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0アーリーチェックイン 15:00→ 1400(注)0体験ダイビング割引
0レイトチェックアウト10:00→ 11:00(注) (現地参考価格:12,960円 →11,500円 )

に)4/29～ 5/8、 6/18～9/30を除く      oタ ラツ&アロマリラクゼーション
0ワンドリンクサービス(滞在中1回)    メニュー30%割引
O朝食を昼食に変更OK         (一 部対象外メニューあ明

*コ テージによって:よ 、ピーテに画していない場合が
ございます。

|

*コ テージによっては、ビーテに面していない場合が
どざいます。
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フ ァミリー タ イ ブ フアミリータイフ]テ ーシ 洋こ ハストイレ付き/4～ 6名に1室 /禁煙ルーム4‐ 6名に1室 ;々年1:||ね
(

ス タ う/ダーード スタンタートコテーシ/洋室、ハス トイレ付き/1～ 3名に 1室′禁煙ルーム/1～3名 に 1室

～美しい海と白い砂浜、水 r`線に沈むク‖…

南卜Iの開放的な空間でゆったりとした

ひとときをお過ごし下さい～

―
i

『スーペリア」
●スーベリアヨテージ2階 (48nl)

「スーペリアデラックス」
●スーペリアコテージ1階 (48nl)
/ジヤグジー付き

□□|∃困ログレードアッププラン
k りヽrE■  シ′洋イ |ヽ メトイレ付き′2名  I卒 ′禁拇ルーよ、2と、1年・ ッ

`1ギ

I呼‖tl′ヽ
□ ■詳しくは車ぬlを

こ常くたさい

争室オーシェンヒ■―

福岡空港峙司鹿児島空港 ぃヽ与論空港ゝ ホテル囲

四 現地オプショナルプラン (現地お申し込み/各自払)等でお楽しみください。

囲 ホテル益与論空港単 鹿児島空港 福岡空港 )

タラツ&アロマリラクゼーシヨン「アエラキ」
ヨロン島の美しい海を眺めながら日常から解き放たれた贅沢な時間をお届けします。

メニュー内容 (―例)

現地参考価格:アロマセラピースペシャルボディ90分 15,450円

「ヨロン属lπ 膳」「アネリアディナーセットJ「シーサイド′ギーベキューJの3種類より

お選びいただけます。
現地参考価格:3.フ 80円  営業晴□]1800～ 2030(要予約:当 日1500まで)

ISLAND WEDDING YORON
ヨロン島の大自然がおふたりを祝福いたします。

現地参考価格:ブライブルプラン 136,000円～ ロケーションフォトプラン 157.000円～

(ご利用のlヶ月半前までにホテルにお申し込》ください。)※ 4/1～ 5/10はど利用いただけません。

その他にも多彩なオプショナルプランをご用意しております。詳しくは直接ホテルヘお問い合わせください。
●各メニューの内容 現地参考価格は2016年 2月 現在の4月 の内容 価格(消費税込)となり、変更となる場合があります。
●メニューにより、天候などの理由で中止または変更になる場合があ|,ま すので現地にてご確認くださtヽ。

上日E「うれしいおもてなし電にて
30%割引で七寺 内

(一部対象外メニューあり。詳しくはホテルに
お問い合わせください。)

営業時F自弓900～ 2tOO(最終予約受付当日1300ま で)

セレクトディナー

日ご利用いただける期間 2016年 4月 1日～10月 3日 (お 1人様ご旅行期間中1回 )

[ヨ ロンパナウル王国券]は 旅程表を宿

'8ホ

テルフロントまたはヨロン島観光協会窓□でご提示の上、お受け取
りください。(10/3利用分まで限定 窓□でのお受け取り時間08,30～ 18:00)0未 使用時の換金 払い戻し,

紛失]きの再発行はいたしません。また、つり銭はでません。●施設によつては休業日・品切れなどご利用いただ
けない場合があります。※この商品券は、地域住民生活等緊急支援のための交付金事業を活用してしヽます。
(お 問い合わせ)ヨ ロン島観光協会0997975151

マー子フはたひ」ALの「たびマニュアル」にて詳しい情報がご魂いただけます。旅行会社のきさまへ

で使えるにげ熟叫

(お 1人様 蘇 行期間中1回 )

日本エアコミューダーで行くヨロン島 行程表
■出発日:2016年 4月 1日～9月 30日 の毎日出発(ただし、福岡発は8月 28日 出発までとなります)

■食事:2日間=1朝食付き、3日間=2朝食付き、4日間〓3朝良付き
■贔少催行人員:1名           固霊口}裏面旅行代金表をご覧ください。

―
:定型コース型

●福岡発は鹿児島乗り継ぎ(同日中)と なります。
●2,白 以上ご利用の場合、1,白日と同じルームダイプに運泊となります。

nゝ=日本エアコミューター利用 *」 ALグループ内のほかの迎航会社 乗務員にて迎筑となる場合があります。

四 =フリータイム(ご利用便によつてはフリータイムがお取りできない場合があります。)

記号の見方 ※=お客さま負担または空港⇔ホテル間無料送迎サービス(フライトの時F日月にあわせて運行しております。

予約の必要はございません。満席の場合がございます。あらかじめご了承ください。)

□=朝食付き(ご利用便によつては、朝食が召し上がれない場合がございます。)

■旅行代金に含まれるもの :①旅行行程表に明示した往復の航空運賃個人包!舌旅行割引運賃適用)・料金 ②宿泊費
⑥食事代(1泊につき1朝食付き)④消買税等諸税

■Tu用便について :米クラスJの設定1よございません。
フライトスケツュールの変更に伴い、使名・発着時刻が変更となる場合があります。
また、お乗り継ぎのお客さまは空港での乗り孝送ぎ時F日弓が必要です。最新の国内線lき刻表でご確認ください。

Ａ
グ
ル
ー
プ
時
期
喪

07:40

日復路

*1」AC3651便 JAC3658便 9/1以 降蓮休

スケジュール 便名は変更または運休になる場合があり0上記運航スケジュールは2016年 2月 現在の4月 の運航予定で、運航会社
ます。最新の」ALグループ国内線時刻表、または旅行会社でご確認くださし
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協力:観光かどしま大キャンペーンl笠 進協議会

】AttИ κ ⑫

ヨロン島に
ご宿泊のお書きまへ!



4月 醤|イ IT

5月 YI髯 1督

6月 習IYI∵

7月 :ド 七
8月 flΥ I丁

9月 ピ1廿 |と

■2日 間コース 出発日カレンダー

■ 3 コース共通 出発日カレンダー

」AC便不U用 コースに

ど参カロのお客さまへ

」AC便は小型機で運航されているため、サーフボードの持込手荷物・受託手荷物共に

不可となります。お害さまど自身で事前送付等の対応をお願いいたします。

【旅行代金】
■鹿児島発2日 間基本代金(1名様)□ 臣ロヨ:福岡発 NDフア03A/鹿 児島発 ND7703D    単位1円

■鹿児島発3日 間基本代金 (1名様)― :福岡発 ND7703B/鹿児島発 ND7703E    単位:円

■鹿児島発4日 間基本代金(1名様)□ 霊ロロ:福岡発 ND7703C/鹿 児島発 NDフ 703F 単位:円

0福岡発は鹿児島発基本代金に福岡発基本代金差額が必要となります。(お とな。こども同額 )

0グレードアッププランは上言己基本代金に下記追力B代金を力]算してください。(お とな。こども同額)

A B C D E F G H | 」

おとな
3～ 6名 /1室 26,000 261300 291800 321300 421800 441300 511800 54,800 63.300 72,000

2名 /1室 27,800 28,300 30,800 33,300 43,800 47,000 53,800 55,800 65,300 75,800

1名/1室 311300 31,800 32,300 35,800 45,800 40,000 55,800 57,800 69,800 79,300

こども 3～ 6名 /4室 26,000 26,300 29,800 32,300 41,800 43,300 49,800 50,800 541800 61,800

福岡発基本代金差額‖名帯ll
+13,000 +43,000 +13,000 +25,000 +25,001 +13,00〔 +22100〔 +13,00( +131000 +10,000

4月 :|ム 員∵!|` !督 1悸 ΥI官 1省 1名

5月 rlr どlfl拝 X 督|ぱ 1怒 守1習 1君 |

6月 把IYI督 1電 憬1髯 1枢 彗|ぎ 1苦 1菅

7月 とピ1習 1指 甘1甘 1憎 甘1守 1省 1電

8月 ザザ ザ|ザ

],]∫

YI甘 1常 守1守 1習 1邁

9月 ピIHI【 1者 省1雪 1省

A B C D E F G H I J

おとな

3～ 6名 /4塵 331000 34,300 381300 391800 431300 44,800 531800 651000 741800 871800

2名 /1室 35,300 351800 39j800 411000 461800 481800 55,800 66,800 78,800 891800

1名/1室 40,300 40,800 43,300 461300 49,800 51,800 57,800 70,300 811800 92,800

こども 3～ 6名/1重 33,800 34,300 381300 39,800 42,300 431800 52,800 631800 ア1,800 アフ,800

福岡発基本代金差額(1名様)
+131000 13,000 +43∫000 +25,000 +25,000 +25,000 +13,000 +201000 +10,000 +10,000

宿泊施設

旅行代金表

0洋室を3名でご利用の場合は、原則としてツインルーム+ソフアーベッドのご利用となりますのであらかじ

めご了承ください。●客室写真は一例となり、実際と異なる場合があります。また、ホテルの立地状況、おき[

匿の向き、ご利用階数によりお部屋からの景観に差果がある場合があります。●言己載した平米数は実際と異なる場合がありま

す。●「おもてなしJは 年齢 性号Щこよりど科用しヽただけない場合があります。特に注釈がないかぎりお1人様1泊 につき1回のご

利用となります。なお、旅行代金に含まれますが、ご利用にならない場合でも返金の対象にはなりません。

●出発日により旅行代金が異なります。該当の出発日カレンダーのアルファベットをご参照のうえ、旅行代

金をご確認ください。●旅行代金は宿泊施設の1室当たりの利用人数を単位として適用します。0「こども

旅行代金」は満3歳以上12歳未満のお子さまにご利用いただけます。0「こども旅行代金Jは 3名 以上/1室利用で1室につき、お

とな旅行代金適用者2名以上ご利用の場合のDメ適用となります。(例 )おとな1名 、こども2名でのご参加の場合、こども1名 は
「おとな旅行代金Jとなり、2人目から「こども旅行代金」適用となります。

お客さまへのご案内(必ずお読みください)

区分 A B C D E F G H ! 」

おとな

3～ 6名 /1室 40,800 411300 49,300 50,800 51,800 531800 61,800 771300 811800 1001800

2名 /1室 411800 42,300 50,300 51,300 52,800 54j800 63,800 781800 841800 102,800

1名/1室 451300 511800 36t300 59,300 61,800 69,800 821800 90,800 110,000

こども 3～ 6名 /1室 40,800 41,300 49,300 50,800 51,800 53,800 60,800 74,800 77,800 92,800

福岡発基本代金差額(1名様l
H3,000 113,000 113,000 +25,000 +251000 +25,000 +13,000 +201000 +10,000 +10100〔

2名 /1室 +5,000円グレードアッププランfス ーペリアJ

追力]代金(1名様′1泊 あたり)

2名 /1室 +7,000円グレードアッププラン「スーペリアデラックス」
追力B代金 (1名様 1'自 あたり)

「華縣緒蹴籍竪望鮎幣 観盈鰈饗梅豊認認躍醒顎ζ鍵甥薄堵ittAこ
て将続きください。

座 席指定OK!
詳しい旅行条件と個人情報のお取り扱いを説明した「旅行条件書」をお渡しいたしますので、事前にこ確認のうえお申し込みください。*当社ホームベージでもこ覧いただけます。

旅 行 条 件  (要 約 )お 申し込みいただく前に、このベージと各コースことのこ案内や注意事項等を必すこ確認ください。 20161

■募集型企画旅行 契約 この旅行は、株式会社ジャルパック(以下「当社」としう )が旅行を企画して実施す

るものであり、お客さまは、当社と募集型企画旅行契約 (以下 :契約」という)を 締結することになります。また、

契約の内容・条件は、本パソフレット、旅行条件書、確定書面 (旅程表)および当社旅行業約款募集型企画旅行契

約の部によります。

■旅行 契 約 の 申 し込 み・旅 行契 約成 立  (1)所 定の旅行申込薯に所定事項を言己入のうえ、次に定める申込

金を添えてお申し込みいただきます。申込金は、旅行代金または取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

旅行代金

(お 1人様)
10,000円 未満 30,000円未満 60,000円未 ,商 90,000円未満 90,000円以上

申込 金 3.000円 6.000円 12.000円 18,000円 旅行代金の20%

(2)当 社および当社の受託営業所 (以下「当社ら」という)は、電話、郵送、ファクシミリその他の通信手段による

契約の予約を受付けます。この場合、お客さまIよ、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3

日以内に旅行申込書と申込金を提出してしヽただきます。(3)契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受

理した時に成立するものとします。(4)旅 行代金は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼつて 14日 前まで

に全額お支払いいただきます。ただし、13日 前以降にお申し込∂チされた場合は、お申し込み時に全額お支払い

しヽただきます。

■旅 イ子代 金  旅行代金は、特に注釈のないときは満12歳以上の方はおとな旅行代金、満3歳以上12歳未満

の方はこども旅行代命を、おとな・こどもの区分表示がないときは満3歳以上の全ての方に当該旅行代金を適

用します。

■添乗員 添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行しません。旅程表およびお客さまが旅行に必

要なグーポン類をお渡ししますので、旅行サービスの提供を受けるための手続きはお客さまご自身で行つてい

ただきます。また、悪天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなくなつた場

合は、当該部分の代替サービスの手酉己や手続きはお客さまご自身でイ子つていただきます。

四取

'肖

料等  契約成立後、お客さまのご都合により契約を解除される場合は旅行代金に対してお1人様につ

き次の料率の取消料を、所定の期日までに旅行代金のお支払いがなく当社が契約を解除した場合は取消料と

同額の違約料をいただきます。なお、複数人数のご参カロで、一部のお客さまが契約を解除される場合は、ご参

加のお客さまから運送・宿泊機関等の (1台 /1室 当たりの)ご利用人数の変更に対する差額代金をそれぞれい

ただきます。

※ 1取

'肖

料囚 左記マーク付きのオプシヨナルプランも上記適用

注)「日帰り旅行(ツアー)」 に限り、a、 bの取消料Iよ ( )内 の期日とします。

※ 1取 ,肖料野弱 左言己マーク付きのオプショナルプランは上言己適用

*上記表内の「旅行開始後」とはジャルパックデスクで「受付」を行なう場合は「受付」完了後。「受付Jがない場合

は最初に航空機に搭乗する空港の「手荷物検査場」での検査が終了した時となります。
*お客さまのご都合により旅行開始日・コース・利用便・宿泊施設等行程中の一部を変更さオ1る 場合も契約の解

除とみなし、上記取消料の対象となります。ただし、旅行開始日の6日前以降の変更はできません。
*各コース・オプシヨナルプランに適用取消料が記載されている場合はその取消料を適用しヽたします。
キオプショナルプランは利用開始日を基準として適用されます。

■旅行条件・旅行代 金の基準期 日 この旅行条件は、2016年 2月 1日 を基準としています。また旅行代金

は2016年 2月 1日現在の有効な運賃・料金・規則を基準として算出しています。

■ ご注意 (1)お 客さまのご都合によるご予約便や旅程の変更はできません。(2)交 通渋濡など当社の責に帰

すべき事由によらずご予約便にお乗り遅れの場合、あらたに航空券をご購入いただきます。また、ご予約便の

払い戻しもできません。(3)悪 天候などお客さまの責に帰すべき事由によらず旅行サービスの受領ができなく

なつた場合、当該旅行サービスに対するロケR消料等の費用を差し引いた金額をお客さまに払い戻します。ただし、

十t替サービスの宿泊費・交通費等はお客さまのご負担となります。

■イ国人情幸Rの取 り扱 いについて 下記受託販売欄に記載の受託旅行業者等 (以下「販売店」としヽう)および

当社は、申込書に記載された個人情報について、お客さまとの連絡のために利用するほか、旅行において運送・

宿泊機関等の提供する旅行サービスの手配のための手続き、または当社の保険の手続きに必要な範日内で利

用します。キそのほか当社の個人情報取り扱しヽに関する方針については「旅行条件書」および当社ホームページ

(http:〃www jatcojp/domtour)を ご参照ください。

弱 肖日

脈イ丁開始 日 fザフ

a)21日 前まで
洋 (11自前まで】

層日かり謹鼻 して

甲漏8目忘帥 |

ごつ`の〔よつて

c)7日～2日前

d)旅行

開始日前日

e)旅行開始日

当日Cを除く)

つ旅行開始後
または

無連絡不参加

弱 営料率 無料 20% 30% 40% 50% 100%

オプショナ
プラン

取消日
411用開7日日の前ロア〕`!

つ)4自前まで

磋鼻してご
')lの

3わ【

b)3日 ～2自前

C)利用

開始日前日

d)利用開始B
当日(eを除く)

e)利用開始後
または無連絡不参加

無料 20% 20% 50% 100%

ツアーの検索がますます便利になりました。お好みの旅が簡単にみつかります!

盤
検 索JAL′ ッゞク

wwwjalicojprdOmtour

W9bで 24時間tヽつて
―
も1空

―
席照1会ができます。 お害さま専用

コース内容や予約状況のことなどお気軽にこ相談ください。

050‐3155・3333
Ⅲ旅行会社の方は、ジャルパック国内ツアーデスクヘお問い合わせください。

(電話苫号は「JAL Sates WebJに こ案内しております。)

(受付時間〉9:00～ 18:00
1P電 話を利用しております。

(国内旅行専用)

旅行企画・実施 ◆お問い合わせ。お申し込みは
〈受託販売〉

旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅イ子を取り扱う営

業所での取引きの責任者です。このご旅行の契約に関
し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠

慮なく下記の旅行業務取扱管理者にご質問くださしヽ。株式会社ジャルパック

⑫習鞠4即会@
観光庁長官登録旅行業第705号
〒■40‐8658｀ 東京都品川区東品川2-4-■■野村不動産天王洲ビル

旅行業公正取引
協 議 会 会 員

1   薄iが霞t

弟 壌 春夏秋冬

季節のリズムで旅しましょう!

′マンフレット
請求ヨード 46110016 商品区分コード A

の】Aと
マイlレがたまる

発行日i2016年2月 29日  1602/A 発行所 :株式会社ジャルパッ

`ア

 無断複製・転載を禁じます。




