実施期間 ２０１８年０２月２３日（金）～２０１８年０２月２５日（日）
■行程 早めの出発プラン
羽田空港集合 ０７：４０ 羽田空港 ０８：４０ ⇒ ANA４６７ ⇒ 沖縄那覇 １１：３５
2/23(金) ＝（車内にてお弁当）１３：３０（宜野湾にて練習自由見学）１６：００ ＝ ホテルチェックイン
＝＝ １７：３０（宜野湾ラグナガーデンへ） ＝＝ １８：３０（宜野湾ラグナガーデンにて
選手を交えてパーティー） ２１：００ ＝＝ ２１：４５ ホテル到着
終日自由行動
2/24(土) (オプショナルツアー)
ホテル１１：４５ ＝＝ １２:００ セルラースタジアム（オープン戦 対巨人）１６：００
＝＝ ホテル １６：１５
ホテル ０９：３０ ＝＝ １０：１５ 宜野湾（オープン戦 １３：００～ 対 楽天） １６：００
2/25(日) ＝＝ １７：３０ 那覇空港 １８：３０ 那覇空港 ⇒ ＡＮＡ４７４ ⇒ 羽田空港 ２０：４０
雨天の場合 南部観光又は宜野湾
■行程 遅めの出発プラン
羽田空港集合 ０９：３０ 羽田空港 １０：３０ ⇒ ANA４６９ ⇒ 沖縄那覇 １３：２５
2/23(金) ＝（車内にてお弁当）１４：５０（宜野湾にて練習自由見学）１６：００ ＝ ホテルチェックイン
＝＝ １７：３０（宜野湾ラグナガーデンへ） ＝＝ １８：３０（宜野湾ラグナガーデンにて
選手を交えてパーティー） ２１：００ ＝＝ ２１：４５ ホテル到着
終日自由行動
2/24(土) (オプショナルツアー)
ホテル１１：４５ ＝＝ １２:００ セルラースタジアム（オープン戦 対巨人）１６：００
＝＝ ホテル １６：１５
ホテル ０９：３０ ＝＝ １０：１５ 宜野湾（オープン戦 １３：００～ 対 楽天） １６：３０
2/25(日) ＝＝ １８：００ 那覇空港 １９：２０ 那覇空港 ⇒ ＡＮＡ４７６ ⇒ 羽田空港 ２１：３５
雨天の場合 南部観光又は宜野湾
※上記スケジュール（試合・航空機）は変更になる場合がございます。予めご了承下さい。
※２５日のオープン戦が天候その他の条件により中止になった場合、南部観光に振り替えさせて頂く場合
がございます。また、２４日オプショナルツアーのご参加については、申し込みと同時にお申し付け下さい。
※従来のパーティでは選手がお客様のテーブルを回っておりましたが、今回よりお客様が選手の
テーブルを回るような形式になります。予めご了承下さい。
■旅行代金に含まれるもの
貸切バス代 ・有料道路代 ・往復の航空運賃･オープン戦チケット（25 日分）
宿泊費（２泊） ・食事代（朝食２回・昼食（弁当）１回・夕食１回）
添乗員経費（羽田空港から同行致します）

■旅行代金

沖縄ナハナホテル＆スパ ご利用の場合 禁煙・喫煙はリクエスト
旭橋駅より徒歩５分。県庁前駅より徒歩８分。国際通りへは徒歩約 10 分

沖縄ナハナホテル＆スパ

お部屋一例

【ロビー＆フロント】中央、吹き抜けには琉球ガラスのオブジェ

コトラン・スパ（B1F）】宿泊者特別料金 1 回 1200 円

早めの出発・遅めの出発プラン（同料金）
○一般
１名様 1 室利用
大人 お一人様
２名様 1 室利用
大人 お一人様
３名様 1 室利用
大人 お一人様
４名様１室利用
大人 お一人様

９９，５００円 ※お子様の一人利用はできません。
８９，５００円 子供 お一人様

８６，５００円

８７，５００円 子供 お一人様

８４，５００円

８６，５００円 子供 お一人様

８３，５００円

○B☆SPIRIT 友の会会員価格
１名様 1 室利用
大人 お一人様 ９７，５００円 ※お子様の一人利用はできません。
２名様 1 室利用
大人 お一人様 ８７，５００円 子供 お一人様 ８４，５００円
３名様 1 室利用
大人 お一人様
４名様１室利用
大人 お一人様

８５，５００円 子供 お一人様

８２，５００円

８４，５００円 子供 お一人様

８１，５００円

■旅行代金

ルートイン那覇泊港 ご利用の場合（禁煙･喫煙）禁煙・喫煙はリクエスト
沖縄モノレールにて【美栄橋駅下車】徒歩 5 分

ルートイン那覇泊港

大浴場

お部屋一例

お部屋一例

早めの出発・遅めの出発プラン（同料金）
○一般
２名様 1 室利用
大人 お一人様
１名様 1 室利用
大人 お一人様

８７，０００円 子供 お一人様

８４，０００円

８９，０００円

○B☆SPIRIT 友の会会員価格
２名様 1 室利用
大人 お一人様 ８４，０００円 子供 お一人様
１名様 1 室利用
大人 お一人様 ８５，０００円

８１，０００円

■旅行代金

スマイルホテル沖縄 ご利用の場合（禁煙・喫煙）禁煙・喫煙はリクエスト
ゆいレール美栄橋駅より徒歩約７分・泊港（とまりん）隣接

スマイルホテル沖縄那覇

ロビー

お部屋一例

お部屋一例

早めの出発・遅めの出発プラン（同料金）
○一般
２名様 1 室利用
大人 お一人様
１名様 1 室利用
大人 お一人様

８７，０００円 子供 お一人様

８４，０００円

８９，０００円

○B☆SPIRIT 友の会会員価格
２名様 1 室利用
大人 お一人様 ８４，０００円 子供 お一人様
１名様 1 室利用
大人 お一人様 ８５，０００円

８１，０００円

■旅行代金

琉球サンロイヤルホテル ご利用の場合 禁煙・喫煙はリクエスト
旭橋駅（西口）から徒歩 2 分

琉球サンロイヤル

お部屋一例

早めの出発・遅めの出発プラン（同料金）
○一般
１名様 1 室利用
大人 お一人様 ８９，０００円 ※お子様の一人利用はできません。
○B☆SPIRIT 友の会会員価格
１名様 1 室利用
大人 お一人様

８５，０００円 ※お子様の一人利用はできません。

ホテルユクエスタ旭橋 禁煙・喫煙はリクエスト
モノレール旭橋駅徒歩２分。

ホテルユクエスタ旭橋

お部屋一例

早めの出発・遅めの出発プラン（同料金）
○一般
１名様 1 室利用
大人 お一人様 ８９，０００円 ※お子様の一人利用はできません。
○B☆SPIRIT 友の会会員価格
１名様 1 室利用
大人 お一人様 ８５，０００円 ※お子様の一人利用はできません。

お申し込みについて
■募集人員
１５０名 （最少催行人員８０名）
※ 抽選とさせて頂きます。 お申し込み受付＝予約確定ではございません。
■お申込み期間
２０１８年０１月０９日（火） ～ ２０１８年０１月１９日（金）
■予約の確定
●お申し込み受付 ＝ 予約確定ではございません。
●当選者の方につきましては、1 月 22 日以降、順次メール又は FAX 又は郵送にてご案内いたします。
●当選確定後、期日までにご入金を頂きご予約の確定になります。
●所定の期日までにご入金が無かった場合は、当選権放棄として別の方に権利譲渡となります。
■お申し込み方法
別紙、申込用紙にご記入の上、FAX 又はメールにて送付ください。
(電話でのお申し込みはお受け致しません。)
●FAX でのお申し込み

京急観光株式会社 外販営業部 FAX ０３－５７６７－７３５５
【営業時間】 月～金 10:00～18:00
【休業日】 土･日・祝祭日 休業 担当 石田
●メールでのお申込み
ishida@keikyu-travel.com
【営業時間】 月～金 10:00～18:00
【休業日】 土･日・祝祭日 休業 担当 石田
■お申込み前に下記御確認下さい。
「各種旅行業約款の募集型企画旅行契約の部（PDF）」を御確認ください。
http://www.keikyu-travel.com/yakkan/image/C01749_1.pdf
「旅行業約款・特別保証規定（PDF）」を御確認下さい。
http://www.keikyu-travel.com/yakkan/image/C01749_3.pdf
■その他

・羽田空港以外の空港を御利用で、御参加希望の方はご相談下さい。

■注意事項（必ずご確認ください）
☆子供代金（３歳以上１２歳未満のお客様）
☆子供の一人参加はできません。
☆１２歳以上２０歳未満の方につきましては、保護者の同意書が必要になります。
●未成年同士のご参加の場合：15 歳以上（高校生）は親権者の同意書をご提出頂きます。
15 歳未満（中学生以下）のお客様は保護者同伴の上ご参加をお願い致します。
3 歳以上 12 歳未満は、子供料金となります。
☆各ホテルとも禁煙・喫煙のご希望は承りますが、リクエストでの受付となり、禁煙・喫煙を確約する
ものではございません。予めご了承下さい。
☆３名・４名 1 室ご希望のお客様につきましては、沖縄ナハナホテル＆スパの御利用となります。
☆２５日のオープン戦が中止の場合、沖縄南部観光に振り替えさせて頂く場合もございます。
☆座席指定・マイレージの登録はできない航空券になります。
☆慢性疾患をお持ちの方・お体が不自由な方・ご高齢方その他お客様の状況によっては、当初の
手配内容に含まれていない特別な配慮、措置が必要になる可能性があります。
このような、特別な配慮、措置が必要となる可能性がある場合はご相談させて頂きますので
必ず事前にお申し出ください。
■個人情報の取り扱いについて
１）当社は、申し込み書記載された個人情報についてお客様との連絡のために利用させて頂くほか、
お申し込み頂いた御旅行における運送・宿泊機関などが提供するサービスの手配・受領のための
手続きに必要な範囲で利用させて頂きます。
２）このほか、当社の商品やサービス・キャンペーンのご案内、旅行に対するご意見やご感想提供
アンケートのお願いなどの為にお客様の個人情報を利用させて頂くことがあります。

【旅行企画・実施】
＜観光庁長官登録旅行業者第 297 号＞

〒143‐0016 東京都大田区大森北 6‐12‐17

京急観光株式会社 TEL 03‐5767‐9718
担当 石 田 淳一
総合旅行業務取扱管理者：櫻井 正也・柴沼 良
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責任者です。このご旅行の契約等に関し、担
当者からの説明にご不明な点がございましたら、ご遠慮なく旅行業務取扱管理者にご質問ください。

【参加申込書】 横浜 DeNA ベイスターズ「沖縄キャンプ観戦ツアー」
旅行実施期間 ： 2018 年 02 月 23 日(金) ～ 02 月 25 日(日) 2 泊 3 日

お申込みコース（○をお付け下さい）
代表者氏名（フリガナ）

早めの出発

性別

年齢

男・女

氏
名

様

〒

遅めの出発

参加人数
大人

名

子供

名

お部屋（必須）
御希望に添えない場合があります。

禁煙

喫煙

どちらでも可

御希望ホテル（下記のホテルよりお選びください）

第一希望
第二希望

会員Ｎｏ

連

・

－

連絡先 (昼間連絡可能な番号をご記入下さい)

絡

ＴＥＬ

先

ＦＡＸ
E-mail
ご同行者氏名（フリガナ）

性別

年齢

連絡先
〒

同

－

男・女

行
様

者

連絡先 ☎

会員Ｎｏ

御希望ホテル（御希望のホテル・部屋タイプに○印をお願いいたします）
１ 沖縄ナハナホテル＆スパ １名１室利用 ・ ２名１室利用 ・ ３名１室利用 ・ ４名１室利用
２ ルートイン那覇泊港
１名１室利用 ・ ２名１室利用
３ スマイルホテル沖縄
１名１室利用 ・ ２名１室利用
４ 琉球サンロイヤル
１名１室利用
５ ホテルユクエスタ旭橋
１名１室利用
☆オプショナルツアーのご案内 現地払い ※満席の場合お断りさせて頂く場合もございます。
2 月 24 日 オープン戦（対 読売巨人軍） 行程 ホテル～ セルラースタジアム（試合観戦）～ ホテル
※

料金に含まれるもの 貸切りバス代・チケット（内野自由）

大人・子供同額

￥4，000×

名 （チケットは買い取りになります。）

☆ご旅行費用のお支払いについ
銀行振り込み、クレジットカードにてお支払い頂けます。
カード払い・銀行振り込みどちらかの希望欄に丸印をお付け下さい。
銀行振り込み希望 （
）・ クレジットカード払い希望 （
ご利用カード会社（
カード番号
－

）

）
－

－

有効年月日

【お問合せ連絡先】
受付期間 ２０１８年０１月０９日（火）～２０１８年０１月１９日（金）
月曜日～金曜日（土日・休日 休業）１０：００～１８：００
ＴＥＬ ０３－５７６７―９７１８ FAX ０３－５７６７－７３５５

担当 石田

年

月

