旅行日程：2021年10月23日（土） 最少催行人員：大人30名

日付

① ⽻⽥・伊丹・中部・福岡 発着 プラン
10⽉23⽇

食 事

各空港 6〜11時 出発（予約時選択可）

朝︓各⾃

■那覇空港⇒ホテルまたは会場まではお客様各⾃にてご移動をお願い致します。

② 現地集合プラン 会場まではお客様各⾃にてお越しください
③ うちなー限定プラン 本公演のチケットは別購⼊をお願いします
① ② プランのお客様 ★会場前ツアーデスクにてライブチケットをお渡しします★

⼟曜⽇

桜坂劇場（那覇市）

昼︓各⾃

開場18:00 開演18:30

⼣︓各⾃

「 D&DEPARTMENT OKINAWA presents 10th Anniversary LIVE 」
ライブ終了後はお客様各⾃にてご帰館をお願い致します。
GRGホテル那覇東町、パシフィックホテル沖縄

または

ロワジールホテル那覇本館

泊
朝︓軽⾷

ホテルにて朝⾷（GRGホテル那覇東町はサービス軽⾷）後出発までフリータイム

① ② 共通

10⽉24⽇
⽇曜⽇

ロワジールホテル那覇
パシフィックホテル沖縄
ＧＲＧホテル那覇東町

フロント前集合 15:40
フロント前集合 15:50
フロント前集合 16:00

または朝⾷

ロワジールホテル那覇（15:40）＝ パシフィックホテル沖縄（15:50）＝ GRGホテル那覇東町（16:00） ＝ ツアー専⽤貸切バス ＝ ライブ会場（16:45頃）
③ うちなー限定プラン

昼︓各⾃

会場⼊⼝ツアーデスクにてチケットをお渡しします（現住所の確認できる⾝分証明書をご提⽰ください）

~ ツアー参加者限定 浄夜旅 スペシャル LIVE ~
★本ツアーにご参加のお客様限定のスペシャルコンサートとなっております★

⼣︓軽⾷

★新良幸⼈＆サトウユウ⼦プロデュースによる ピンチョスプレート + フリードリンク (ソフトドリンク) 付き★
お⾷事 17:00〜18:00 ／ コンサート 18:00〜20:00

終演後、幸⼈・ユウ⼦と懇親会

ライブ終了後

会場発（21:00）＝ ツアー専⽤貸切バス ＝ ホテル着（21:40頃）

GRGホテル那覇東町、パシフィックホテル沖縄

または

ロワジールホテル那覇本館

泊
朝︓軽⾷

ホテルにて朝⾷（サービス軽⾷）後 チェックアウト

② プラン
① プラン

10⽉25⽇
⽉曜⽇

チェックアウト後、現地解散
那覇空港までは各⾃にてお越しください

昼︓各⾃

那覇空港にて搭乗⼿続き後、帰路へ

① ⽻⽥・伊丹・中部・福岡 発着 プラン

那覇空港 10〜13時 出発（予約時選択可）

✈ 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

旅行代金
① ⽻⽥・伊丹・中部・福岡 発着プラン
ホテル

GRGホテル那覇東町

パシフィックホテル沖縄

宿泊ホテル

② 現地集合プラン
ロワジールホテル那覇

GRGホテル那覇東町

パシフィックホテル沖縄

ロワジールホテル那覇

⽻⽥

¥78,500 ¥79,800 ¥77,800 ¥39,800 ¥41,300 ¥39,300

伊丹

¥76,000 ¥77,300 ¥75,300

中部

¥79,000 ¥80,300 ¥78,300

福岡

¥70,500 ¥71,800 ¥69,800

③ うちなー限定プラン（ ※ 第⼆夜 スペシャルLIVE・バス送迎のみ ）

¥17,000

※上記プラン全てお⼀⼈様あたり税込料⾦
※GRGホテル那覇東町はシングル（１名部屋）
※ロワジールホテル那覇は４名⼀室料⾦ 1〜3名⼀室は右欄参照
※パシフィックホテル沖縄はツイン２名⼀室料⾦ 1名⼀室は右欄参照
※他のご希望ホテルでもお⾒積可

GRGホテル那覇東町

沖縄県那覇市東町6-16 TEL:098-862-7200
シングル・ツイン 旅⾏代⾦ 同料⾦
２名⼀室はダブルも同料⾦で⼿配可
駐⾞場 有料 １泊１台1,000円
館内Wi－Fi完備
喫煙・禁煙選択可（指定満室場合有）
←部屋⼀例 スタンダードシングル

ロワジールホテル那覇本館

利⽤航空会社・・・⽇本航空（JAL）・全⽇空（ANA）・⽇本ﾄﾗﾝｽｵｰｼｬﾝ航空（JTA）いずれか

旅行条件
最少催⾏⼈員
添乗員
⾷事

30名

① ⽻⽥・伊丹・中部・福岡発着プラン ② 現地集合プラン ③ うちなー限定プラン(第⼆夜チケットのみ) の 合算⼈数

含まれるもの

喫煙・禁煙選択可（指定満室場合有）
←部屋⼀例 スーペリアツイン
沖縄県那覇市⻄3-2-6 TEL:098-868-5162

なし（現地係員がご案内いたします）

１名⼀室

朝２回（軽⾷または朝⾷）、昼０回、⼣１回（軽⾷） ※ ③ うちなー限定プランは 10/24⼣軽⾷のみ

駐⾞場 無料（宿泊のお客様に限り）
館内Wi－Fi完備

① 航空券付ツアー
旅⾏代⾦

パシフィックホテル沖縄

沖縄県那覇市⻄3-2-1 TEL:098-868-2222
３名⼀室 お⼀⼈2,500円アップ
２名⼀室 お⼀⼈5,000円アップ
１名部屋 お⼀⼈14,000円アップ
駐⾞場 有料 １泊１台1,800円
館内Wi－Fi完備

（各地⇔那覇往復包括旅⾏運賃・⾏程表記載の宿泊費及び⾷事・10/23ライブチケット代4,000円・10/24貸切バス料⾦,ライブチケット17,000円・消費税）

←部屋⼀例

お⼀⼈7,000円アップ

スタンダードシングル

② 現地集合プラン（⾏程表記載の宿泊費及び⾷事・10/23ライブチケット代4,000円・10/24貸切バス料⾦, ライブチケット17,000円・消費税）
③ うちなー限定プラン（10/24ライブチケット17,000円・消費税）

申込可能⼈数
申込期間

１〜２名 ※３名様以上のグループでのお申込みは2回以上に分けてお申込みください
2021年８⽉９⽇（⽉）12︓00 〜 2021年８⽉29⽇（⽇）23︓59
抽選回答 2021年９⽉１⽇（⽔）〜 2021年９⽉８⽇（⽔）
先着順ではありません、全て抽選とさせていただきます。受付メール＝予約確定ではございません。
抽選結果は代表者様へお申込み時にご登録いただいたメールアドレスへご連絡致します。

「旅⾏参加申込フォーム」をクリック
迷惑メール設定をされている場合は @jetours.jp

▶

http://www.jetours.jp/tour/jouyatour/form.html

のドメインを受信できるように設定をお願い致します。

旅行参加申込フォーム
QRコード

フォーム内の必要事項をご登録ください。※右記QRコードからもご利⽤いただけます。フォーム内掲載募集広告より旅⾏条件ご確認ください。

「旅⾏代⾦のお⽀払」
お申込の流れ

※ お振込 または クレジットカード

当選者の⽅には、メールで予約確定のご案内・お⽀払に関してのご案内をさせていただきます。

2021年9⽉22⽇（⽉）15:00 までに、お振込またはクレジットカードでのお⽀払をお願い致します。
お⽀払期⽇までのご⼊⾦が確認できない場合は、当選無効となります。あらかじめご了承ください。

「旅⾏最終書類」の送付

※ メールにてお送りします

ご精算後、出発１週間前までに 最終書類（集合場所・集合時間・持参いただくものを記したご案内）をお送り致します。

【旅⾏企画・実施】沖縄県知事登録旅⾏業第2-436 ジャパン・エンタテインメント・ツアーズ株式会社 東京⽀店 東京都渋⾕区東3-23-4 ゼネラルビル渋⾕東5F TEL:03-6712-5311 MAIL: info@jetours.jp

・お申込みが重複した場合（代表者を替えての重複申込みを含む）、応募を無効とさせていただきますので、ご遠慮ください。
・20歳未満の未成年者は保護者の同意書が必要となりますので、当選後にご案内いたします。15歳未満の単独のご参加はいただけ ません。保護者の同行が必要です。
・バスのご利用について・・・ガイドラインに記載の対策を講じたうえで、乗務員の後方席と補助席を除いた全席を座席として利用します。
・バス車内には手指消毒剤を設置しております。乗車、再乗車の際は必ず手指消毒剤のご利用をお願いします。
・ご乗車の際、JETスタッフより検温を実施させていただきます。
・その際、体温が37.5°C以上の方など感染症のリスクがあると判断した場合は、ご参加をご遠慮いただくようお願いいたします。
・出発予定時刻後は、当社係員の判断でご出発となりますので、集合時間は厳守してください
・最終書類に記載された予定時間・内容は、天候、道路、現地の交通事情等により変更となる場合がございます。
・万一、到着が遅れタクシーの利用もしくは、宿泊しなければならない事態が生じても当社は一切その請求には応じられません。
・お忘れ物の保管期間は、ご旅行終了後2週間（食料品は翌日処分）とさせていただきます。予めご了承ください。
・ペットを連れての参加はご遠慮ください。
・タレントに向けてのカメラ（携帯電話含む）、ビデオ、デジタルカメラ等、あらゆる撮影・録画・録音機能を有する機器の使用 は
使用可能な時を除き、原則禁止となります。詳細はご参加の方へご案内させていただきます。
使用した場合は、フィルム没収（又はデータの消去）とさせていただきます。また、握手を求める、体に触れるなどの危険行為もおやめください。
・ツアー中は主催者及び、係員による指示をよくお聞きいただき、マナーを守り行動をしてください。
・ライブ会場でのアルコール提供は政府及び自治体の

感染拡大防止対策の方針に基づいてご案内致します。

飲み物の持ち込みは原則不可とさせていただきます。ツアー参加前の飲酒もお控えいただきますようお願い致します。
・ツアー中は主催者及び、係員による指示をよくお聞きいただき、マナーを守り行動をしてください
・催行人数30名に満たない場合及び災害・事故など不可抗力で運行不能の場合、施行の変更、または中止をお願いすることがあります。
・当選者および同伴者の当選権利を他人へ譲渡することはできません。
・当選後の旅行キャンセルにつきましては、同行者様のみのキャンセルであっても、代表者様からお電話にてご連絡いただきますようお願いいたします。
（キャンセルに伴うご返金につきましては、ご入金者様とやりとりをさせていただきます）
・ご本人および現地事情など不測の事態が発生した場合、旅行の一部イベントが変更または中止になることがあります。
・本件の旅行・サービスの手配にあたり、旅行申込みの際に提出された申込書またはメールに記載された個人情報（氏名、住所、 電話番号、メールアドレスなど）について
業務委託先業者に対し、手続きに必要な範囲内で利用または譲渡させていただくことがございます。
・本件に関する全てのイベントの模様は写真・映像資料・商品として使用する場合がございます。
また、この場合の肖像権の使用につきましてはイベントの内容を包含するものとして、すべて主催者（イベント企画）に帰属します。
予めご了承ください。なお、イベント時にお客様個人のカメラ・携帯電話・ビデオカメラなどによる撮影・録画は一部を除き禁止とさせていただきます
・当選後にキャンセルが発生した場合、繰上当選を行う場合がございます。 ツアーの途中離団は一切できません。
・イベント会場は最終書類送付後に変更になる可能性がございます。

旅行申込専用フォーム

http://www.jetours.jp/tour/jouyatour/form.html

お問合せ先 ※お申込みは申込専用フォームからお願いします

個人情報の取り扱いについて
(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

