


開 催 趣 旨

大 会 会 場

沖縄コンベンションセンター 〒901-2224 沖縄県宜野湾市真志喜4-3-1

亜熱帯に位置し島嶼県でもある沖縄は、恵まれた独特の自然だけではなく、その歴史により固有の素晴らしい文化を

育んできました。かつての琉球王国は「万国津梁」という言葉で表現されるように、日本、中国大陸、朝鮮半島はもとよ

り、東南アジア地域の国々と積極的に国交を築き交易を発展させ、平和で豊かな繁栄を築いてきました。現在も我が

国における南の玄関口としての地理的優位性を活かし、近隣諸国との文化や観光などの人的交流や、貿易・物流拠

点として経済的な交流が活発に行われています。また、国内では今なお人口も増えている数少ない地域でもあり、成

長するアジアの活力を取り入れながら、未来への明るい展望が期待されています。

一方、70年前に住民を巻き込んだ唯一の地上戦が繰り広げられた沖縄は、戦後27年間、日本本土から切り離され、

米軍の施政権下に置かれていました。現在でも広大な米軍基地が本島を中心に数多く点在し、経済発展の阻害要因

になるばかりでなく、大きな政治的課題や対立の原因ともなっています。

このような歴史の変遷の中、日本、中国、米国をはじめとする多様な文化や価値観を、しなやかに自らの文化の中に

取り入れてきたのも沖縄であります。さらには20世紀初頭から始まった移民政策によりハワイ、北米、南米に多くの県民

を雄飛させ、世界に広がるウチナーンチュのネットワークは60万人にも至り、沖縄のグローバル化に貢献しています。

わが県で34年ぶりに開催される日本ユネスコ運動全国大会は、戦争を体験していない世代が政治・経済・文化や

教育をはじめ、あらゆる分野の中枢を占めるようになってきた現在、戦争というものが国民の生命を犠牲にするだけでは

なく、ひとりひとりの国民が人として人間らしく生きる権利を尊重する考え方、すなわち人権をも蹂躙する史実を改めて

確認する機会となればと考えます。

私たちは今こそ、ユネスコ憲章前文の「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを

築かなければならない。（中略）政府の政治的及び経済的取極のみに基づく平和は、世界の諸人民の、一致した、しか

も永続する誠実な支持を確保できる平和ではない。よって平和は、失われないためには、人類の知的及び精神的連帯

の上に築かなければならない。」という崇高な理念に立ち返り、多くの人々とこれを共有し、各々が理念の具現化に向け

て行動に移す時であると考えます。

この沖縄の地で、「平和」の尊さを再確認し、その状態を持続可能に保つために何をすればよいのかを真正面から、

かつ、力強く話し合いができたらと考えています。前年度の和歌山大会の熱き思いを受け継ぎ、民間ユネスコ運動70

周年に発祥の地・仙台で開催される次年度の大会への橋渡しとして、全ての会員にとって意義深いものになることと確

信いたします。

乗車地 下車地 系統番号 所要時間 料金

那覇空港（3番乗場） 沖縄コンベンションセンター前 26番・99番 約50分～70分 570円

県庁北口バス停 沖縄コンベンションセンター前 26番・28番・32番・99番 約30分～50分 530円

モノレールおもろまち駅前 沖縄コンベンションセンター前 55番 約40分 530円

乗車地 下車地 距離 所要時間 料金

那覇空港 沖縄コンベンションセンター 14キロ 約40分 約3,500円

那覇市内 沖縄コンベンションセンター 10キロ 約30分 約3,000円

■タクシーをご利用の場合

■路線バスをご利用の場合



大 会 日 程

主 な プ ロ グ ラ ム

■会場付近には飲食店が極めて少ないため、大会1日目はあらかじめご昼食をお召し上がりになってからのご参加を
お勧めします。

大会1日目 6月25日(土)

12:45 オープニングアトラクション 沖縄県立南風原高等学校

13:00 開会式

14:00 特別講演 講師： 高橋哲哉 氏(哲学者)
東京大学 大学院総合文化研究科 教授

15:10 パネルディスカッション 「語り継ぐ平和」（沖縄戦体験者がパネリストとして登壇）

17:05 全国大会10回出席者表彰

18:00 会場移動

18:30 懇親会(沖縄コンベンションセンター展示棟)

大会2日目 6月26日(日)

9:00

9:30

ESDユネスコスクール事例発表
沖縄県金武町立中川小学校
沖縄県北谷町立北谷中学校

ユネスコ未来遺産 「現代版組踊 肝高の阿麻和利」紹介

10:00 沖縄の伝統文化についての講演会・実演会

・ユネスコ無形文化遺産「組踊」講演 一般社団法人伝統組踊保存会 会長 眞境名正憲
・重要無形文化財「琉球舞踊」鑑賞
・県指定無形文化財「沖縄の空手・古武術」鑑賞
・ユネスコ無形文化遺産「組踊」鑑賞

11:40 次回開催地(仙台市)からのご挨拶

11:45 閉会式
閉会式終了後、「平和の鐘を鳴らそう！」平和宣言を開催します。希望者は会場外の「万国津梁の
鐘」の前に集合して下さい。

12：45 エクスカーション出発予定

特別講演 講師 高橋 哲哉氏 （哲学者・東京大学大学院総合文化研究科 教授）

《講師略歴》
1956年 福島県生まれ。東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位取得。専攻は哲学。南山大学講師等を経て、
東京大学大学院総合文化研究科教授。著書に「逆光のロゴス」「記憶のエチカ」「デリダ 脱構築」「戦後責任論」「歴史/
修正主義」「証言のポリティクス」「反・哲学入門」「教育と国家」「靖国問題」「犠牲のシステム 福島・沖縄」など。

お茶席 点茶席、琉球ぶくぶく茶 (沖縄コンベンションセンター 会場内)
おきなわの観光絵画コンクール （沖縄県ユネスコ協会共催） 優秀作品展示 （同会場内）
～絵で伝えよう！私のまちのたからもの 絵画展～

■6月24日（金）15時～17時「第509回理事会」（沖縄コンベンションセンター会議室）、6月25日（土）10時～12時
「第67回総会」（同会場会議室）を開催いたします。（詳細につきましては後日、日本ユネスコ協会連盟よりご案内
いたします。）



懇 親 会

全国大会10回出席者表彰

【日時】 2016年6月25日(土) 18:30～20:30
【会場】 沖縄コンベンションセンター展示棟

大会1日目会議終了後、隣の展示棟にて懇親会を開催いたします。全国各地から集まった会員との交流に加え、沖縄の
食材を使ったお料理と沖縄出身のアーティストによるミニコンサートをお楽しみください。

過去に出席された10か所の大会名を記載の上、４月２８日(木)までに日本ユネスコ協会連盟事務局宛てにお申し込みくだ
さい。事務局で確認の上、確認証を直接ご本人宛てにお送りいたします。なお、お名前には必ずふりがなをご記入ください。
※今大会が10回目の出席になる方は対象となりません。ご了承ください。

【申請先】 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿1-3-1 朝日生命恵比寿ビル12階
公益社団法人日本ユネスコ協会連盟事務局 担当 尼子・仁藤 宛
TEL 03-5424-1121 FAX 03-5424-1126

【那覇市内ご宿泊の方へ、お帰りのバスのご案内】（予約無料）
懇親会終了後、沖縄県庁前（那覇市）まで無料バスを運行いたします。
懇親会終了後、順次出発いたします。
※乗車定員に達した場合はご乗車いただけないことがございます。あらかじめご了承ください。

日本ユネスコ運動全国大会 開催地一覧

第1回（1947） 東京 第21回（1965） 芦屋 第41回（1985） 土浦 第60回（2004） 松山

第2回（1948） 仙台 第22回（1966） 東京 第42回（1986） 旭川 第61回（2005） 名古屋

第3回（1949） 大阪 第23回（1967） 群馬 第43回（1987） 長野 第62回（2006） 花巻

第4回（1950） 神戸 第24回（1968） 京都 第44回（1988） 奈良 第63回（2007） 山口

第5回（1950） 広島 第25回（1969） 盛岡 第45回（1989） 青森 第64回（2008） 東京

第6回（1950） 長崎 第26回（1970） 長崎 第46回（1990） 下関 第65回（2009） 横浜

第7回（1951） 札幌 第27回（1971） 札幌 第47回（1991） 東京 第66回（2010） 奈良

第8回（1952） 名古屋 第28回（1972） 東京 第48回（1992） 丸亀 第67回（2011） 富山

第9回（1953） 松山 第29回（1973） 熊本 第49回（1993） 福島 第68回（2012） 高松

第10回（1954） 諏訪 第30回（1974） 京都 第50回（1994） 浜松 第69回（2013） 東京

第11回（1955） 別府 第31回（1975） 因島 第51回（1995） 東京 第70回（2014） 知床

第12回（1956） 京都 第32回（1976） 和歌山 第52回（1996） 熊本 第71回（2015） 和歌山

第13回（1957） 岡山 第33回（1977） 東京 第53回（1997） 東京 第72回（2016） 沖縄（宜野湾）

第14回（1958） 仙台 第34回（1978） 岐阜 第54回（1998） 松本 第73回（2017） 仙台（予定）

第15回（1959） 萩 第35回（1979） 鳥取 第55回（1999） 岡山

第16回（1960） 富山 第36回（1980） 宮城 第56回（2000） 千葉

第17回（1961） 東京 第37回（1981） 盛岡 第57回（2001） 岐阜

第18回（1962） 松山 第38回（1982） 那覇 第58回（2002） 神戸

第19回（1963） 甲府 第39回（1983） 成田 第59回（2003） 札幌

第20回（1964） 浜松 第40回（1984） 仙台・神戸・広島・東京（世界大会と共催）



那覇空港からホテルまでのタクシー料金：①ラグナガーデンホテル 約3,500円 ②～⑧1,500円～2,500円程度。

参 加 の ご 案 内
参 加 費

◆大会参加費 31歳以上の方： 6,000円 30歳以下の方： 3,000円
【会期】 2016年6月25日(土)～26日(日)
【会場】 沖縄コンベンションセンター劇場棟（宜野湾市真志喜4-3-1）

◆懇親会 31歳以上の方： 5,000円 30歳以下の方： 3,000円
【日時】 2016年6月25日(土) 18:30～20:30
【会場】 沖縄コンベンションセンター展示棟（宜野湾市真志喜4-3-1）

大会専用宿泊プランのご案内
第72回日本ユネスコ運動全国大会in沖縄へご参加の皆様を対象に、大会専用の宿泊プランをご用意しています。

●宿泊料金は1名様あたり、１泊朝食付・サービス料・消費税込の料金です。
●２名１室プランをご利用の場合は、必ず同室者名をご記入ください。
●先着順での受付とさせて頂きます。第１、第２希望のホテルの記入をお願いします。
●第１、２希望が満室の場合は、他のホテルへのご案内をさせて頂きますのでご理解とご協力お願いいたします。
●ご宿泊の客室には限りがございます。ご希望の方はお早めにお申込みください。
●同時期の沖縄県内のホテルは混み合うことが予想されます。本プランによるホテル予約、自己手配によるホテル予約にかかわらず、早

めのご手配をおすすめいたします。 予約締切日 2016年4月20日（水）必着 ※添付の参加申込書をご参照ください。

地図 ホ テ ル 名 記号
宿泊料金 ※朝食付
(お1名様1泊・税サ込)

ア ク セ ス

宜
野
湾
市

①

ラグナガーデンホテル
宜野湾市真志喜4-1-1/TEL 098-897-9099

【宿泊日に注意】
平日：6/22（水）・23（木）・26（日）
週末：6/24（金）・25（土）

1-S
1名1室
平日料金
週末料金

20,520円
22,680円 那覇空港からバスで60分

沖縄コンベンションセンターから徒歩10分

1-T
2名1室
平日料金
週末料金

11,880円
14,040円

那
覇
市

②
ホテルユクエスタ旭橋
那覇市東町5-19/TEL 098-866-0600

2-S 1名1室 9,180円 モノレール旭橋駅より徒歩2分

2-T 2名1室 7,020円

③
ネストホテル那覇
那覇市西町1-6-1/TEL 098-868-1118

3-S 1名1室 10,260円 モノレール旭橋駅より徒歩5分

3-T 2名1室 7,020円

④
ホテルルートイン那覇旭橋駅東
那覇市泉崎1-19-12/TEL 098-860-8311

4-S 1名1室 6,480円
モノレール旭橋駅より徒歩5分

⑤
パシフィックホテル沖縄
那覇市西3-6-1/TEL 098-868-5162

5-S 1名1室 10,800円 モノレール旭橋駅より徒歩20分
那覇空港よりタクシー10分

5-T 2名1室 7,560円

⑥
西鉄リゾートイン那覇
那覇市久米2-3-13/TEL 098-869-5454

6-S 1名1室 9,180円
モノレール県庁前駅より徒歩5分

⑦
ホテルニューおきなわ
那覇市松尾1-4-5/TEL 098-867-7200

7-S 1名1室 6,480円
モノレール県庁前駅より徒歩8分

⑧
リブレガーデンホテル
那覇市おもろまち4-17-27/TEL 098-869-3333

8-S 1名1室 7,560円
モノレールおもろまち駅より徒歩2分

大会申込みの取消及び変更は、2016年4月20日（水）必着とさせていただきます。それ以降の取
消については参加費の返金は行いませんので、あらかじめご了承ください。お手数ですが必ず下記
までFAXまたは郵送にてご連絡下さい。なお、返金振込み手数料は参加者負担となります。

キャンセルについて

申込方法

①申込受付 別紙申込書に必要事項をご記入の上、FAXもしくは郵送にてお申込みください。
【申込書送付先】 FAX： 098-869-1774

郵送:  〒900-8602 沖縄県那覇市松尾1-2-3 本社ビル3階
沖縄ツーリスト株式会社 教育旅行部 （担当：五月女）

※ 間違い防止のため、電話での受付はいたしません。ご了承ください。

②申込後のご案内 お申込み後、2週間以内に予約確認書と請求書をお送りします。
諸費用は、請求書記載の振込期限までに指定口座へご入金ください。
振込手数料は参加者負担となります。なお、振込控をもって領収証に代えさせていただきます。
ご入金後の取消の場合は、1件あたり500円の払戻手数料を申し受けます。

③受付締切日 2016年4月20日（水）必着
締め切り後のお申込みは参加者名簿への記載ができません。早目のお申込みをおすすめいたします。



エ ク ス カ ー シ ョ ン

大会ご参加の皆様に、沖縄での素晴らしい思い出をお持ち帰りいただけるよう、沖縄の世界遺産や文化・自然を体験して
いただけるコースをご用意いたしました。こちらもぜひご参加ください。
※ なお、各コースともお申し込み者数が最少催行人員(各コース20名)に満たない場合は催行中止となります。

慰霊の日 平和行進コース(半日) 募集定員40名大会前特別コース

■旅行代金：お1人様 3,000円
旅行代金に含まれるもの：貸切バス代、昼食弁当代、添乗員費用、保険料、税込

日 時 行 程 内 容 （時間は予定です）

６月２３日
(木)

大会前々日

県庁北口(県民広場) 7：40発 ⇒（バス移動）⇒ 糸満南小学校（予定） 徒歩移動 ⇒ 糸満市役所
平和行進スタート(沖縄県遺族連合会と合流) 8:50 ⇒
[糸満市役所 ～ ひめゆりの塔(4.9km地点) ～ 沖縄ファミリーランド前(7km地点) ～ 平和祈念公園(8.5km)
ゴール]⇒平和祈念公園 黙祷 12:00 ⇒ 昼食(お弁当) ⇒ 平和祈念公園・平和の礎 自由見学 ⇒平和祈
念公園 14:00発 ⇒(バス移動)⇒ 県庁北口(県民広場) 15：00着、解散

沖縄県ユネスコ協会後援『大琉球神楽2016 和恩』鑑賞コース(半日) 募集定員40名Aコース

■旅行代金：お1人様 6,500円
旅行代金に含まれるもの：会場までのバス代、鑑賞券代、昼食弁当代、添乗員費用、保険料、税込

日 時 行 程 内 容 （時間は予定です）

６月２6日
(日)

大会会場(沖縄コンベンションセンター) 12：45発 ⇒（バス移動/車中お弁当）⇒ 
沖縄県立武道館アリーナ棟 （那覇市奥武山公園内）にて『大琉球神楽2016和恩』ご鑑賞（沖縄伝統文化
「エイサー」「旗頭」「三線」と和太鼓や世界の芸能とのコラボレーションをお楽しみください。） ⇒ 終演後解散

※ご鑑賞後は各自で那覇空港・ご宿泊先へご移動ください。

首里城と周辺散策・琉球の歴史講話コース(半日) 募集定員40名Bコース

■旅行代金：お1人様 6,500円
旅行代金に含まれるもの：貸切バス代、入場料、昼食弁当代、添乗員・ガイド費、保険料、税込

日 時 行 程 内 容 （時間は予定です）

６月２6日
(日)

大会会場(沖縄コンベンションセンター) 12：45発 ⇒（バス移動/車中お弁当）⇒ 
首里城と周辺散策・琉球の歴史講話 13:40～16：30 ⇒ 那覇空港 17:15着、到着後解散

(予定)

平和ガイドと行く ひめゆりの塔と平和の礎コース(半日) 募集定員40名Cコース

■旅行代金：お1人様 6,500円
旅行代金に含まれるもの：貸切バス代、入場料、昼食弁当代、添乗員・ガイド費、保険料、税込

日 時 行 程 内 容 （時間は予定です）

６月２6日
(日)

大会会場(沖縄コンベンションセンター) 12：45発 ⇒（バス移動/車中お弁当）⇒ 糸満市
ひめゆりの塔・ひめゆり平和祈念資料館・平和の礎・沖縄県平和祈念資料館 ⇒ 那覇空港 18：00着、到着
後解散

本島北部満喫コース （美ら海水族館見学付き） （1泊2日) 募集定員40名Dコース

■旅行代金：お1人様 2名1室 24,000円 ／ 1名1室 29,500円
旅行代金に含まれるもの：貸切バス代、入場拝観料、宿泊費(1泊夕・朝食付)、昼食代(2日分)、添乗員費、保険料、税込

日 時 行 程 内 容 （時間は予定です）

６月２6日
(日)

大会会場(沖縄コンベンションセンター) 12：45発 ⇒（バス移動/車中お弁当）⇒ 万座毛 14:00～14:40 ⇒
（国営沖縄記念公園内）美ら海水族館 15:45～17:45 ⇒ ホテル(ロワジールホテル沖縄美ら海)着

6月27日
(月)

ホテル 8：30発 ⇒ 今帰仁城跡 9:15～10:15 ⇒ （古宇利大橋）⇒ 古宇利島 11:00～11:30 ⇒
御菓子御殿やんばる憩いの森（昼食） 12:30～13:30 ⇒ 那覇空港 17：00着、到着後解散



宿泊ホテルマップ（那覇市内）
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地区 地図番号 ホ　テ　ル　

宜野湾市 ① ラグナガーデンホテル

② ホテルユクエスタ旭橋

③ ネストホテル那覇

④ ホテルルートイン那覇旭橋駅東

⑤ パシフィックホテル沖縄

⑥ 西鉄リゾートイン那覇

⑦ ホテルニューおきなわ

⑧ リブレガーデンホテル

那覇市

沖縄県庁





 

所属団体名（ユネスコ協会名）

※お申込み後のキャンセルは返金の対象となりませんのでご了承下さい。

※お申込み後のキャンセルは返金の対象となりませんのでご了承下さい。

⑤ご変更・お取消しについて

６月２４日
（金）

第２希望

　の上、送金致します。事務処理上の都合で多少日数がかかる事があります。

　尚、会場にて現金でのご返金はいたしかねますのでご了承下さい。

エクスカーション

※取消の基準日は当社営業日・営業時間内でＦＡＸでの受付となります。

    （月～金 ９：３０～１８：３０／土 ９：３０～１７：００／休業日：日曜・祝日）

※取消後のご返金は大会終了後、取消料及び所定の振込手数料を差引き

宿　泊
無料 20% 30% 40% 50% 100%

　ので予めご了承下さい。

■宿泊・エクスカーションお申込み後のお取消しについては下記の取消料金を申し受けます。

取消期日 ２１日前まで ２０日前～８日前まで ７～２日前まで 前日 当日 当日（無連絡不参加）

Bコース

Cコース

Dコース

■お申込み後に変更・取消をされる場合はお早めに連絡をお願いします。尚、変更、取消の時期によって取消料が必要となります

　平和ガイドと行く　ひめゆりの塔と平和の礎コース（6/26催行・半日)

　本島北部満喫コース（美ら海水族館見学付き）（6/26～27催行・1泊2日)

　慰霊の日　平和行進コース（6/23催行・半日)

　沖縄県ユネスコ協会後援『大琉球神楽2016和恩』鑑賞コース（6/26催行・半日)（予定）

　首里城と琉球の歴史散策コース（6/26催行・半日)

　内容条件

　①各コース共最少催行人数２０名様

　②２０名に満たない場合は催行中止となります

　③中止の場合５月２０日（金）迄に連絡致します

大会前特別コース

Aコース

①大会参加　６月２５日（土）～２６日（日）※いずれかに○を付けて下さい

ツイン 　　　　　　　　室 　　　　　　　　室 　　　　　　　　室 　　　　　　　　室 　　　　　　　　室

シングル 　　　　　　　　室 　　　　　　　　室 　　　　　　　　室 　　　　　　　　室 　　　　　　　　室

③宿泊（※シングルかツイン表示と希望ホテル欄に申込記号をご記入下さい（宿泊ご案内参照）※締切日２０１６年４月２０日（水）

６月２５日
（土）

６月２６日
（日）

ツイン利用時の同室者名
記入欄（カタカナ）

希望ホテル欄 第１希望 第３希望

６月２２日
（水）

６月２３日
（木）

氏　名
※楷書でご記入下さい １　ユ協会員　　　　　２　青年会員

５　賛助団体会員　　６　一般

個人情報の取扱いについて

　この申込書によって提供された個人情報は法令に則って取扱い日本ユネ

スコ運動全国大会の実績、及びそれらに関する（社）日本ユネスコ協会連
盟からの連並びに沖縄ツーリスト株式会社教育旅行部からの連絡の為に
ご利用させて頂く他、お申込み頂いた旅行の手配において必要な範囲内で

運送・宿泊期間等及び手配代行者に提供させて頂く目的以外に使用しませ
ん。法令に定める場合以外の本人の同意を得ない第三者に情報を提供す
ることはありません。

②懇親会　                              　　　※いずれかに○を付けて下さい

　
　電話　（　　　　　　　）　　　　　　　－

　携帯　（　　　　　　　）　　　　　　　－

　ＦＡＸ　（　　　　　　　）　　　　　　　－

郵便物送付先住所 □　住所 □　その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

〒　　　　　　　-
都　　道

３１歳以上（２０１６年６月２５日現在・・・・６，０００円）

３０歳以下（２０１６年６月２５日現在・・・・３，０００円）

３１歳以上（２０１６年６月２５日現在・・・・５，０００円）

３０歳以下（２０１６年６月２５日現在・・・・３，０００円）

年齢

府　　県

部　　屋

日　　付

④エクスカーション　　※ご希望のコースに○をご記入下さい

　　　　　　歳

申込日　　　　２０１６年　　　月　　　日

申込締切日　２０１６年４月２０日（水）

 フリガナ

参加申込書

宿泊及びｴｸｽｶｰｼｮﾝに
参加される方は必要になり
ます

３　個人会員　　　　　４　維持会員

第７２回日本ユネスコ運動全国大会 in 沖縄
 第７２回日本ユネスコ運動全国大会 in 沖縄」受付デスク

  　            ■送付先　ＦＡＸ：０９８-８６９-１７７４　
性別※○を付けて下さい ※○を付けて下さい

男　　・　　女

【お問合せ先】

沖縄ツーリスト株式会社 教育旅行部

〒９００－８６０２ 沖縄県那覇市松尾１-２-３ 本社ビル３階
TEL ０９８-８６３-６５８５ FAX ０９８-８６９-１７７４
営業時間：月～金 ０９：３０～１８：３０ （土１７：００まで）

担当者： 五月女 （※休業日：日曜・祝日）



ご旅行条件（要約）

※お申し込みの際に旅行条件書(全文)をお渡しいたしますので、必ず内容をご確認ください。

●募集型企画旅行契約

(1) この旅行は、沖縄ツーリスト株式会社（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」といいます。）を締結することになります。

(2) 旅行契約の内容・条件は、ホームページ、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡しする最終旅行日程表と称する
確定書面（以下「最終旅行日程表」といいます。）又は旅行クーポン及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部
（以下「当社約款」といいます。）によります。

●旅行のお申込み及び契約成立

(1) 所定の申込用紙に必要事項を記入の上、お申込みください。
(2) 旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、旅行代金を受領したときに成立するものといたします。

※旅行条件書(全文)及び当社旅行業約款につきましては、お申込み前に当社の店頭または下記ホームページにて
ご確認いただけます。
■旅行条件書(全文)

沖縄ツーリストホームページ( http://www.otsinfo.co.jp ) ⇒ TOPページ右上部「旅行条件書」をクリック
■旅行業約款

沖縄ツーリストホームページ( http://www.otsinfo.co.jp ) ⇒ TOPページ最下部「旅行業約款」をクリック

●旅行代金のお支払い

旅行代金は、2016年6月3日(金)までに(お申込みが間際の場合は当社指定期日までに)お支払いください。

●旅行代金に含まれるもの

旅行日程に明示した運送機関の運賃・料金、宿泊費、食事代、入場料・拝観料等及び消費税等諸税。
上記費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。
(旅行日程に記載されていない交通費、食事代等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含みません。)

●旅行契約の解除

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。
(お一人様につき旅行代金に対して下記の取消料をいただきます。)

※ 取消の基準日は、郵便局の消印または当社営業日・営業時間内(平日 9:30～18:30)のFAX通信を有効とします。
必ず文書にてご連絡ください。

※ 取消後のご返金は、大会終了後、取消料及び所定の振込手数料を差し引きの上送金いたします。なお、事務整理上の都合
で多少の日数がかかることがございます。また、大会当日、会場にて現金でのご返金はいたしかねますのでご了承ください。

取消期日
21日前まで

20～8日前
まで

7～２日前
まで

前日 当日
無連絡不参加

および旅行開始後取消の種別

宿 泊 無 料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

エクスカーション 無 料 20％ 30％ 40％ 50％ 100％

●個人情報の取扱い

当社は、旅行申込み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、お客様がお申込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらの
サービスの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。また、大会主催者事務局に提供いたします。
上記以外の目的では利用いたしません。

旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第155号 日本旅行業協会正会員、旅行業公正取引協議会会員


