
SKY505便 12:35 14:30

SKY509便 17:00 18:45

SKY506便 16:15 18:00

SKY508便 19:15 21:00

※１

那覇着那覇発

14:35 16:20

福岡着

9:40

那覇⇒福岡

SKY504便

一日目

日程 食事行　程

最終日
※１

8:00

福岡発

フライトスケジュール

※１中日

福岡⇒那覇

SKY503便

九州
往復航空券+宿泊１～１３泊

旅行代金目安額（6/1現在）

21,300円～69,800円
那覇発2名1室利用1泊2日 スマイルホテル博多（食事なし）利用の場合、お一人様の旅行

代金です。ご旅行代金は別途「取引条件説明書面」にてご案内いたします。このカタログで利

用する宿泊代金はお申し込みの時期、宿泊日、空室状況によって変動する商品のためお問

い合せのタイミングや条件によって旅行代金が変動いたします。

【福岡】

JR 九州ホテル ブラッサム福岡

ヴィアイン博多口駅前

JR九州ホテル ブラッサム博多中央

KKRホテル博多

R&B ホテル博多駅前

the b 博多

アパホテル & リゾート〈博多駅東〉

アパホテル〈博多駅前4丁目〉

アパホテル〈博多祇園駅前〉

アミスタホテル福岡

エスペリアホテル博多

オリエンタルホテル福岡 博多ステーション

カンデオホテルズ福岡天神

キャナルシティ・福岡ワシントン ホテル

コンフォート ホテル 博多

ザ・レジデンシャルスイート・福岡

サットンホテル博多シティ

サンライフホテル ・

スーパーホテル Lohas 博多駅・

筑紫口天然温泉

スマイルホテル博多

スマイルホテル博多駅前

ソラリア西鉄ホテル福岡

ダイワロイネットホテル博多祇園

ダイワロイネットホテル博多冷泉

ダイワロイネットホテル福岡西中州

デュークスホテル中洲

ホテル一覧

2022年６月１０日～2022年１０月２７日まで

■出発日より最大１４日間まで復路便

延長可能です。(復路便の延長は10/29まで。)

■お申込みはご出発の５日前までＯＫ！

■事前座席指定もＯＫ！

■ご利用便は往復同一の区間となります。

このカタログでのお申し込みは受け付けておりません。
別途「取引条件説明書面」にてご確認のうえ、お申し込み下さい。

フライト

■宿泊は1泊から最大13泊まで予約可能！

■食事なし、朝食付等、お選びいただけます。

■１泊ずつ異なるホテルの予約もＯＫ！

■２日間１４日間の旅程中、ご宿泊は何日目

でもお好きな日にご宿泊OK！

■現地にて知人等と合流、宿泊のみもＯＫ！

宿泊

ホテルパック往復航空券+宿泊（1～１３泊）

利用航空会社：スカイマーク ＊フライトスケジュールは変更になる場合がございます。

那覇発

※１ １泊食事なし（ホテルによっては旅行代金に含まれない朝食サービスあり）、または

１泊朝食付きのいずれかとなります。

那覇空港スカイマークカウンターにて手続き

那覇発スカイマーク便にて福岡空港へ

福岡着 到着後、各自ホテルへ

到着後、自由行動

終日 自由行動

出発まで自由行動

各自にて福岡空港へ

福岡発スカイマーク便にて那覇へ

デュークスホテル博多

ヒルトン福岡シーホーク

プレジデントホテル博多

ネストホテル博多駅前

ベッセルホテル福岡貝塚

ホテル JAL シティ福岡 天神

ホテル WBF グランデ博多

ホテルウィングインターナショナル

セレクト博多駅前

ホテルウィングインターナショナル

博多新幹線口

ホテルエクレール博多

ホテルオークラ福岡

ホテルクリオコート博多

ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅰ 

ホテルフォルツァ博多駅博多口

ホテルモントレ ラ・スール福岡

ホテルモントレ福岡

ホテルユニゾ博多駅博多口

ホテルリソルトリニティ博多

ホテルリブマックス博多駅前

ホテルルートイン博多駅前 -博多口-

ホテルルートイン博多駅南

ホテル東興 博多 祇園

ホテル法華クラブ福岡

マースガーデンホテル博多

三井ガーデンホテル福岡祇園

【長崎】

ホテルクオーレ長崎駅前

長崎オリオンホテル 長崎駅前

ホテルニュー長崎

アパホテル 長崎駅前

ドーミーインPREMIUM長崎駅前

ヒルトン長崎

長崎 I・Kホテル

ホテル長崎

カンデオホテルズ長崎新地中華街

長崎 バス ターミナル ホテル

ドーミーイン長崎新地中華街

ホテルJALシティ長崎

リッチモンドホテル 長崎思案橋

稲佐山観光ホテル

ホテルモントレ長崎

矢太楼・矢太楼南館

【大分】

ダイワロイネットホテル大分

ホテルエリアワン大分

大分センチュリーホテル

アートホテル大分

ホテルルートイン大分駅前

【佐賀】

ホテルルートイン佐賀駅前

アパホテル〈佐賀駅南口〉

ホテルニューオータニ佐賀

【熊本】

スマイルホテル熊本水前寺

メルパルク熊本

アークホテル熊本城前

水前寺コンフォートホテル

ホテルウィングインターナショナル

セレクト熊本

グリーンリッチホテル水前寺

熊本ホテルキャッスル

KKRホテル熊本

ホテルサンルート熊本

R&B ホテル熊本下通

コンフォート ホテル 熊本新市街

レフ熊本 by ベッセルホテルズ

熊本 東急REIホテル

リバーサイドホテル熊本

三井ガーデンホテル熊本

アパホテル〈熊本桜町バスターミナル南〉

ホテル法華クラブ熊本

ホテルルートイン熊本駅前

ザ・ニューホテル 熊本

(下記のホテルまたは別途、ホテルをご案内いたします。）

お部屋タイプは１～３名１室を基本としておりますが、一部宿泊施設においてはすべてのお部屋タイプの設定がない宿泊施設もございます。

食事なし（ホテルによっては旅行代金に含まれない朝食サービスあり）、または １泊朝食付きのいずれかとなります。

三井ガーデンホテル福岡中洲

西鉄ホテル クルーム 博多

西鉄イン福岡

西鉄イン天神

西鉄グランドホテル

静鉄ホテルプレジオ博多駅前

都ホテル 博多

東急ステイ 福岡天神

東急ステイ博多

東洋ホテル

博多 東急REIホテル

博多エクセルホテル東急

博多グリーンホテル１号館

博多グリーンホテル アネックス

八百治博多ホテル

【北九州】

ホテルルートイン北九州若松駅東

小倉リーセントホテル

アパホテル〈小倉駅新幹線口〉

ホテルリブマックス小倉駅前

リーガロイヤルホテル 小倉

R九州ステーションホテル小倉

ダイワロイネットホテル小倉駅前

ホテルクラウンパレス小倉

アパホテル〈小倉駅前〉



　旅行条件（要約）　　　お申込みいただく前にこのページと各コースごとのご案内や注意事項等を必ずご確認ください。　　　詳しい旅行条件を説明した旅行条件書をお渡しいたしますので事前に確認のうえ、お申し込みください。

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第５５５号 日本旅行業協会正会員 お問合せ・お申込み

㈱中央ツーリスト
〒900‐0022　沖縄県那覇市古波蔵１－５－１

℡（０９８）８５４－５４５４（代）

安心してご旅行いただくために旅行傷害保険の加入をおすすめ致します。 この書面は旅行業法第１２条の４に定める取引条件書面及び旅行契約が

締結された場合は同法第12条の5に定める契約書面の一部になります。

このカタログで利用する宿泊代金はお申し込みの時期、宿泊日、空室状況によって変動する商品のため、お問い合せのタイミングや条件によって

旅行代金が変動いたします。ご旅行代金は別途「取引条件説明書面」にてご案内いたします。

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

この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく下記、取扱管理者にお尋ねください。

＊航空機（座席）、宿泊（ベッド・食事）を必要としない大人に同伴する３歳未満のお子様は１名まで同伴できます。事務手数料として１，０００円いただきます。宿泊先によっては施設使用料がかかる場合がございます。（２名以上の場合はお問い合わせください。）

この旅行は㈱中央ツーリスト（観光庁長官登録旅行業第５５５号）が、旅行を企画、実施しているものです。この旅行に

参加されるお客様との契約事項につきましてはパンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする確定書面および当社旅

行業約款の募集型企画旅行契約によります。

○旅行契約の成立

お客様との旅行契約はお近くの中央ツーリスト営業所へ。

１．旅行のお申し込みは2人又は1人以上にて所定の申込書に、ご記入の上申込金を添えてお申し込みください。旅行契約

は申込金をいただいた時に成立したものとします。

２．電話での予約申し込みの場合は翌日から２日以内に上記１．の申込み手続きをお願いします。この場合にも申込金を

いただいた時に旅行契約が成立したものとします。

３．小人のお一人様参加はできません。

○旅行代金のお支払い

旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって２１日前にあたる日より前、または当社の指定する期日までに

にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２１日前以降のお申し込みの場合はお申し込み時

または当社の指定する期日までにお支払いいただきます。

申込金（旅行代金の２割相当額）旅行代金（おひとり）お申込金１０万円未満＝２０，０００円 /１５万円未満＝３０，

０００円/１５万円以上代金の２０％

※残金は旅行出発の２１日前または当社のしていする日までに「申込金領収証」を持参のうえお支払い下さい。

申込金は旅行代金に繰入れます。

○旅行内容の変更

天災地変、気象条件、戦乱、暴動、運送機関のスケジュール、交通事情など当社で管理できないやむをえない事由により

旅行日程を変更する場合がございます。

〇催行人員 １名

○お客様の解除権

お客様は下記に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。

ただし、契約解除のお申し出は当社、営業所の営業時間内にて承ります。

【取消料】

取消料取消料率＝２０～８日前２０％/７日前～２日前３０％/前日４０％/当日及び無連絡不参加者５０％

/旅行開始後に解除する場合１００％

○添乗業務/添乗員は同行しません。

○旅行代金に含まれるもの

日程表に記載された宿泊費、運送機関の通費・料金、食事代、消費税、及び諸税、旅行取扱い料金、航空運賃は個人包括

旅行割引運賃適用。ただし、「宿泊税は含みません。」

〇旅行代金に含まれないもの

コースに含まれない交通費、飲食代等の諸費用及びクリーニング代、電報・電話代、個人的諸費用。

超過手荷物料金。

宿泊税が必要な地域の宿泊税。（旅行代金とは別に「宿泊税」が必要な地域は現地にてお支払いください。）

○旅行代金の適用

参加されるお客様はパンフレットに明示した旅行代金を適用いたします。

○お客様に対する責任及び免責事項

１．当社は募集型企画旅行契約の遂行にあたって当社の故意又は過失によりお客様に損害を与えたときは

その損害を賠償する責に任じます。

２．お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は賠償の責は負いません。

（イ）天災、地変、戦乱、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。

（ロ）運送、宿泊機関の事故もしくは火災又は、これらのために生ずる旅行日程の変更もしくは、旅行中止。

（ハ）日本の官公署の命令又は伝染病による隔離。（二）自由行動の事故。（ホ）食中毒。（へ）盗難。

（ト）運送機関の遅延、交通渋滞、道路不通又はこれによって生ずる旅行日程の変更。

○お客様の責任

お客様故意又は過失により当社が損害を被ったときは、お客様に対し損害の賠償を申し入れます。

〇旅程保証

旅行条件書をご参照ください。

○基準日

このパンフレットに記載された旅行サービスの内容及び旅行条件は２０２２年５月３１日現在で算定しており

ます。

〇個人情報の取り扱いについて

個人情報のお取り扱いを説明した「旅行条件書」をご参照ください。

○その他

お客様の都合による日付・便変更・宿泊日・延泊等はの行程変更はできません。

その他旅行条件の詳しい内容及び旅行約款については窓口にておたずね下さい。

本店 ☎（０９８）８５４－５４５４ 総合旅行業務取扱管理者 野崎哲也

イオン那覇店 ☎（０９８）８５９－５４５４ 総合旅行業務取扱管理者 赤嶺和子

宮古島店 ☎（０９８0）７３－５４５４ 国内旅行業務取扱管理者 下地美智子 川口舞子

南ぬ島石垣店 ☎（０９８０）８３－５４５４ 総合旅行業務取扱管理者 仲里英一


