
★ 皆様のご都合に合わせ、3泊4日・2泊3日・1泊2日のツアーからお選びいただけます。
★ 東京以外の大阪・名古屋・福岡などの出発もご手配が可能ですのでご一報下さい。

≪合同会議会場・懇親会会場 詳細≫

≪行程表≫

≪2泊3日コース・3泊4日コース　共通≫ ＊チェックインは14：00～となります。

羽田空港-（直行又は那覇経由便）→宮古空港==（送迎・シャトルバス15分）==ホテル　到着後フリータイム 朝： ×

昼： ×

夕： ×

ホテルブリーズベイマリーナ　本館　又は　タワー館　又は　シギラベイサイドスイートアラマンダ　泊

≪2泊3日コース・1泊2日コース　共通≫ ＊チェックインは14：00～となります。

羽田空港-（直行又は那覇経由便）→宮古空港==（送迎・シャトルバス15分）==ホテル

朝： ○ 朝： × 朝： ×

≪全コース共通≫ 昼： × 昼： × 昼： ×

夕： × 夕： × 夕： ×

ホテルブリーズベイマリーナ　本館　又は　タワー館　又は　シギラベイサイドスイートアラマンダ　泊

≪全コース共通≫　※11/12（土）お帰りのコースは、フライトにより途中までご参加

朝： ○ 朝： ○ 朝： ○

ホテルブリーズベイマリーナ　本館　又は　タワー館　又は　シギラベイサイドスイートアラマンダ　泊 昼： × 昼： × 昼： ×

夕： × 夕： × 夕： ×

≪2泊3日コース（11/10発）・1泊2日コース　共通≫

ホテル==（送迎・シャトルバス15分）==宮古空港（直行又は那覇経由便）→羽田空港

≪3泊4日コース・2泊3日コース（11/11発）　共通≫

ホテル==（送迎・シャトルバス15分）==宮古空港（直行又は那覇経由便）→羽田空港 朝： ○ 朝： ○

昼： × 昼： ×

夕： × 夕： ×

（金）

11/12
（土）

-

航空券とホテルをパッケージにいたしましたツアーに関しまして、下記にご案内させていただきます。

-

【会 場】 ホテルブリーズベイマリーナ　タワー館　1階　「コンベンションルーム」

コース コース

〒906-0203　沖縄県宮古島市上野字宮国784-1　TEL：0980-76-3000／FAX：0980-76-3458

11/10

【2日目】　2016年11月12日（土）　合同会議の時間は詳細確認中

【初　日】　2016年11月11日（金）　合同会議と懇親会の時間は詳細確認中

-

-

（木）

≪ご参加の皆様へ≫

日程

合同会議・懇親会

この度は、『第19回日本薬物脳波学会／第4回宮古島神経科学カンファレンス合同会議 』開催に際し、

11/11

（日）

≪　　特別ツアーのご案内　　≫

1泊2日2泊3日3泊4日
コース

-

-

-

-

11/13

Joint Conference 19th JPEG ＋ MiCONS 2016

行程

ツアーの手配を承りました旅行会社の『株式会社 南西楽園ツーリスト』と申します。

『第19回日本薬物脳波学会／第4回宮古島神経科学カンファレンス合同会議・懇親会 』

『第19回日本薬物脳波学会／第4回宮古島神経科学カンファレンス合同会議 』

 第19回日本薬物脳波学会

 第4回宮古島神経科学カンファレンス

合同会議

-



≪お選びいただけるホテル≫　※下記ホテルは、合同会議会場のある「シギラリゾート」内のホテルです。

中庭には南国の花々が色鮮やかに咲いています。※合同会議会場「コンベンションルーム」のあるタワー館の隣の建物

〒906-0203　沖縄県宮古島市上野字宮国784-1

TEL：0980-76-3000　FAX：0980-76-3458 14:00/11:00

30m² 、テラス5㎡　　　＜ 1名～3名利用

11階建て、全室オーシャンビュー。※合同会議会場「コンベンションルーム」と同じ建物で移動には最適

〒906-0203　沖縄県宮古島市上野字宮国784-1

TEL：0980-76-3000　FAX：0980-76-3458 14:00/11:00

31m²、テラス7m² 1名～3名利用

客室はすべてスイートルーム。。※合同会議会場「コンベンションルーム」までは無料送迎で約5分

＜住所＞ 〒906-0202 沖縄県宮古島市上野字新里926-25

TEL：0980-74-7100  FAX：0980-74-7102 14:00/11:00

55m²、テラス10～17m² 1名～3名利用

≪ツアー料金 往復航空券＆宿泊≫ おひとり様料金・税込

≪ツアー料金に含まれるもの≫

◆ 往復航空運賃(羽田→(那覇)→宮古・宮古→(那覇)→羽田)  団体・個人包括割引航空券利用

◆ 宿泊料金　1泊・2泊・3泊料金(ｺｰｽにより) ◆ シギラ黄金温泉利用券1回（通常大人1,200円）

◆ 朝食料金　1泊ｺｰｽ:1回　　2泊ｺｰｽ:2回　　3泊ｺｰｽ:3回

【1室2名】 ¥63,800

＜利用人数＞

＜利用人数＞

¥75,800 ¥69,800
¥63,800 ¥56,800

¥52,800
【1室1名】 ¥62,800
【1室2名】 ¥54,800
【1室1名】 ¥78,800

【1室1名】

【1室2名】

【1室1名】 ¥59,800

¥113,800

【1室1名】

【1室2名】

【1室1名】

【1室2名】

¥82,800 ¥75,800

【1室1名】

【1室2名】

¥85,800
¥67,800

1室
利用人数

【1室1名】 ¥95,800
【1室2名】

¥99,800

≪ご案内≫
合同会議参加費用・夕食懇親会費用は別途費用が発生しますので、
事務局へご確認願います。

＜ホテルグレード＞　　ホテル名
1室

利用人数

＜デラックスホテル　＞　　朝食付

シギラベイサイドスイートアラマンダ
　スーぺリアスイート

＜スタンダードホテル＞　　朝食付

ホテルブリーズベイマリーナ 本館
　スタンダードツイン

＜スタンダードホテル　ハイグレード＞　　朝食付

ホテルブリーズベイマリーナ タワー館
　スタンダードツイン

【1室2名】

＜デラックスホテル　＞　　朝食付

シギラベイサイドスイートアラマンダ
　スーぺリアスイート

¥72,800
【1室1名】 ¥142,800
【1室2名】

¥67,800 ¥60,800
¥107,800

¥85,800

＜デラックスホテル　＞　　朝食付

シギラベイサイドスイートアラマンダ
　スーぺリアスイート

＜スタンダードホテル　ハイグレード＞　　朝食付

ホテルブリーズベイマリーナ タワー館
　スタンダードツイン

＜ホテルグレード＞　　ホテル名

＜スタンダードホテル　ハイグレード＞　　朝食付

ホテルブリーズベイマリーナ タワー館
　スタンダードツイン

＜TEL/FAX＞ ＜ﾁｪｯｸｲﾝ/ﾁｪｯｸｱｳﾄ＞

＜スタンダードホテル＞　　朝食付

ホテルブリーズベイマリーナ 本館
　スタンダードツイン

＜利用予定航空便＞　日本航空・日本トランスオーシャン航空

1泊2日ｺｰｽ　　　　　　11/11(金)～11/12(土)

＜利用予定航空便＞　日本航空・日本トランスオーシャン航空

２泊３日ｺｰｽ　　　左側：11/11（金）～11/13（日）　　右側：11/10（木）～11/12（土）

¥78,800

＜スタンダードホテル＞　　朝食付

ホテルブリーズベイマリーナ 本館
　スタンダードツイン

＜客室＞

＜客室＞

＜ﾁｪｯｸｲﾝ/ﾁｪｯｸｱｳﾄ＞

＜ホテルグレード＞　　ホテル名
３泊４日ｺｰｽ　　　　　　11/10(木)～11/13(日)　

＜利用予定航空便＞　日本航空・日本トランスオーシャン航空

＜住所＞
ホテルブリーズベイマリーナ

タワー館
スタンダードツイン

＜TEL/FAX＞

＜住所＞

＜ﾁｪｯｸｲﾝ/ﾁｪｯｸｱｳﾄ＞

ホテルブリーズベイマリーナ
本館

スタンダードツイン

スーペリアスイート

＜デラックスホテル＞

＜TEL/FAX＞

＜スタンダードホテル＞

1室
利用人数

＜利用人数＞

羽田空港発着

シギラベイサイドスイートアラマンダ

＜スタンダードホテル　ハイグレード＞

＜客室＞



≪利用航空便≫

〔ご案内〕

◆左記時刻は正式決定時刻ではなく、今後時刻が変更となる場合がございます。

◆出発日、フライトにより混雑のため、お取りでない場合がございます。

その場合は代案便でのご提示となります。

◆クラスJ（JTA021便・022便限定）をツアー予約と同時にお申込みいただけます。

→ クラスJ指定代金として、1区間（片道）2,000円（大人/こども同額）を別途いただきます。

→ クラスJの対象機材適用路線でもご利用いただけない区間・便がございます。

→ また急な機材変更によりご利用いただけない場合もございます。予めご了承ください。

→ クラスJの事前確約をご利用されない場合でも当日空港にて空席がある場合には、

→ 日本航空カウンターにてクラスJのお申込みが可能です。（1区間/片道1,000円）

→ 事前にお取りできるクラスJのお席は限りがございます。予めご了承ください。

→ ※2,000円にはクラスJ料金と事前確約代金および消費税を含みます。

◆マイレージは加算できますが、ツアー航空券のため50％相当となります。

◆ご出発の４０分～５０分前頃には空港へお越しいただき、各自チェックインとなります。

◆ご予約後の『名前変更』『利用便の変更』は、取消し後の再予約となりますのでご注意下さい。

→

→

→

→

→

→

→

→

【航空便の加減代金について】

JAL・JTA・RAC便は、どの便でも差額なしでご選択可能です。

※ANA便もご利用可能です。加減代金はお問い合わせください。

≪ゴルフオプションのご案内≫

≪取消料金≫

◆土・日・祭日もしくは18:00以降の取消しは、翌営業日(平日)の処理になりますのでご注意下さい。

◆ﾂｲﾝ利用で参加の方が1名取消しになった場合は、上記取消し料金の他、お一人様はｼﾝｸﾞﾙ利用となる為、ｼﾝｸﾞﾙ料金をお支払い

　 いただく事になります。3名・4名も同様で実質入室する人数での精算となります。

11:40

19:40 JAL920 20:05

共通案内

23:00⑭（経由） RAC804 19:35

18:40

20:50

13:40 15:50

22:15

JAL908

JAL912 15:00 17:15

20:50

⑪（経由）

⑫（経由）

JTA556

14:40

20:30 JAL922

JAL906

12:50

JTA572 18:55

ＪＡＬ便　復路　　宮古発

申込ＮＯ

JAL902

15:00

JTA558 12:05

⑨（経由）

⑩（経由）

12:5010:50

JTA567 16:10 17:05

⑦（経由） JAL919 14:50 17:35 JTA573

JAL917

¥15,240

③（経由） JAL907 8:50

13:00 15:45

シギラベイカントリークラブ

★　東京以外の大阪・名古屋・仙台・福岡などの出発もご手配が可能です。ご料金はお問合せ願います。
　

★ 上記以外にホテルグレードアッププランがございますのでお問合せ下さい。

★　那覇前後泊＆八重山周遊などの設定も可能です。ご料金はお問合せ願います。

JTA564 16:50 17:35 JAL918

19:55ＪＴＡ22

⑧（経由） JTA552 8:55 9:40

④（直行）

JTA560

⑬（経由）

10:30

①（直行）

10:05

便名
宮古

空港発
那覇

空港着
→ 便名

那覇
空港発

⑥（経由）

10:10

11:25

16:15

18:25 19:15

②（経由） JAL901 6:20 9:05 JTA557

ＪＡＬ便　往路　　羽田発

申込ＮＯ

ＪＴＡ21 6:55

便名
羽田

空港発
那覇

空港着
宮古

空港着
→ 便名

那覇
空港発

ツアー料金

取消し日

11:35 JTA559 12:20 13:15

旅行代金の  30％ ⑥旅行出発日当日開始後・無連絡③旅行出発日の　7日前～2日前

無　料 ④旅行出発日の　　 　　前日

⑤旅行出発日の　 当日(集合時刻まで)

JAL909

取消料

旅行代金の  40％

旅行代金の100％

②旅行出発日の　20日前～8日前

取消し日

旅行代金の  50％旅行代金の  20％

①旅行出発日の　　　　～21日前

11:05 13:50 JTA581 14:25

取消料

12:15

羽田
空港着

13:55

１プレイ料金　
土・日・祝

15:20

⑤（経由） JAL913 11:30 14:15 JTA565 15:20

22:25

④（経由）

¥12,000平日

全１８ホール。6250ヤード・パー71。セルフカート方式。２サム無料。グリーフィ・カートフィ・諸経
費、消費税、利用税を含みます。ロッカーフィは、現地払いとなります。



≪その他のご案内≫

ツアー料金のお支払いは、10/19（水）までに全額を下記口座にお振込み下さい。10/20（木）以降のお申込みの方は別途予約時にご案内させていただきます。

　　　三井住友銀行<青山支店>   　 普通９１０４１３６　　株式会社 南西楽園ツーリスト　　　　※振り込み手数料はお客様負担にてお願い致します。

※指定期日までにご入金がない場合は予約を解除をさせていただく場合がございます。期日までに入金が出来ない場合はつきましては、ご連絡をお願い致します。

TEL：03-5786-7360　　FAX：03-5786-7361　　携帯：080-1336-5371
E-mail：s.sato@nansei-rakuen.jp

〒107-0062　東京都港区南青山2-13-16　岡田ビル 担当：　清　原　・　　佐　藤　(慎)　　
　営業時間　平日/10:00～18:00　・　土日祝日/休み　　

最終案内

◆請求書・領収書発行は可能です。ご希望の方はご依頼をいただきますようお願いいたします。
◆領収書発行の場合は、『宛名』『但し書き』等を入金後ご連絡願います。

別紙、お申込書をご記入の上、ＦＡＸ・Ｅメールでにお申込みください。※お電話でも受付させていただきます。下記お問い合わせ先に営業時間内にご連絡をお願い致します。

利用航空便等を記載しました最終案内は11/2(水)頃前までに、代表者様のお手元に届くように発送させていただきます。
11/6(日)になっても最終案内が届かない場合はご連絡をいただきますようお願い致します。

申込み方法

お問合せ先

オプショナル ゴルフ・ダイビング・シュノーケル・レンタカー等の『オプショナル』のお申込みも承ります。ホームページにてご参照のうえ、お申し込みください。

お申込後、３日以内(土・日・祝除く)に電話・ＦＡＸ・メールのいずれかで申込完了のご連絡させていただきます。『返信を希望なされない方』・『返信先に指定がある方』はお申込
み用紙に記載をお願い致します。

領収書
請求書

申込み期限 　　　11月2日(水) 17:00　　　※お申込みをお受けしたタイミングによっては、ご希望のホテル・航空座席の確保が出来ない場合がございます。

東京都知事登録旅行業第2-6559号　（社）日本旅行業協会正会員　総合旅行業務取扱管理者　小高　友美

お申込み後

株式会社 南西楽園ツーリスト

在庫をある程度保有しておりますが、本案内は手配・予約を保証するものではございません。ご希望通りにホテル・航空便が取れるとは限らない為、
出来るだけ早めのお申込みをお勧めします。　→　団体様の予約・問合せが多く、満室・満席になる予想です。

ツアーの予約

お支払

取消料の違い
お客様ご自身で購入された割引航空券を発券後にキャンセルされますと、キャンセル日に関わらず運賃の50％相当が取消料として発生いたします。しかし、パッケージツアーの
取消料は出発日の21日前までは一切発生いたしません。パッケージツアー用の席で飛行機が手配できれば発券期限（搭乗日の14日前）までお席を確保することができます。

mailto:h.fujie@nansei-rakuen.jp#

	ツアー募集要項

