早期割引
設定！

ぱしふぃっく びいなす
ゆたか倶楽部オリジナルツアー

くみ

「球美の島」

琉球一美しい島 久米島へ
A コース

横浜港発 / 羽田着

屋久島･中城･久米島
B コース

羽田発 / 横浜港着

BB コース

2020 年

2/18( 火 ) ～ 2/22( 土 ) 5 日間

伊丹発 / 横浜港着

久米島･那覇･奄美大島

2020 年

2/21( 金 ) ～ 2/26( 水 ) 6 日間

寒い本州を
抜け出して
温暖な南の島へ

那覇市の西方 100km、東シナ海に浮かぶ久米島は、
数ある琉球の島々のなかで最も美しいことから「球美 ( くみ ) の島」と
呼ばれます。グラスボートで美しい｢はての浜｣に上陸し、リゾートホテルに 1 泊。
お得な早期割引を設定しております。B コースは羽田または伊丹からご参加いただけます。

久米島
青い海と白い砂浜が織りなす感動絶景の島

サイプレスリゾート久米島にご宿泊！

洋上の楽園
ぱしふぃっく びいなす

久米島有数のリゾートホテルとして人気の
サイプレスリゾート久米島に１泊します。
ゆったりと快適な時間をお過ごしください。

Ａコース 横浜港発 / 羽田着

屋久島･中城･久米島
2020 年
2/18
(火)

都市名
横浜港

2

2/19
(水)

航海日

3

2/20

屋久島

4

(木)
2/21
(金)

中城

那覇

2/22

(土)

時間

夕刻
17:00

５日間

07:00

み

スケジュール

久米島･那覇･奄美大島
2020 年

【船中泊】

都市名

時間

2

中城入港。下船。専用車にて
世界遺産の中城城跡 ー 琉球石灰岩が敷かれ
た金城町石畳
15:50 頃 空路、那覇より久米島へ。
16:25 頃 久米島到着。ホテルのバスにてホテルへ。
【サイプレスリゾート久米島泊】

2/22

(土)

久米島

奄美大島

久米島

久米島

はての浜

那覇から飛行機でわずか 35 分の久米島は、球美の島とも呼ばれ、
美しい自然と独特の文化が人々を魅了しています。島の東にある
「はての浜」は、3 つの砂浜を合わせた「砂浜だけの島」です。

久米島空港

久米島

沖縄本島

海だけではない。自然と生活が息づく久米島の魅力

五枝の松

海ぶどう養殖場

畳石

久米島で育った海ぶどうは宝石のように輝き、ミネ 樹齢 250 年以上ともいわれ、琉球王朝時代から、人々 久米島の東部に位置し、まるで大きな亀の甲羅の
ような、奇妙な岩が敷き詰められた場所。国の天
ラルの一種であるマグネシウム・カリウムを多く含 に愛され続けている琉球松です。生命の息吹を感じ
る姿に誰もが見入ってしまいます。

んでいます。

然記念物に指定されております。

沖縄の離島である久米島のリゾートホテル、サイプ

金城町 石畳 ( 沖縄）

■旅行代金 (２名１室大人お一人様）

単位 ： 日本円

【早期割引代金は、2019 年 11 月 18 日 ( 月 ) までにお申込みの場合に適用いたします】
Ａコース
旅行代金
早期割引代金
( 横浜港発 / 羽田着）

ステートＨ

２９５,０００

２６５,５００

（５４,０００）

（４８,６００）

ステートＧ

３０６,０００

２７５,４００

（５７,０００）

（５１,３００）

ステートＦ

３１６,０００

２８４,４００

（６０,０００）

（５４,０００）

）内は船室・ホテルを１名１室でご利用の場合の追加代金です。

※写真はすべてイメージです。 写真はオプショナルツアーで訪れる場所も含まれます。

3

2/23
(日)

4

2/24 奄美大島
(月)

5

2/25

6

2/26
(水)

をお届けいたします。久米島に来たら一度は

横浜

07:00
19:00

入港。

OＰオプショナルツアーまたは自由行動。

出港。

【船中泊】

終日クルージング。

船内イベントでお楽しみください。
16:30

【船中泊】

入港。
下船、
解散。

■旅行代金 ( 大人お一人様）

のホテルです。手つかずの自然と美しい海に囲まれ、
快適な時間と南の島でのリラックスした滞在

航海日

17:00

OＰオプショナルツアーまたは自由行動。
出港。
【船中泊】

●上記スケジュールは天候や海象などにより予告なく変更になる場合があります。
●食事条件：朝食５回、昼食５回、夕食５回 ●利用航空会社：日本航空、琉球エアーコミューター、
全日空（エコノミークラス） ●最少催行人員：15 名様（添乗員は 2/21 羽田または伊丹 ( ご参加
者の多い方）～ 2/22 那覇港まで同行します。船内は船内スタッフがご案内いたします。） ●利用
ホテル（久米島）：サイプレスリゾート久米島（確定） ●利用予定バス会社：琉球バス、久米島観
光バスなど。●2/23 那覇と 2/24 奄美大島 OP オプショナルツアーは船会社主催の寄港地観光 ( 有料）
です。詳細は後日ご案内いたします。※久米島の｢はての浜｣は気象、海象によっては上陸できない
場合があります。その場合、代替としてエビの養殖場、上江洲家を見学します。

レスリゾート久米島。静かな時間に癒やされる大人

サイプレスリゾート久米島

(火)

那覇

単位 ： 日本円

【早期割引代金は、2019 年 11 月 18 日 ( 月 ) までにお申込みの場合に適用いたします】
B コース
旅行代金
早期割引代金
( 羽田発 / 横浜港着）

2/21 宿泊 (A･B コース共通）
屋久島

那覇空港
那覇港

09:30 頃 ホテル出発。
琉球一美しいと称される久米島観光。
船で約20分、
沖合約5kmのサンゴ焦に浮かぶ
絶景の無人島｢はての浜」
。
海ぶどう養殖場
（久米島の海ぶどうは海洋深層
水育ち）ー カメの甲羅のような畳石 ー
比屋定バンタ
（海抜200mの断崖絶壁からの
大パノラマを一望）ー 具志川城跡 ー
ミーフガー
（ここで拝むことで子宝に恵まれる
という伝説のある奇岩）ー おばけ板 ー
五枝の松
（樹齢250年余の琉球松) ー 博物館
16:50 頃 空路、
那覇へ。
17:25 頃 那覇到着。
那覇港へ。
18:00 頃 ｢ぱしふぃっくびいなす」
にご乗船。 【船中泊】

ぱしふぃっくびいなすクルーズ

●上記スケジュールは天候や海象などにより予告なく変更になる場合があります。
●食事条件：朝食４回、昼食 4 回、夕食４回 ●利用航空会社：日本航空、琉球エアーコミューター
全日空（エコノミークラス） ●最少催行人員：15 名様（添乗員は 2/21 中城下船～ 2/22 那覇空港
まで同行します。船内は船内スタッフがご案内いたします。）
●利用ホテル（久米島）：サイプレスリゾート久米島（確定） ●利用予定バス会社：琉球バス、久
米島観光バスなど。●2/20 屋久島の OP オプショナルツアーは、船会社主催の寄港地観光 ( 有料 )
です。詳細は後日ご案内いたします。
※久米島の｢はての浜｣は気象、海象によっては上陸できない場合があります。その場合は代替とし
てエビの養殖場、上江洲家を見学します。

スケジュール

2/21 羽田空港 11:30 頃 Ｂｺｰｽ 空路、那覇へ。
( 金 ) 伊丹空港 11:00 頃 ＢＢｺｰｽ 空路、那覇へ。
13:15 〜
那覇空港 14:25 頃 那覇到着。Ｂ･ＢＢｺｰｽ合流
15:50 頃 乗り継ぎ空路、久米島へ。

【サイプレスリゾート久米島泊】

13:00

09:30 頃 ホテル出発。
琉球一美しいと称される久米島観光。
船で約20分、
沖合約5kmのサンゴ焦に浮かぶ
絶景の無人島｢はての浜」
。
海ぶどう養殖場
（久米島の海ぶどうは海洋深層
水育ち）ー カメの甲羅のような畳石 ー
比屋定バンタ
（海抜200mの断崖絶壁からの
大パノラマを一望）ー 具志川城跡 ー
ミーフガー
（ここで拝むことで子宝に恵まれる
という伝説のある奇岩）ー おばけ板 ー
五枝の松
（樹齢250年余の琉球松) ー 博物館
那覇へ。
久米島空港 16:50 頃 空路、

日時

６日間

2/21( 金 ) ～ 2/26( 水 )

久米島空港 16:25 頃 久米島到着。
ホテルのバスにてホテルへ。

屋久島入港。
OＰオプショナルツアーまたは自由行動。
屋久島出港。
【船中泊】

那覇空港 17:25 頃 那覇到着。
18:10 頃 乗り継ぎ、
空路羽田へ。
解散。
羽田空港 20:35 頃 羽田空港到着。

●（

Ｂコース 羽田空港発 / 横浜港着
ＢＢコース 伊丹空港発 / 横浜港着

1

A コース 横浜港大さん橋ターミナルにご集合。
出港。
【船中泊】
終日クルージング。
船長主催カクテルパーティー。

17:00

久米島

5

く

2/18( 火 ) ～ 2/22( 土 )
ぱしふぃっくびいなすクルーズ

1

日時

紺碧の海ときらめくサンゴ礁
｢球美の島」 久米島へ

あやまる岬（奄美大島）

泊まってみたいホテルです。

ステートＨ

３５５,０００

３１９,５００

ステートＧ

３６１,０００

３２４,９００

ステートＦ

３７４,０００

３３６,６００

旅行代金

早期割引代金

ステートＨ

３５２,０００

３１６,８００

ステートＧ

３５８,０００

３２２,２００

ステートＦ

３６１,０００

３２４,９００

（８２,０００）

（７３,８００）

BB コース
( 伊丹発 / 横浜港着）

（イメージ）

あやまる岬（奄美大島）

原生林（奄美大島）

※（

（６８,０００）

（７８,０００）

（８２,０００）

（６８,０００）
（７８,０００）

（６１,２００）

（７０,２００）

（７３,８００）

（６１,２００）

（７０,２００）

）内は船室・ホテルを１名１室でご利用の場合の追加代金です。

ぱしふぃっくびいなす船室のご案内
【ぱしふぃっくびいなす SHIP DATA】
総トン数 ： 26,594 トン 乗客定員 ： 620 名
全 長 ： 183.4m
全 幅 ： 25m

【ステートルーム H ・ G ・ F】
シャワー ・ トイレ付 / 約 15.3 ㎡ （ステート H は丸窓）
Ｈ： ５･６階、Ｇ： ６階、Ｆ： ８階

撮影：篠本秀人

ぱしふぃっくびいなす船内のご案内

メインダイニング

エントランスロビー

ディナー ( イメージ )

お申込み時の注意事項とご案内
●健康を害している方、車椅子などの器具をご利用になっている方や心身に障害のある方、認知症の方、身体障害者補助犬(盲導犬、聴導犬、介助犬)をお連れの方、そのほか特別の配慮を必要とする方は お申
込みの際に、参加にあたり特別な配慮が必要となる旨をお申し出ください。(旅行契約成立後にこれらの状態になった場合も直ぐにお申し出ください。)あらためて当社からご案内申し上げますので、旅行中に
必要となる措置の内容を具体的にお申し出ください。船内では同伴者の同行をお願いします。なお、安全上、ご乗船いただける車椅子の方の人数には限りがございます。また、車椅子はお客様ご自身でご用意
ください。
●6ヶ月未満のお子様はご乗船いただけません。 ●アレルギー対応の食事を希望される方は事前にお申し出ください。所定のアレルギー調査票のご提出が必要です。内容によりご希望に添えない場合がござ
います。
●妊婦の方は海外クルーズのためご乗船いただけません。 ●小学生以下のお子様には、昼食・夕食に限りお子様メニューをご用意できますのでお申込み時にお選びください。
●客室番号についてはご指定いただくことができません。ご了承ください。

旅行条件 ( 要約 )

詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。

■募集型企画旅行契約
この旅行はクルーズのゆたか倶楽部株式会社（東京都千代
田区鍛冶町 2-5-15 ゆたか倶楽部ビル、ツアー名：ゆたか
倶楽部 / 観光庁長官登録旅行業第 1294 号、以下当社という）
が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加され
るお客様は、当社と募集型企画旅行契約を締結することに
なります。契約の内容・条件は、募集パンフレット、別途
お渡しする確定書面（ご予約確認書）および当社旅行業約
款によります。
■旅行のお申込み
●当社指定の申込書に所定の事項を記入し、申込金をお支
払い下さい。申込金は 30,000 円を申し受けます。
●当社は電話・郵便・ファックスなどによる募集型企画旅
行の予約申込を受け付けることがあります。この場合、電
話などによる予約申込から起算して 10 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、申込みはなかったものとして
取り扱います。
●残金は、旅行開始日の前日から起算して遡り、22 日前
までにお支払いいただきます。
■旅行代金に含まれるもの
●旅行日程に明示した船代、ホテル代、観光代、食事代、
船内イベント参加費など。
■旅行代金に含まれないもの
●オプショナルツアー代、通信費、飲料代、宅配代など個
人的諸費用など。
■旅程保証
●契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更
補償金をお支払いいたします。ただし､次の場合は変更補
償金をお支払いいたしません。天災地変､戦乱､暴動､官公
署の命令､運送・宿泊機関などの旅行サービスの提供の中
止､当初の運行計画によらない運送サービスの提供､旅行参
加者の生命または身体の安全確保のため必要な措置。なお
変更補償金は旅行者 1 名に対し、1 募集型企画につき旅行

代金の 15％を限度とします。また変更補償金が千円未満
である時は、変更補償金はお支払いいたしません。
■お客様の責任
●お客様の故意または過失、法令、公序良俗に反する行為、
もしくはお客様が当社の規定を守らなかったことにより、
当社が損害を被った時は、お客様に対し損害の賠償を申し
受けます。
■取消料等（取消日は旅行出発日の前日から起算します。）
●お申込みの後、お客様のご都合により取消になる場合、
および旅行代金が所定の期日までに入金がなく、当社が参
加をお断りした場合、旅行代金に対し下記の料率で取消料
（または違約料）を申し受けます。

取消日 ( 旅行開始日の前日から遡り）

取消料

21 日前まで

無料

20 日前～ 8 日前まで

旅行代金の 20％

7 日前～ 2 日前まで

旅行代金の 30％

旅行開始日の前日

旅行代金の 40％

旅行開始日の当日

旅行代金の 50％

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の 100％

■お客様に対する責任及び免責事項
●当社は募集型企画旅行約款の履行にあたって、当社の故
意又は過失によりお客様に損害を与えた時は、その損害を
賠償する責を任じます。なお、お手荷物の場合にはお 1 人
最高 15 万円を限度とします。また、お客様が以下の事由
により損害を受けられた場合は、賠償の責を負いません。
（a）天災地変・戦乱・暴動又は、これらのために生じる旅
行日程の変更もしくは、旅行の中止。（b）運送・宿泊機関
の事故もしくは火災又は、これらのために生じる旅行日程
の変更もしくは旅行の中止。（c）官公署の命令又は伝染病

による隔離。
（d）自由行動中の事故。
（e）食中毒。
（f）盗難。
（g）運送機関の遅延、不通又はこれらによって生じる旅行
日程の変更もしくは、目的地滞在の短縮。
■確定書面（最終日程表）
●確定された最終日程表は、旅行開始日の 14 日前までに
交付いたします。
■特別補償
●当社の責任が生じるか否かを問わず、募集型企画旅行約
款の特別補償規定で定めるところにより、お客様の旅行参
加中にその生命、身体又は手荷物の上に被られた一定の損
害補償について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金
をお支払いいたします。ただし、お客様の故意、酒酔い運
転または危険な運動中の事故によるものであるときは、上
記の補償金・見舞金はお支払いいたしません。
■募集型企画旅行契約約款について
●この旅行条件及び以外の条項は全て、観光庁認可の当社
旅行業約款によります。約款をご希望の方はご請求くださ
い。※車椅子でご参加希望の
方はお問い合わせください。
■最少催行人員
●両コースとも 15 名様
■この旅行条件の基準日は 2019 年 9 月 20 日です。
■個人情報の取り扱いについて
●個人データ第三者への提供当社は、お申込みいただいた
旅行の手配の為に、運送・宿泊機関等及び手配代行者に対
し、お客様の氏名、年齢、住所、電話番号、婚姻の有無、
旅行中の緊急連絡先、及び生年月日等の個人情報を予め郵
便、電子的方法等で送付することによって提供いたしま
す。。
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