
　◇最少催行人員　１名　　添乗員は同行しません

　◇申込締切日　　各出発の５日前（土・日曜日除く)

　◇朝食不要の場合申し込み時にお問い合わせください

　☆割烹ホテルいのもと　（西之表地区） ☆種子島あらきホテル　（西之表地区）

　チェックイン　１５：００

　チェックアウト　１０：００

　朝食　ホテル１階

　　居酒屋　弥太郎にて 朝食　レストラン　

　西之表港より徒歩約6分　　 　チェックイン　　１４：００　チェックアウト　１０：００ ※西之表港より徒歩約5分 送迎あり(要予約)　

　種子島温泉　赤尾木の湯泉質：ナトリウム、炭酸水素塩温泉（低張性　弱アルカリ性　温泉）

☆ビジネス イン 種子島　（西之表地区） ☆門倉亭南荘　（南種子地区）
※小人料金設定はございません。

朝食　レストラン

　チェックイン　１５：００

　チェックアウト　１０：００

　◎男性専用大型サウナ・大浴場利用ＯＫ

　西之表港より車で約5分 送迎あり(要予約)　 西之表港より車にて約60分

☆ホテルニュー種子島　（西之表地区） ☆種子島いわさきホテル　（南種子地区）

　チェックイン　 　１５：００　
　チェックアウト　 １１：００

　朝食　レストラン  チェックイン　　１４：００　　

　西之表港より徒歩約７分　　  チェックアウト　１０：００

　送迎あり(要予約)  朝食　レストラン

　  西之表港より車にて約70分

　

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。詳細は別途お渡しする「旅行取引条件説明書面」
の「３.お申込み条件」確認のうえ、特別な配慮・措置が必要となる可能性がある方は、ご相談させていただきますので、必ずお申し出ください。
本旅行は次の条件に基づきます。この旅行は熊毛海陸運送(株)わかさ旅行センター(鹿児島県西之表市栄町１　鹿児島県知事登録旅行業第2-222号
以下当社といいます)が企画する旅行であり、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を締結することになります。

その他の旅行条件は本条件によるほか、別途お渡しする取引条件 ●お申込金（おひとり） 　　のサービスの受領のための手続き(以下「手配等」

説明書面、契約書面、確定書面(最終旅行日程表)、並びに当社旅 　　といいます)に必要な範囲内で利用させていただき

行業約款によります。 　　ます。このほか、当社および代理業者では、①当

●旅行のお申し込み及び契約成立について ※旅行代金は旅行出発の前日から起算してさかのぼって 　　社および当社と提携する団体・企業の商品やサー

　お申し込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取りください。 　１４日目に当たる日より前にお支払いいただきます。 　　ビス、キャンペーンのご案内②旅行参加後のご意

　※当社所定の申込書に所定の事項を記入し、右記のお申込金を ●取消料 　　見やご感想の提供のご案内③アンケートのお願い

　　添えてお申し込みいただきます。 　お客様はお客様のご都合でお取消しになる場合には、旅行代金に対して 　　④特典サービスの提供⑤統計資料の作成のため

　※お申込金は「旅行代金」又は「取消料」、「違約金」の一部とし 　お一人につき下記の取消料を、ご参加のお客様からは１室毎の利用人数 　　にお客様個人情報を利用させていただくことがあり

　　て取り扱います。 　の変更に対する差額代金をそれぞれいただきます。 　　ます。

　※電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による旅行契約の 　　（２）当社および代理業者では、当社が保有するお

　　予約のお申込みの場合は、当社が旅行契約の予約の承諾の 　　客様の個人データのうち、氏名、住所、電話番号ま

　　旨通知した翌日から起算して３日以内に、所定のお申込書と 　　たはメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあた

　　右記のお申込金を提出していただきます。この期間内にお客 　　り必要となる最小限の範囲のものについて、当社グ

　　様がお申込書とお申込金を提出されない場合は、当社は予約 　　ループ企業との間で、共同して利用させていただき

　　がなかったものとして取り扱います。 　　ます。当社グループ企業はそれぞれの企業の営業

　※旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、お申込金を受領し 　　案内、催し物内容等のご案内、購入いただいた商品

　　たときに成立します。 　　の発送のために、これを利用させていただくことがあ

●旅行代金に含まれるもの 　　ります。なお、当社グループ企業の名称および各企

　旅行日程に明示した運送機関の運賃、料金、宿泊費、食事代、 　　業における個人情報取扱管理者の氏名については

　サービス料、消費税等諸税。尚、これらの費用はお客様の都合 　　当社ホームページをご参照ください。

　により一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 ●この旅行条件又は旅行代金は２０２１年２月２８日現在有効な

　運賃・規則を基準として算出しております。

●旅行代金に含まれないもの 　旅行代金には諸税・サービス料が含まれております。 　　　お客様が国内旅行行程中に、急激かつ偶然な外

　上記の他は旅行代金には含まれません。その一部を例示します。 ●個人情報の取扱いについて 　　　来の事故でけがをした場合、多額の治療費、移送

　※超過手荷物料金(既定の重量･容量･個数を超える部分について) 　（１）熊毛海陸運送(株)わかさ旅行センター(以下「当社」といいます)およ 　　　費等がかかることがあります。また、事故の場合、

　※クリーニング代、電報･電話代、追加飲食等個人的性質の諸 　び当社の旅行業代理業者(以下「代理業者」といいます)は旅行申込みの 　　　加害者への賠償金請求や賠償金回収が困難な場

　　費用及びそれに伴う税、サービス料 　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 　　　合があります。これらの移送費、また死亡・後遺障

　※お客様のご希望により生ずる日程に含まれないその他の追加 　連絡のために利用されていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅 　　　害等を保証する国内旅行保険にお客様ご自身で

　　料金(見学料･食事代･写真代･交通費等) 　行において運送・宿泊機関等(主要な運送・宿泊機関等については各スケ 　　　ご加入されることをお勧めします。

　※ご自宅から発着地までの交通費、宿泊費。 　ジュール表に記載されています)の提供するサービスの手配及びそれら

１名１室
１４，３００円 １６，５００円

２４，５００円
３８，３００円

２９，０００円
４２，０００円２７，０００円 ３０，５００円 ３２，５００円

２名１室 １２，２００円

１名１室 １３，３００円

鹿児島・種子島往復(ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｸﾗｽ) １泊朝食付き

 ☆種子島島内での、タクシーまたはレンタカーおよび延泊・夕食追加のご手配できます。お気軽にお問い合わせください。

お一人様料金 ４/１～９/３０

お一人様
料金

３名１室

プリンセスわかさで行く　   

　エンジョイ種子島フリー２日間
 ご出発日：2021年4 月1日(木)～9月30日(木）
エンジョイ種子島フリープラン内容（こども料金は大人２名以上参加の場合適用）

ご旅行代金
＝

フェリープリンセスわかさ
＋

宿泊
（お一人様料金）

　　ご注意：多忙期運行期は大人お一人様往復4300円 お子様（小学生）は2150円加算料金となります。※2021年多忙期設定日：4月29日～5月9日・8月11日～8月15日（多忙期間のご利用は右記載の料金が加算されます。）

１１，２００円

※設定除外日：5/10・18・6/8・8/16

7/31・8/7・8/13・8/14・8/15・8/21・8/28

多忙期

多忙期：4/29～5/4・7/10・7/17・18・7/24

上記多忙期以外

２名１室 １４,１００円 １５,０００円

１名１室 １５,８００円 １７,０００円

子供(小学生)   ６，２００円 ４名１室 １２,３００円 １３,１００円

３名１室 １３,２００円 １４,１００円

２名１室 １１，０００円 １２，５００円

１名１室 １２，３００円 ３名１室 １２，５００円

子供(小学生) 　８,７００円   ９,５００円

お一人様料金 ４/１～９/３０

３名１室 １０，６００円

お一人様
料金

４名１室

４/１～９/３０

チェックアウト　１０：００

朝食レストラン　

チェックイン　１５：００　 (朝食運営施設休日
は利用できません。）

子供(小学生) １０,７００円 ２名１室
１名１室 １８,２００円

３名１室 １６,０００円

７/１７～８/１２お一人様料金 ４/１～９/３０

２名１室 １７,１００円

１９，０００円

８/１６～８/３１

１８，０００円 ２１，８００円２０，５００円

お一人様
料金

６/１～６/３０ ７/１～７/１６
４/１～４/２７
５/５～５/３１
９/１～９/３０

休前日お一人様下記料金より大人1,700円小人1,200円追加(3名１室利用時はエキストラベッド対応)

４/２８～４/３０
５/１～５/４

２
日
目

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フェリープリンセスわかさ　鹿児島本港区
　各ホテル・・(自由行動)・・西之表港～～～～～～～～～～南ふ頭旅客ターミナル　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　１３：３０頃着　１４：００発　　　　　　　　　１７：３０着

旅行条件（要　約）※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込みください

旅行企画
実施

◇　行　程　表　◇
※プリンセスわかさは最大で14日間の延長が可能です。

１
日
目

鹿児島本港区　　　　　　　フェリープリンセスわかさ
　南ふ頭旅客ターミナル～～～～～～～～～～西之表港･･(自由行動)・・各ホテル
０８：１０頃着　　　　　０８：４０発　　　　　　　　１２：１０着　　　　　　　　　

　６）旅行開始後の解除又は無連絡不参加 旅行代金の１００％

～国内旅行保険加入のおすすめ～

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。この旅行業約款に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください

営業時間　月～金曜日　9時～17時　（土･日･祝日休み）３)７日目にあたる日以前の解除
旅行代金の３０％

　　　（４～６を除く）
■お問い合わせ・お申し込みは　４）旅行開始日の前日の解除 旅行代金の４０％
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１)２１日目にあたる日以前の解除
無　　　　　料

（日帰り旅行にあっては１１日目）

２)２０日目にあたる日以降の解除

旅行代金の２０％ 国内旅行業務取扱管理者　日高　政信（日帰り旅行にあっては１０日目）

　　　（３～６を除く）

〒８９２-０８１４　鹿児島市本港新町６番地（南埠頭旅客ターミナル内）

　５）旅行開始当日の解除（６を除く） 旅行代金の５０％

ＴＥＬ　０９９－２２４－７１９５取　　　　　消　　　　　日 取　　消　　料

旅行代金 1万円未満 3万円未満 6万円未満 6万円以上
（一社）全国旅行業協会正会員お申込金 ２,０００円 ６,０００円 １２,０００円 旅行代金の20％

８/１３～８/１５

２名１室 １２，８００円

１名１室 １３，０００円

※ご夕食も別途料金

子供(小学生)

鹿児島県知事登録旅行業第２－２２２号

熊毛海陸運送(株)わかさ旅行センター

２８，８００円

２８，２００円

　 ８，３００円

にてご手配できます。

１９，０００円

３名１室 １７，５００円 １８，５００円 ２０，０００円 ２１，３００円 ２４，０００円

こども（小学生） １２，０００円 １３，０００円 １３，５００円

※全館Wi-Fi 対応

種子島温泉赤尾木の湯

宿泊者料金不要で入浴可

※全館Wi-Fi 対応

市丸グループ(鹿児島市の鶴丸交通

・種子島の 市丸 タクシー)でご利用できる出発日より

２ヶ月有効のタクシーチケットお一人様千円分プレゼント!


