
旅行条件〈要約〉お申込みの際には、必ず国内募集型企画旅行条件書（全文）を下記販売店にてお渡しいたしますので、内容をご確認の上、お申し込みください。当パンフレットとともに、契約書面の一部となります。
【募集型企画旅行契約】

ご参加の皆様へ

この旅行は、福島ツーリストサービス株式会社〔福島県知事登録旅行業2-172号〕
（以下「当社」といいます）が企画・募集・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」といいます）を締結すること
になります。契約の内容・条件は、別途お渡しする「旅行条件書」及び、ご出発前にお
渡しする「最終旅行日程表」によります。

【旅行契約の成立時期】

【旅行代金のお支払い】

●旅行契約は、電話によるお申込みの場合、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時
に成立するものといたします。●郵便およびファクシミリその他の通信手段によるお申込みの場合、
旅行契約は申込金のお支払い後、当社がお客様との旅行契約の締結を承諾する通知を出した
ときに成立いたします。 

【お客様の責任】

【ご旅行条件・旅行代金の基準日】

●当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務その他旅行
契約の内容について理解するよう務めなければなりません。
●お客様は、旅行開始後においてパンフレット等に記載された旅行サ
ービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地にお
いて速やかに添乗員、現地ガイド、現地手配会社、当該旅行サービス
提供機関等いずれかにその旨を申出なければなりません

●本旅行条件は、2022年5月1日を基準として作成しております。また、
旅行代金は、2022年5月1日を現在有効なものと公示されている航空
運賃、適用規則を基準として算出しています。

旅行代金は旅行契約成立後、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日
より前に旅行代金全額をお支払いいただきます。また21日目にあたる日以降にお申込みの場
合は、お申込み時点または旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。 

【旅行のお申込み】

【お申込金〈お1人様〉】

（1）当社又は「受託販売欄」に記載された当社の受託旅行会社（以下「当社ら」といいま
す）にて所定の申込書に所定の事項を記入のうえ、下記申込金を添えてお申込みください。
（2）当社らは電話、郵便およびファクシミリ、インターネット、その他の通信手段による旅行
契約のお申込みを受付けることがあります。この場合、契約はお申込みの時点では成立し
ておらず、当社が契約の締結を承諾した旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に、申
込書の提出と申込金をお支払いいただきます。この期間内に申込金のお支払いがない場
合、当社はお申込みがなかったものとして取り扱いする場合があります。（ご出発まで一定
以上の日数がない場合、お電話でのお申込みをお断りさせていただく場合があります）       

●旅行代金が 2万円未満 ・・・・・・・  5,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が 5万円未満 ・・・・・・・ 10,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円未満 ・・・・・・・ 20,000円以上旅行代金まで 
●旅行代金が10万円以上 ・・・・  旅行代金の20%以上旅行代金まで 

【取消料〈お1人様〉】
旅行契約の解除日 

(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって) 取消料 個人包括運賃を利用
する場合の取消料  

旅行契約締結後に解除する場合(下記を除く)  無料 旅行契約解除時の航空
券取消料等の額 

20日前～8日前以前 　　　　　　　旅行代金の20% 
左記または旅行契約解
除時の航空券取消料等
とのいずれか大きい額 

7日前以降～2日前以前 　　　　　　 旅行代金の30% 
旅行開始日の前日 　　　　　　　  旅行代金の40% 
当日の旅行開始前 　　　　　　　  旅行代金の50% 

 %001の金代行旅 加参不絡連無は又後始開行旅

旅行傷害保険加入のお勧め 病気、けがをした場合には多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への賠償
金請求や賠償金回収が困難な場合があります。これらの治療費、移送費、また死亡・後遺障害等を担保するため、

お客さまご自身で充分な額の海外旅行傷害保険に加入されることをお勧めします。海外旅行傷害保険については、当社あるいは販売店の係員にお問い合せください。

総合旅行業務取扱管理者とは、お客さまの旅行を取り扱う店舗での取引の責任者です。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ございましたら
遠慮なく下記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

旅行企画・実施 仙台営業所

一般社団法人 日本旅行業協会 正会員 

観光庁長官 登録旅行業 第1665号  〒980-0014 仙台市青葉区本町2丁目5番1号 オーク仙台ビルディング2F

TEL 022-212-1919 FAX 022-212-1920

■お申し込み・お問い合わせ（受託販売）
●パンフレット番号：SDJ22AMG

自由気ままなアクティブトラベラーに最適なリゾー
トで、周辺にはライブレストランやシギラ黄金温泉
など、南の島の楽しさをより一層盛り上げる施設
も。アクティビティも豊富にご用意しております。

2021年8月にホテル名を変更！
宮古島を思い切り満喫できる人気リゾート

ホテル全景（イメージ）

ホテル シーブリーズコーラル
お部屋の一例

プール（イメージ）

白い砂浜で思いっきり遊ぶ時間、プール
サイドでのんびり過ごすひと時、島の恵み
を使った料理を愉しむ食事など、ブリーズ
ベイマリーナは、リゾートホテルに求める
サービスを豊富にご用意しています。

絶景のビーチが目の前に広がる！
ワンランクの上の人気リゾート！

ホテル全景（イメージ） ホテル外観（イメージ）

スタンダードツインブリーズベイ マリーナ宮古島
南岸地区

宮古島
南岸地区

全室オーシャンビュー

朝

朝

昼

朝

スケジュール日次

1

4

2

3

食事

ホテル 又は お弁当の朝食となります朝食

ホテルにてお召し上がりください朝食

ホテル 又は お弁当の朝食となります朝食

遅めの昼食昼食

プレイ後、ホテルへご案内

※セルフプレイとなります。※送迎（ホテル⇔ゴルフ場間）、グリーンフィー、カート代は含みます。
※1～2名でご参加の場合、他のお客様と同じ組でのプレイとなります。

※1～2名でご参加の場合、他のお客様と同じ組でのプレイとなります。

〈ゴルフプレイのご注意〉1～2名でご参加の場合、他のお客様と同じ組でのプレイとなります。

×

×

×

×

×

週末 土・日曜日利用プラン！！

仙台空港 発着
仙台空港⇔みやこ下地島空港

美しい楽園リゾートで
ゴルフプレイを満喫！直行チャーター便で行く！

〈機材イメージ〉

乗り継ぎ
なし！ 

スカイマーク

■発着地／仙台空港 ■利用予定航空会社／スカイマーク〈BC〉
■利用予定バス会社／八千代バス
■出発日／2022年6月9日（木）・7月9日（土）■最少催行人員／15名様 
■食事条件／朝食3回、昼食1回 
■添乗員／仙台空港出発から仙台空港解散まで同行いたします。

■発着地／仙台空港 ■利用予定航空会社／スカイマーク〈BC〉
■利用予定バス会社／八千代バス
■出発日／2022年6月9日（木）・7月9日（土）■最少催行人員／15名様 
■食事条件／朝食3回、昼食1回 
■添乗員／仙台空港出発から仙台空港解散まで同行いたします。

仙台空港発（10:25頃） スカイマーク チャーター便にて宮古島へ直行！！午 前

みやこ下地島空港着（13:40頃）午 後

◎：入場観光／○：下車観光／△：車窓観光

スカイマーク チャーター便にて仙台へ直行！！みやこ下地島空港発（16:30頃）
仙台空港着（19:25頃）　着後、解散

夕刻

夜

※上記スケジュールについては予告なしに変更される場合もございます。（時刻はすべて現地時間です）※空港～ホテル間の移動及び観光中は他
のお客様と一緒になり、お待ちいただく場合もございます。予めご了承ください。

【宮古島 泊】

【宮古島 泊】

【宮古島 泊】

△池間大橋 ○砂山ビーチ
宮古島観光

オーシャンリンクス宮古島にてゴルフプレイ

※セルフプレイとなります。※ホテル⇔ゴルフ場間の移動は敷地内を走るゴルフカート
を利用してお客様ご自身で移動いただきます。グリーンフィー、カート代は含みます。

1ラウンド

1ラウンド

シギラベイカントリークラブにてゴルフプレイ

隆起珊瑚礁でできた
洞穴が特徴的なビーチ

○渡口の浜 伊良部島を代表する人気のビーチです。

◎宮古島熱帯植物園 12万平方メートルの園内には、色彩豊かな花々が生息する
南国のゆったりとした時間を満喫できる施設です。

△伊良部大橋

オーシャンリンクス宮古島（イメージ）

オーシャンリンクス宮古島（イメージ）

シギラベイカントリークラブ（イメージ）

シギラベイカントリークラブ（イメージ）

砂山ビーチ（イメージ）

2ラウンド
ゴルフプレイ

代込2ラウンド
ゴルフプレイ

代込

着後、専用バス 又は
ジャンボタクシーにてホテルへご案内

観光後、専用バス 又は ジャンボタクシーにて空港へご案内

お1人様でも
参加可能！！
最少催行人

員15名

島内観光＆

朝食3回・昼
食1回

付き！！

※他の旅行会社のツアー参加者とご一緒にご案内する場合がございます。

2022年 木
出発日2本 6 9月 日 土7 9月 日出

発
出
発

とっても安心！
GOLF

ゴルフツアー
宮古島4日間in

TOUR

宮古島南岸、大
自然に包まれたシ
ギラベイカント
リークラブ。日本
で唯一、すべての

ホールから海が見える本格派リゾートコースで
す。起伏のある戦略的なホールが多く、初心者
から上級者まで本格的なプレーが楽しめます。

宮古島ならでは
の美しい海を感
じながらプレイを
楽しむ海沿いの
アウトコースと、

亜熱帯特有の美しい自然をそのままに活かし
たインコース。大自然の中に立つ感動の舞台
でプレイをお楽しみいただけます。

シギラベイカントリークラブ オーシャンリンクス宮古島
2日目 3日目

利用ホテル

お部屋の一例

利用予定
ホテル

1人部屋追加代金

シーブリーズ
コーラル

ブリーズベイ
マリーナ

159,800円

179,800円

199,800円

239,800円

20,000円

30,000円

30,000円

70,000円

カジュアル
ツイン

スタンダード
ツイン

部屋タイプ

旅行代金（お1人様／2名様1室利用）

6/9（木）出発 7/9（土）出発 6/9出発 7/9出発

※送迎なし


