に記載の
ご用意しています。
ご用意しています。
(掲載パンフレット内の宿泊付プランと組み合わせて お部屋をご用意いたします。 ※100円増でのご案内になります。
限定
※設定はホテルにより異なります。
※設定室数は宿泊日により異なります。
※おもてなしの内容は旅行代金に含まれています。 加算代金でお部屋を変更できます。
お申し込みください)

禁煙ルームの設定があります。

20歳未満の方に
同意書のご記入
のお願い

IN
朝食

学生旅行参加者の中で、
２０歳未満の方につきましては、保護者の同意書が必要となります。
「同意書」の用紙は、
係員にお申し付けください。また、旅行開始時点で、15歳未満の方は原則として親権者の方の同行が必要となります。
下記のアドレスからも同意書をダウンロードしていただけます。
https://www.nta.co.jp/akafu/west/pdf/gakusei̲doisho.pdf

安心プラン
赤い風船旅行条件書

国内旅行傷害保険

7日間まで、
わずか1,000円で安心旅行

販売店の方へ
同意書掲載場所：イントラ・エクストラネット
⇒赤い風船ホームページ
⇒各種申込書報告書類⇒同意書

旅行中の思いがけないケガ、賠償責任、盗難事故などワイドな補償でお応えします。
楽しいご旅行に国内旅行傷害保険をご用意ください。※一部取り扱いのできない販売店がございます。

この書面は、旅行業法第12条の４の定めるところの取引条件の説明書面及び同法第12条の５の定めるところの契約書面の一部となります。
詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので事前にご確認のうえお申し込み下さい。

１.募集型企画旅行契約

（１）
赤い風船・
（ＷＥＮＳ赤い風船）
は
（株）
日本旅行
（以下「当社」
といいます）
が企画・募集し
実施する国内旅行であり、
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。
（２）
募集型企画旅行契約の内容・条件は、
各コース毎に記載されている条件のほか、
ご旅行
お申し込み時にお渡しする旅行条件書、
出発前にお渡しする最終旅行日程表及び当社旅行
業約款募集型企画旅行契約の部によります。

２．
旅行のお申し込みと契約の成立

（１）
申込書に所定事項をご記入のうえ、
お一人様につき下記の申込金または旅行代金の全
額を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金、
取消料または違約金のそれぞれ
の一部として取り扱いします。
（２）
電話、
郵便、
ファクシミリその他の通信手段によるお申し込みを受け付けます。
この場合
予約の時点で契約は成立しておらず、
当社から予約の旨を通知した後、
予約のお申し込みの
翌日から起算して3日以内に申込書と申込金を提出していただきます。
この期間内に申込書
と申込金を提出されない場合は、
お申し込みはなかったものとして取り扱います。
（３）
申込金
（お一人様につき）

旅行代金 20,000円未満 20,000円以上50,000円未満 50,000円以上100,000円未満 100,000円以上
申込金 5,000円以上 10,000円以上
20,000円以上 旅行代金の20％以上
募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し前（３）の申込金を受領したときに成立したものとします。
（４）
（５）
通信契約による旅行契約は、
当社らが申し込みを承諾する通知を発し、
当該通知がお客
様に到達した時に成立します。

３．
旅行代金のお支払い

旅行代金は、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日前にあたる日より前にお支
払いいただきます。

４．
旅行中止の場合

ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人員に満たない場合、
当社は旅行の

催行を中止する場合があります。
この場合、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
13日前に当たる日
（日帰り旅行は３日前）
より前に連絡させていただき、
お預かりしている
旅行代金の全額をお返しします。

５．
旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの

（１）
パンフレットに記載された旅行日程に明示された交通費、
宿泊費、
食事代、
入場料、
消費
税等諸税、
空港施設使用料及び添乗員同行費用が含まれます。
（２）
旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は含まれません。

６．
お客様からの旅行契約の解除
（取消料）

（１）
お客様はいつでも次に定める取消料
（お一人様につき）
をお支払いいただいて、
旅行契
約の解除をすることができます。
この場合、
既に収受している旅行代金
（あるいは申込金）
か
ら所定の取消料を差し引き払い戻しいたします。申込金のみで取消料がまかなえないとき
は、
その差額を申し受けます。
（2020年12/31、
2021年1/1・2、
5/1〜4は、
ご宿泊のみ
の場合でも下記の取消料が適用されます。）

旅行契約の解除期日

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
①21日目に当たる日以前の解除
②20日目に当たる日以降の解除
（③〜⑦を除く）
③10日目に当たる日以降の解除
（④〜⑦を除く）
④7日目に当たる日以降の解除
（⑤〜⑦を除く）
⑤旅行開始日前日の解除
⑥旅行開始日当日の解除
（⑦を除く）
⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

日帰り旅行
無料
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％

（２）
なお、
取消日とは、
お客様が当社の営業日、
営業時間に解除する旨をお申し出いただい
た日とします。
（３）
お客様のご都合で出発日、
コース、
宿泊ホテル、
人数等を変更される場合、
旅行費用全
額に対して取消料が適用されます。

ホームページから今すぐ
空き状況をチェックOK！
赤い風船 関西版

取消料

右記日帰り旅行以外
無料
旅行代金の20％
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％

20.4月改定

（４）
宿泊のみご予約になった場合
1〜14名
15〜30名
31名以上

旅行開始後の解除
または無連絡不参加

100%
100%
100%

当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 8日前〜20日前
50%
50%
50%

20%
20%
30%

無料

無料
10%

※ただし、2020年12/31、2021年1/1・2、5/1〜4にご宿泊の場合は、
（1）の取消料が適用となります。

７．
個人情報の取り扱いについて

（1）
株式会社日本旅行（以下「当社」
といいます）及び下記「販売店」欄記載の受託旅行業者は（以下「販
売店」といいます。）
ご提供いただいた個人情報について、⑴お客様との間の連絡のため、⑵旅行に関し
て運送・宿泊機関等のサービス手配、提供のため、⑶旅行に関する諸手続のため、⑷当社の旅行契約上
の責任において事故時の費用等を担保する保険手続のため、⑸当社及び当社と提携する企業の商品や
サービス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、
に利用させていただきます。
（2）
上記⑵、
⑶の目的を達成するため、
お客様の氏名、
住所、
電話番号、
搭乗便名等を輸送・
宿泊機関、
土産物店に提供する事があります。
（3）
当社及び当社グループ会社はお客様からご提供いただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、
メー
ルアドレス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただき
ます。なお当社グループ会社の名称は当社のホームページ（https://www.nta.co.jp）をご参照下さい。

8.ご旅行条件・ご旅行代金の基準

この旅行条件は2020年4月１日を基準としています。
また旅行代金は2020年12月1日現在の有効な運賃・規則を基準としています。
宿泊施設などにより、幼児（6才未満）をお連れのときに寝具やお食事をご用命・ご利用にならなくて
も、およそ2,000〜5,000円程度の「施設利用料金」を申し受けることがあります。
この「施設利用料
金」
はご旅行代金には含んでいませんので、お連れのおとなの方が現地にて直接お支払いください。
大阪発または大阪着の空港は国土交通省届出の各航空会社のスケジュールにより、
パンフレットの
掲載にかかわらず関西空港と伊丹空港と神戸空港が変更になることがあります。確定の発着空港、
便、時刻はご出発前にお渡しするご旅程表〈確定書面〉
でご案内します。

〈受託販売〉●赤い風船・WENS赤い風船のお問合わせ・お申し込みは下記へ。

検索

https://www.nta.co.jp/akafu/west/
赤い風船に関する様々な情報、商品をインターネットでもご紹介しています。

※インターネット予約できない施設・プランもございます。

旅行企画・実施
〒530-0001 大 阪 市 北 区 梅 田 1 丁 目 1 1 番 4 号
観 光 庁 長 官 登 録 旅 行 業 第 2 号
一 般 社 団 法 人 日本 旅 行 業 協会 正 会 員

赤い風船西日本事業部

旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を
取り扱う支店（営業所）での取引きに関する
責任者です。この旅行契約に関し、担当者
からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮
なく上記の取扱管理者にお尋ね下さい。

赤西3601081

