
日 時 食 事

5月7日 朝：各自

金曜日

または

5月8日

土曜日
昼：各自

昼：各自

夕：各自

5月8日 朝：各自

土曜日

昼：各自

夕：各自

5月9日 朝：各自

日曜日

昼：各自

✈　航空機　＝バス・タクシー等の地上交通機関　～船舶等の海上交通機関　--- モノレール　　　　鉄道
利用航空会社：日本航空グループ（JAL/JTA）または全日空（ANA）原則往復同航空会社、航空会社・便の指定はお受けできないプランです。

沖縄市　泊

ホテルチェックアウト。各自那覇空港までお越し下さい。

Live At Home from Koza City
ミュージックタウン音市場

パーシャクラブ・しゃかり・よなは徹　スペシャルライブ

開場 18:00　開演 19:00

※ライブチケット付（全席自由・入場整理番号付・要１ドリンクオーダー）

オプションレンタカーお申込みの方はご返車後、送迎車にて那覇空港までお送りします。

那覇空港到着後航空会社カウンターにて搭乗受付（６０～３０分前まで）

お客様各自帰路へ

空港到着後は各自ご自宅まで　～ご参加ありがとうございました～

関西空港（伊丹は追加代金）那覇空港11～12時台発　関空13～14時台着

中部空港　　　　那覇空港11～12時台発　中部空港13～14時台着

福岡空港　　　　那覇空港10～13時台発　福岡空港12～15時台着

オプションタクシーお申込みの方は　ご搭乗便２～３時間前の配車になります。

各地空港　✈✈JAL/JTAまたはANA✈✈　那覇空港　　那覇空港到着後は各自移動
※オプションレンタカープラン・オプション貸切タクシープランございます。

羽田空港　　　　那覇空港11:00～12:30発　羽田空港13～14時台着

5/7（金）発…沖縄市　泊　5/8（土）発…イベント会場へ

ご旅行日程表

■各空港にて出発６０～３０分前までに搭乗手続きをお願いします。

各地空港　✈✈JAL/JTAまたはANA✈✈　那覇空港　　那覇空港到着後は各自移動
※オプションレンタカープラン・オプション貸切タクシープランございます。

羽田空港 　　　　5/7（金）羽田14～16時台発　那覇空港17～19時台着

基本フライト　※他の便も追加代金で対応可能です。

　　　　　　　   5/8（土）羽田6:00～6:50発　那覇空港 8～ 9時台着

関西空港　　　　 5/7（金）関空14～15時台発　那覇空港17～18時台着
※伊丹は追加代金 5/8（土）関空 8～10時台発　那覇空港10～13時台着

中部空港　　　　 5/7（金）中部14～15時台発　那覇空港16～17時台着
　　　　　　　   5/8（土）中部 7～8時台発　 那覇空港10～11時台着

福岡空港　　　　 5/7（金）福岡15～17時台発　那覇空港17～19時台着
　　　　　　　   5/8（土）福岡7:00～7:30発　那覇空港 8～ 9時台着



IN OUT 11:00 　IN 16:00 OUT 11:00

交通   交通

IN OUT 10:00 　IN 15:00 OUT 10:00

交通   交通

２．旅行代金に含まれるもの

・羽田/関空/中部/福岡⇔那覇　往復航空運賃　包括旅行割引運賃　エコノミークラス

・行程表記載の　宿泊費　１泊または２泊　

・出発空港　空港施設利用料 ・5/8 Live At Home from Koza City ライブチケット前売り代 4,000円

那覇市内　GRGホテル那覇プラン 割引　2泊プラン3,000円　1泊プラン1,500円

オプションタクシー
那覇市内→沖縄市 ¥5,900

小型（4名乗車）1台 片道 ※有料道路代・駐車場代は別途要

¥22,000

オプションレンタカー
３日間　１台あたり

免責補償料別

Sクラス（ｳﾞｨｯﾂ・ﾌｨｯﾄ等）

WB（ワゴン7-8名乗）

¥3,000

感染症対策　http://www.deigo.jp/deigo-news/3041/ 感染症対策 https://www.hotelnewcentury.co.jp/pdf/info200407.pdf

感染症対策　https://hotel-koza.jp/2020/07/21/ 感染症対策 https://www.grghotelnaha.com/info/post1666/

那覇市　ＧＲＧホテル那覇（1名一室のみ）

※無料インターネット有 ※無料インターネット有
※駐車場料金１泊500円 ※駐車場料金１泊1000円

沖縄市　ホテルコザ

15:00

会場まで徒歩5分 会場まで車で40分

大阪・関空
※伊丹は別表参照

¥47,800
5/8（土）出発　1泊2日 ¥47,300 ¥49,800

¥42,800

会場まで徒歩5分

※無料インターネット有
※朝食事前申込お一人様１回800円税込

会場まで徒歩5分

※無料インターネット有
※朝食現地申込お一人様１回1,000円税別

沖縄市　ホテルニューセンチュリー

・行程表記載の　食事代　朝０回　昼０回　夕０回　

【宿　泊】※事前指定は承っておりません。最終確認書にてご案内致します。※禁煙・喫煙の事前選択不可

【ご旅行条件書】　※別途詳しい旅行条件を説明した書面をお渡し致します。 

発着地

【旅行代金】※お一人あたり・税込価格　基本フライト＋沖縄市２泊（素泊）　フライト追加代金は別表参照下さい

羽田

沖縄市　デイゴホテル

14:00

5/8（土）出発　2泊3日 ¥37,300 ¥42,800

◆日程追加・発着地・宿泊地の変更などご希望アレンジご相談ください◆

福岡

5/7（金）出発　2泊3日

5/8（土）出発　2泊3日 ¥42,800 ¥47,800
5/7（金）出発　2泊3日

中部

¥39,300 ¥44,300

¥42,800
5/7（金）出発　2泊3日 ¥37,300 ¥42,800
5/8（土）出発　1泊2日 ¥39,800 ¥42,800

１名一室

¥37,300 ¥42,800
¥37,800 ¥40,800

日数

5/7（金）出発　2泊3日

5/8（土）出発　1泊2日

5/8（土）出発　2泊3日

２名一室　※相部屋なし

¥37,300

5/8（土）出発　1泊2日 ¥37,800 ¥41,800
5/8（土）出発　2泊3日 ¥39,300 ¥44,300



番号

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

番号

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P

◆往復同一空港からの往復となります（大阪のみ伊丹・関空併用可）
◆GOTOﾄﾗﾍﾞﾙ割引事業再開の際には追加代金も割引対象となります

5月9日

羽田14:00～16:00頃発

大阪→那覇

伊丹8:00～11:00頃発

関空8:00～10:00頃発

羽田13:00～13:50頃発

伊丹14:00～15:00頃発

【フライト時間帯指定追加代金】※お一人あたり・税込価格　航空会社指定・便指定は承れません。

発着地 フライト条件

羽田→那覇

羽田6:00～6:50頃発

羽田10:00～11:00頃発

往路　各地→那覇

羽田7:00～9:00頃発

羽田11:00～11:50頃発

那覇→羽田

那覇7:00～9:00頃発

那覇13:00～13:30頃発

那覇19:00～21:00頃発

中部→那覇

中部7:30～9:00頃発

中部11:00～12:00頃発

中部14:00～15:00頃発

福岡15:00～17:00頃発

福岡→那覇

福岡7:00～7:30頃発

福岡8:00～8:30頃発

福岡9:00～9:30頃発

那覇11:00～12:30頃発

那覇18:00～18:50頃発

那覇14:00～17:50頃発

復路　那覇→各地

発着地 フライト条件

那覇→福岡

那覇10:00～13:00頃発

那覇→中部

那覇11:00～12:00頃発

那覇14:00～16:00頃発

那覇18:00～20:00頃発

那覇14:00～15:00頃発

那覇18:00～20:00頃発

那覇→大阪

伊丹行　那覇11:00～12:00頃

関空行　那覇11:00～11:30頃

伊丹行　那覇17:00～18:00頃

関空行　那覇17:30～20:30頃

¥500
基本便
¥2,000
¥2,000

基本便

5月7日 5月8日

¥5,000 基本便
¥6,000 ¥1,000
¥7,000 ¥1,000

関空14:00～15:00頃発

¥4,500 ¥3,000
¥1,000 設定なし
基本便 設定なし

¥5,000 ¥7,000
¥2,000
基本便

基本便
設定なし

¥6,000 設定なし

¥3,000 基本便
¥4,000 ¥0
基本便 設定なし

¥1,000 基本便
¥2,000 ¥3,000
¥2,000 ¥2,000
基本便 設定なし

基本便
¥2,000
¥5,000

¥0
基本便
¥6,000
¥9,000
¥8,000
¥5,000

¥500
¥2,000

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。

この契約に関し、担当者からの説明にご不明点があれば、ご遠慮なく取扱い主任者にお尋ねください。

(1)右記受託販売欄に記載の受託販売業者（以下「販売店」という）及び当社は、旅行申込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、お客様がお申込いただいた旅行において運送・宿泊機関等(必要なもとについては

各コース等に記載されています)の提供するサービス手配及びそれらのサービス受領のための 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、当社及び販売店では、①当社、販売店及びこれらと提供する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内。

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)当社は、お申込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。

(3)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に係る個人データの提供の停止

を希望される場合は、お申込時にお申出ください。

(4)当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレス等のお客様へのご連絡にあたり必要となる

最小限の範囲のものについて、当社グループ企業との間で、共同して利用させていただくことがあります。

当社グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、

個人情報の取り扱いについて



GoTo トラベルキャンペーンのお知らせ 
「GoTo トラベル」を適用せずにご予約されるお客様へ 

ジャパン・エンタテインメント・ツアーズ（以下 JET）では、「GoTo トラベル」の再開に 

備えて、既にお持ちのご予約や新規のご予約にも「GoTo トラベル」割引を後から適用

させる準備を進めています。これにより、「GoTo トラベル」再開後のご予約の取り直し

が不要となります。対象は国内宿泊ならびに国内ツアー（募集型企画旅行・受注型企

画旅行）です。 

「GoTo トラベル」の再開後、準備が整い次第、割引対象となるご予約をお持ちの 

お客様には個別にメールで通知し、参加条件等へ同意をいただけましたら、割引を 

適用する予定です。ご予約の際には、以下の内容について予めご了承ください。 

 

※「GoTo トラベル」事業が再開されていない場合、割引支援の適用はありません。そ

の際、既にご予約済みのご旅行をキャンセルされる場合は、規定のキャンセル料が適

用されます。 

※「GoTo トラベル」事業が再開された場合には、お客様が希望されれば、その時点

で適用される割引支援ルールが適用されます。その際、割引率や割引上限額、地域

共通クーポンの配布枚数、対象地域、対象施設、旅行者の参加条件は、これまでの

内容と大きく異なる場合があります。 

※再開の公式発表後にお客様へ参加条件等の同意の有無をお伺いする関係上、一

部のご旅行対象期間には割引の適用が間に合わない可能性がございます。 

※対象となるお客様へのメール通知は準備が整い次第行います。 

  通知を行った際には、本ページ上でもお知らせします。 

 


