
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に泊まる 3 日間の旅 

 
日

数 

内容 ご宿泊関係施設名 

1           ANA1863             各自で移動 
仙台空港発（11:50）―✈――那覇空港着（15:10）＝＝🚙又は🚌＝＝瀬良垣ハイアット 
 
★ご夕食はホテルにてご賞味  〔ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄〕 

 

夕食：ホテル 

ご宿泊 

瀬良垣ハイアット 

2 終日：自由行動 
 

〔ハイアットリージェンシー瀬良垣アイランド沖縄〕 

朝食：ホテル 

昼食：各自 

夕食：各自 

3 午前中チェックアウトまで自由行動：  
各自で移動              ANA1864 

ホテル12:00＝＝🚙又は🚌＝＝那覇空港那覇空港発（14:15）―✈――仙台空港着（16:50） 

朝食：ホテル 

昼食：各自 

 

 ※那覇空港-ホテル間は空港シャトル 片道 1,350 円（所要時間 1 時間 30 分位）レンタカーで 3 日間約 15,000 円～20,000 円 

  

旅行代金（お一部屋２名様・３名様利用の場合）お一人様部屋追加料金：（2 泊 23,000 円追加）各出発日 2 名様以上で催行 

出発日 旅行代金 Go to 割引 お客様実払い額 地域商品クーポン 

１２月５日６日７日１３日１４日 ７６，０００円 ▲２６，６００円 ４９，４００円 １１，０００円 

１１月２９日１２月１８日１９日 ８６，０００円 ▲２８，０００円 ５８，０００円 １２，０００円 

１１月２４日 １月６日・７日 

１４日１５日１６日２１日２２日 

２３日２７日２８日２９日３０日 

１０８，０００円 ▲２８，０００円 ８０，０００円 １２，０００円 

※上記料金にはサービス料金・リゾート料金・税金を含みます。 ※お部屋は 38 ㎡スタンダードツインルームを利用いたします。 

皆様の旅の安心に PCR 検査の費用が含まれます。旅の事前又は事後にお受け下さい。 

この PCR 検査は出発前 1 日前（午前）に検査を受けていただき、その日の午後に結果が判明するも

のです。事後は帰着日の翌日、検査をうけていただき、（午前）その日の午後に結果がでます。 

コロナお守りパック保険
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 に泊まる 3 日間の旅 

 

日程表 各出発日 2名様以上催行 

日
数 

内容 ご宿泊関係施設名 

1           ANA1863             各自で移動 
仙台空港発（11:50）――✈―――那覇空港着（15:10）＝＝🚙又は🚌＝＝那覇ハイアット 

ご夕食は各自にて  
                     〔ハイアットリージェンシー那覇〕 

 

夕食：各自 

ご宿泊； 

那覇ハイアット 

2 終日：自由行動 
 

〔ハイアットリージェンシー那覇〕 

朝食：ホテル 

昼食：各自 

夕食：各自 

3 午前中チェックアウトまで自由行動：  
各自で移動                  ANA1864 

ホテル＝＝🚙又は🚌＝＝那覇空港 那覇空港発（14:15）―✈―仙台空港着（16:50） 

朝食：ホテル 

昼食：各自 

 

旅行代金（お一部屋２名様・３名様利用の場合）お一人様部屋追加料金：2泊 25,000円 

出発日 旅行代金 Go to 割引 お客様実払い額 地域商品クーポン 

１２月５日６日７日１３日１４日  78,000 円 ▲27,300 円 50,700 円 12,000 円 

１１月２９日１２月１８日１９日  89,000 円 ▲28,000 円 61,000 円 12,000 円 

１１月２４日 １月６日・７日 

１４日１５日１６日２１日２２日 

２３日２７日２８日２９日３０日 

110,000 円 ▲28,000 円 82,000 円 12,000 円 

※上記料金にはサービス料金・リゾート料金・税金を含みます。 ※お部屋は 32 ㎡デラックスツインルームを利用いたします。 

コロナお守りパック保険 

皆様の旅の安心に PCR 検査の費用を含まれます。旅の事前又は事後にお受け下さい。 

この PCR 検査は出発前 1 日前（午前）に検査を受けていただき、その日の午後に結果が判明するも

のです。事後は帰着日の翌日、検査をうけていただき、（午前）その日の午後に結果がでます。 



 

 

 

  

      

  

 

 

 

 

 

 

■客室は 38 ㎡あるお部屋になり、どのお部屋からも海を眺める事が出来ます。（パーシャルオーシャンビュー）      

ルームアップグレードプラン 一室あたり 8,000円（1泊）の追加となります。ラグーンビュールーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご夕食について】 
2階 シラカチ「炉端」に
てご案内申し上げます。 
ご到着日（初日）の 19時
スタートにてご案内をさ
せていただきます。 

32m2のお部屋にはツイ
ンベッドとカウチタイプ
のソファを配し、より快
適性を重視。ツインルー
ムとは対象的に沖縄の太
陽をイメージした情熱的
な空間を演出しておりま
す 

コロナお守りパック保険

（一時金特約） 

旅行行程中又は旅行行程終了後14日以内に新型コロナ感染症 

を発病したとき、旅行行程中に旅行同行者が新型コロナ感染

症を発病した時に被保険者 1 名に対して 3 万円支払います。 

【事前同意事項】 

PCR 検査は国立感染症研究所「臨床検体を用いた評価結果が取得された 2019-nCoV 遺伝子

検査方法について」の最新版に掲載された検査方法に基づく、新型コロナウイルス検査方法

です。但し「測定値が検出限界以下は陰性と表示」のため、100％正しいということではな

いということを予めご了承の上、お申込下さい。 

この旅行商品は GoTo トラベル事業の支援対象です。 

この旅行代金から GoTo トラベル事業による支援金を引いた金額がお客様のお支払実額となります。   

尚、お取消しの際は、旅行代金を基準として所定の取消料を申し受けいたします。 



 

申込先 ： 株式会社ワールドトラベル 

FAX 022-232-8085 

又は E-mail: tabi@world-travel.co.jp 

Go to トラベル事業 支援対象 
ご希望出発日：  年  月  日   

☐ 瀬良垣ハイアットコース ☐那覇ハイアットコース（いずれかにㇾ印を） 
◆代表者に〇印をご記入下さい（※ ）（東北域内周遊促進事業の条件及び同意書の条件を理解して申し込みます） 

代表者 （ふりがな） 
参加者ご芳名 

ご住所と電話番号 
    

男女別 
年齢 

お部屋割り PCR 検査申込 

〇をつけてください 

  〒 
☎ 

男・女 

（  ）歳 

 

さんと同部屋 

（  ）事前 

（  ）事後 

  〒 
☎ 

男・女 

（  ）歳 

 

さんと同部屋 

（  ）事前 

（  ）事後 

  〒 
☎ 

男・女 

（  ）歳 

 

さんと同部屋 

（  ）事前 

（  ）事後 

  〒 
☎ 

男・女 

（  ） 

 

さんと同部屋 

（  ）事前 

（  ）事後 

※足りない場合はコピーしてご記入下さい。 

この書面は旅行業法第 12 条の 4 による取引条件説明書面及び旅行契約が締結された場合、同法第 12 条の 5 によ

り交付する契約書面の一部となります。該当ツアーのパンフレットとあわせてご確認のうえ、お申込ください。※

旅行業法施行規則第 32 条より、旅程管理業務は事前にお渡しする書類をもってこれに代えます。 

（旅行企画・実施） 

株式会社ワールドトラベル  
 

 

 

旅行条件書 国内旅行 募集型企画旅行 

■募集型企画旅行■ 
 
 

募集型企画旅行契約 

(1)この旅行はトラベル e 旅.com（宮城県知事登録第３１８号）（以下「当社」

といいます。）が企画・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（以下「旅行契約」という）を締結することになりま

す。 

(2)旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡しする国内

募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及び当社の旅行業約款（募集

型企画旅行契約の部）によります。 

〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕 

・当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただ

きます。 

・申込金（お１人様につき） 

旅行代金 30,000円未満 60,000円未満 60,000円以上 

お申込金 6､000円 12,000円 旅行代金の 20％ 

・申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。 

・お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受理をもって

成立するものといたします。 

〔旅行代金のお支払い〕 

・残金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 14日目にあたる日より前

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利用交通機関の運賃、料金、バス料金、観光料金 

 ※特に注釈のない限り普通座席 

・旅行日程に明示した宿泊料金及び税、サービス料 

・旅行日程に明示した食事料金及び税、サービス料 

・団体行動に必要な心付 

・添乗員付コースの場合の添乗員同行費用 

〔旅行代金に含まれないもの〕 
・超過手荷物料金 

・クリーニング代、電報電話料、追加飲食代その他個人的性質の諸費用及びそ

れに伴う税金、サービス料 

・希望者のみ参加するオプショナルツアーの旅行代金 

・お客様の傷害・疾病に対する医療費 

〔旅行契約内容・代金の変更〕 

・当社は旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあります。詳し

くは「条件書」によります。 

■募集型企画旅行■ 
 
 

募集型企画旅行契約 

(1)この旅行はワールドトラベル（観光庁長官登録旅行業第 1546号）（以下「当

社」といいます。）が企画・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（以下「旅行契約」という）を締結することにな

ります。 

(2)旅行契約の内容・条件は、当パンフレットによるほか、別途お渡しする国内

募集型企画旅行条件書、確定書面（最終日程表）及び当社の旅行業約款（募集

型企画旅行契約の部）によります。 

〔旅行のお申し込み・契約成立の時期〕 

・当社所定の旅行申込書にご記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただ

きます。 

・申込金（お１人様につき） 

旅行代金 30,000円未満 60,000円未満 60,000円以上 

お申込金 6､000円 12,000円 旅行代金の 20％ 

・申込金は旅行代金、取消料、違約料の一部として取り扱います。 

・お客様との旅行契約については、当社の承諾と上記の申込金の受理をもって

成立するものといたします。 

〔旅行代金のお支払い〕 

・残金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって 14日目にあたる日より前

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利用交通機関の運賃、料金、バス料金、観光料金 

 ※特に注釈のない限り普通座席 

・旅行日程に明示した宿泊料金及び税、サービス料 

・旅行日程に明示した食事料金及び税、サービス料 

・団体行動に必要な心付 

・添乗員付コースの場合の添乗員同行費用 

〔旅行代金に含まれないもの〕 
・超過手荷物料金 

・クリーニング代、電報電話料、追加飲食代その他個人的性質の諸費用及びそ

れに伴う税金、サービス料 

・希望者のみ参加するオプショナルツアーの旅行代金 

・お客様の傷害・疾病に対する医療費 

〔旅行契約内容・代金の変更〕 

・当社は旅行契約の内容を変更し、旅行代金を変更することがあります。詳し

くは「条件書」によります。 

〔取消料〕 

・お客様はいつでも下記の取消料を支払って旅行契約を解除することができ

ます。 

解 除 時 期 等 取 消 料 

旅行開始日の前日から

起算してさかのぼって 

20～8日目 

(日帰り旅行は 10～8日目) 

旅行代金の 

20％ 

 7～前々日 30％ 
前日の解除 40％ 

旅行開始当日の解除 50％ 
旅行開始後の解除又は無連絡不参加 100％ 

                                 

                                     

〔当社の責任〕 

・当社は当社又は手配代行者がお客様に損害を与えた時は損害を賠償いたし

ます。 

・お荷物に関する賠償限度額は当社の故意または重過失による場合を除きお

一人 15万円までとし、損害発生の翌日から起算して 14日以内に通知された

場合に限ります。 

・その他は「条件書」によります。 

〔特別補償〕 

・当社は責任の有無にかかわらず、お客様が当旅行中、急激かつ偶然な外来

の事故により生命、身体または手荷物に被った一定の損害について補償金及

び見舞金を支払います。詳しくは「条件書」によります。 

〔旅程保証〕 

・旅行日程に重要な変更が行なわれた場合には、当社はその変更の内容に応

じて変更補償金を支払います。詳しくは「条件書」によります。 

〔お客様の責任〕 

・当社はお客様の故意又は過失、法令もしくは公序良俗に反する行為により

当社が損害を被った時はお客様から損害の賠償を申し受けます。 

〔クレジットカード利用の通信契約〕 
・当社は当社が提携するクレジットカード会社の会員（以下「会員」といい

ます。）より、会員の署名なくして旅行代金等のお支払いを受けること（以

下「通信契約」といいます。）を条件に電話その他の通信手段による旅行の

お申し込みを受ける場合があります。その場合、会員は「出発日」「旅行名」

に加えて「カード名」「カード番号」「カード有効期限」等を当社にお申し出

いただきます。 

・通信契約による旅行契約は、電話による申込みの場合、当社が受諾した時

に成立し、その他の通信手段による申込の場合は、当社が契約の締結を承諾

する旨の通知を発した時に成立するものとします。 

・通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅

行代金等の支払または払戻債務を履行すべき日とし、前者の場合は契約成立

日、後者の場合は契約解除のお申し出のあった日となります。 

〔最少催行人員〕 

・日程表に記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止すること

があります。ただし、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日目（日帰り旅行については 3日目）にあたる日より

前に通知いたします。 

〔最終日程表の交付時期〕 

・確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程

表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の 7

日前以降にお申込みいただいた場合には旅行開始日当日に交付す

ることがあります。なお、期日前であってもお問い合わせいただけ

れば手配状況についてご説明いたします。 

〔個人情報の取り扱いについて〕 
当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただきましたお客様の

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の手配において必要な範囲

内で運送・宿泊機関等及び手配代行者に提供させていただきます。 

〔旅行条件・旅行代金の基準日〕  

・ この旅行条件は、下記の日付を基準としています。 

２００７年１０月１日 

 

旅行企画・実施 
トラベル e旅.com 
電話０２２－７９７－５００５ 
FAX ０２２－７９７－５００６ 
〒980-0801 
仙台市青葉区木町通 2丁目 5-18 
大熊ビル 401 
総合旅行業務取扱管理者:佐藤芳郎 
宮城県知事登録第二―３１８ 
社団法人日本旅行業協会正会員 

〔最少催行人員〕 

・日程表に記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止すること

があります。ただし、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日目（日帰り旅行については 3日目）にあたる日より

前に通知いたします。 

〔最終日程表の交付時期〕 

・確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程

表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の 7

日前以降にお申込みいただいた場合には旅行開始日当日に交付す

ることがあります。なお、期日前であってもお問い合わせいただけ

れば手配状況についてご説明いたします。 

〔個人情報の取り扱いについて〕 
当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただきましたお客様の

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の手配において必要な範囲

内で運送・宿泊機関等及び手配代行者に提供させていただきます。 

〔旅行条件・旅行代金の基準日〕  

・ この旅行条件は、下記の日付を基準としています。 

２００７年１０月１日 

 

旅行企画・実施 
トラベル e旅.com 
電話０２２－７９７－５００５ 
FAX ０２２－７９７－５００６ 
〒980-0801 
仙台市青葉区木町通 2丁目 5-18 
大熊ビル 401 
総合旅行業務取扱管理者:佐藤芳郎 
宮城県知事登録第二―３１８ 
社団法人日本旅行業協会正会員 

〔最少催行人員〕 

・日程表に記載。これに満たない場合、旅行の実施を中止すること

があります。ただし、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日目（日帰り旅行については 3日目）にあたる日より

前に通知いたします。 

〔最終日程表の交付時期〕 

・確定した主な運送機関名及び宿泊ホテル名が記載された最終日程

表は旅行開始日の前日までに交付します。ただし、旅行開始日の 7

日前以降にお申込みいただいた場合には旅行開始日当日に交付す

ることがあります。なお、期日前であってもお問い合わせいただけ

れば手配状況についてご説明いたします。 

〔個人情報の取り扱いについて〕 
当社は、旅行申込の際にお申込書にご記入いただきましたお客様の

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の手配において必要な範囲

内で運送・宿泊機関等及び手配代行者に提供させていただきます。 

〔旅行条件・旅行代金の基準日〕  

・ この旅行条件は、下記の日付を基準としています。 

２００７年１０月１日 

 

旅行企画・実施 

株式会社ワールドトラベル 

電話０２２－２３２－８０５１ 

FAX０２２－２３２－８０８５ 

〒984-0015 

仙台市若林区卸町 4-3-1 

総合旅行業務取扱管理者:加藤 重雄 

観光庁長官登録旅行業第 1546号 

日本旅行業協会正会員 

 


