
各プランとも15名

①2試合観戦プラン 朝3回/昼0回/夕0回
②1戦目観戦プラン 朝1回/昼0回/夕0回
③2戦目観戦プラン 朝1回/昼0回/夕0回

琉球バス交通

<北谷宿泊> ベッセルホテルカンパーナ沖縄 (2～3名1室利用)
<那覇宿泊> ホテルユクエスタ旭橋 (1～2名1室利用） のいずれかを選択いただけます

・大人、小人同額です。幼児(未就学児)や添い寝での宿泊のお申し込みは別途お問い合わせください。
・幼児は大人1名につき1名まで同伴できます。2人目から小人となります。(幼児は有料人員に数えません)
・親権者が同行しない未成年者のご参加は親権者の同意書が必要です。

・旅行代金に含むもの：観戦チケット(チケットなしプランの場合は含みません）、往復航空券(羽田～那覇)、
ホテル(朝食付)、添乗員(プラン①のみ)費用、行程表に記載の貸切バス.観光施設入場料、プレゼントグッズ代

①２試合観戦プラン [2021年9月30日(木)～10月3日(日)  3泊4日]
お一人様あたり 93,800円 *2試合分の観戦チケット込

②１戦目観戦プラン [2021年9月30日(木)～10月1日(金)  1泊2日]
お一人様あたり 59,900円 *1戦目の観戦チケット込

③２戦目観戦プラン [2021年10月2日(土)～10月3日(日)  1泊2日]
お一人様あたり 59,900円 *2戦目の観戦チケット込

2016年、リーグ誕生年の開幕戦と同カード。
歴史的な開幕戦が2021年、夢のアリーナでふたたび…

<１戦目> 2021.09.30（木） 19：00   沖縄アリーナ
<２戦目> 2021.10.02（土） 14：00   沖縄アリーナ

アルバルク東京
Ｂリーグ開幕戦オフィシャル観戦ツアー in 沖縄

vs 琉球ゴールデンキングス

最少催行人員

旅行代金

ホテル

食事

定員 バス会社各プランとも最大22名

Tip Off

Tip Off

★イチ押しポイント★

・歴史的な開幕戦の再戦を生で！この目で！観戦チケット(アルバルク応援シート)付き♪

・2試合ある開幕戦をご希望,ご都合に合わせて選べる３つのプラン！

・”観る”魅力に徹底的にこだわった今年完成の新時代のアリーナ『沖縄アリーナ』

・感染対策の徹底。バスは定員の半数で利用で密を避けゆったり。

・選べるホテル！ビーチ派には『北谷(ﾁｬﾀﾝ)』、シティ派には『那覇』

・ご家族や友人はもちろん、お一人様でも参加しやすいプラン！

・オフィシャルツアー特典！アルバルクオフィシャルグッズプレゼント！

協力アルバルク東京・MGスポーツ株式会社旅行企画・実施 株式会社日本旅行大阪法人営業統括部

プラン①のみ添乗員が同行します
(プラン②③にも一部プラン①の添乗員が同行)

添乗員

VS

※観戦チケットをお持ちの方は、下記の旅行代金でご参加いただけます。
【観戦チケットなしプラン】 お一人様あたり①2試合プラン 81,800円 ②③1試合プラン 53,900円

<北谷宿泊>ベッセルホテルカンパーナ沖縄 1名1室での宿泊をご希望の場合、上記代金に下記を加算します。
①2試合観戦プラン：+17,000円 ②1戦目観戦プラン：+8,000円 ③2戦目観戦プラン：+6,000円



月/日 日程

1
9/30

（木）

★基本は羽田予定 航空機 貸切ﾊﾞｽ ★入場観光 ★開幕戦必勝！入場チケット付 ★着後チェックイン

羽田または 沖縄アリーナ/開幕戦観戦 (北谷→那覇)
朝-午前発 午前-午後着 18:00着 (TipOff19:00) 21:45発 22:00着 22:30着

<朝食:×/昼食:×/夕食:×>

2
10/1

（金）

終日自由行動【那覇組は那覇観光、北谷組はマリンスポーツなどお楽しみください】

<朝食:〇/昼食:×/夕食:×>

3
10/2

（土）

貸切ﾊﾞｽ ★開幕戦必勝！入場チケット付

ホテル・・・午前自由行動・・・ホテル(那覇→北谷) 沖縄アリーナ/開幕戦観戦 (北谷→那覇)
12:00発 12:40発 13:00着 (TipOff14:00) 17:45発 18:00着 18:30着

<朝食:〇/昼食:×/夕食:×>

4
10/3

（日）

貸切ﾊﾞｽ 航空機 ★基本は羽田予定

ホテルご出発まで自由行動 ホテル(北谷→那覇) 羽田または成田空港
午前-午後発 午前-午後発 午後-夜着

<朝食:〇/昼食:×/夕食:×>

※記入例： バス 航空機 ＪＲ 私鉄 ・・・・・・・・・ 徒歩 ～～～～～ 船舶 朝食 昼食 夕食
※時間帯表記について 早朝…4:00-6:00  朝…6:00-8:00  午前…8:00-12:00  午後…12:00-17:00  夕刻…17:00-19:00  夜…19:00-23:00  深夜…23:00-4:00
※航空機について 右記いずれかの航空会社を利用いたします ANA、JAL、スカイマーク、ジェットスター、ピーチのいずれか
※この日程は 2021年8月19日現在のスケジュールです。 ※お客様の安全確保の為にバス走行中は常にシートベルトを着用願います。
※添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、同行の場合はお客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。

① ２試合観戦プラン
[2021年9月30日(木)～10月3日(日) 3泊4日]  *定員22名(最少催行人数15名)

② １戦目観戦プラン
[2021年9月30日(木)～10月1日(金) 1泊2日] *定員22名(最少催行人数15名)

③ ２戦目観戦プラン
[2021年10月2日(土)～10月3日(日) 1泊2日] *定員22名(最少催行人数15名)

月/日 日程

1
9/30

（木）

★基本は羽田予定 航空機 貸切ﾊﾞｽ ★入場観光 ★開幕戦必勝！入場チケット付 ★着後チェックイン

羽田または 沖縄アリーナ/開幕戦観戦 (北谷→那覇)
朝-午前発 午前-午後着 18:00着 (TipOff19:00) 21:45発 22:00着 22:30着

<朝食:×/昼食:×/夕食:×>

2
10/1

（金）

★空港集合 航空機 ★基本は羽田予定

空港集合まで自由行動<那覇組は那覇観光、北谷組はマリンスポーツなどお楽しみください> 那覇空港 羽田または成田空港
午後-夕刻発 午後-夜着

【復路はホテル→那覇空港まで送迎が付いておりません。ご自身での移動となります】
※北谷のホテルから那覇空港まで、高速バスが運行しております ※那覇のホテルから那覇空港まで、ゆいレールが運行しております

<朝食:〇/昼食:×/夕食:×>

※記入例： バス 航空機 ＪＲ 私鉄 ・・・・・・・・・ 徒歩 ～～～～～ 船舶
※時間帯表記について 早朝…4:00-6:00  朝…6:00-8:00  午前…8:00-12:00  午後…12:00-17:00  夕刻…17:00-19:00  夜…19:00-23:00  深夜…23:00-4:00  
※航空機について 右記いずれかの航空会社を利用いたします ANA、JAL、スカイマーク、ジェットスター、ピーチのいずれか
※この日程は 2021年8月19日現在のスケジュールです。 ※お客様の安全確保の為にバス走行中は常にシートベルトを着用願います。
※添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、同行の場合はお客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。

月/日 日程

1
10/2

（土）

★基本は羽田予定 航空機 貸切ﾊﾞｽ ★開幕戦必勝！入場チケット付

羽田または 沖縄アリーナ/開幕戦観戦 (北谷→那覇)
朝-午前発 午前着 13:00 (TipOff14:00) 17:45                       18:00着 18:30着

<朝食:×/昼食:×/夕食:×>

2
10/3

（日）

★空港集合 航空機 ★基本は羽田予定

空港集合まで自由行動<那覇組は那覇観光、北谷組はマリンスポーツなどお楽しみください> または成田空港
午後-夕刻発 午後-夜着

【復路はホテル→那覇空港まで送迎が付いておりません。ご自身での移動となります】
※北谷のホテルから那覇空港まで、高速バスが運行しております ※那覇のホテルから那覇空港まで、ゆいレールが運行しております

<朝食:〇/昼食:×/夕食:×>

※記入例： バス 航空機 ＪＲ 私鉄 ・・・・・・・・・ 徒歩 ～～～～～ 船舶
※時間帯表記について 早朝…4:00-6:00  朝…6:00-8:00  午前…8:00-12:00  午後…12:00-17:00  夕刻…17:00-19:00  夜…19:00-23:00  深夜…23:00-4:00  
※航空機について 右記いずれかの航空会社を利用いたします ANA、JAL、スカイマーク、ジェットスター、ピーチのいずれか
※この日程は 2021年8月19日現在のスケジュールです。 ※お客様の安全確保の為にバス走行中は常にシートベルトを着用願います。
※添乗員は旅程管理に万全を尽くすため、お客様と同行させていただきます。なお、労働基準法の定めからも勤務中、一定の休憩時間を適宜取得させることが必要ですので、同行の場合はお客様各位のご理解とご高配をお願い申し上げます。

■各プラン行程表

観戦ﾁｹｯﾄ込 お一人様あたり 93,800円

観戦ﾁｹｯﾄ込 お一人様あたり 59,900円

観戦ﾁｹｯﾄ込 お一人様あたり 59,900円



①下記ＵＲＬまたは右記QRコードの申し込みサイトよりお申し込みください。

https://va.apollon.nta.co.jp/alvark-2021kaimaku/
②キャンセル待ちは受け付けておりません。満席時は空席がある時にお申込み下さい。
③お申込後3日以内にご旅行代金を銀行振込み・クレジットカードのいずれかでお支払下さい。
お支払いが確認できない場合にはお申込みが取消される場合がございます。

④旅行保険加入ご希望の方は「日本旅行国内旅行保険」の受付サイトから各自様でお手続き・ご精算下さい。
⑤最終ご案内書面はご出発の７日前頃に受付サイトのトップページに掲示します。
⑥ご出発21日前頃の時点で、お申込み人数が最少催行人数未満の場合は催行を中止し、ご旅行代金をご返金します。

旅行企画・実施 観光庁長官登録旅行業第２号／（一社）日本旅行業協会正会員

TEL:06-6209-0707  FAX:06-6204-1763  MAIL:ec_gakkai@nta.co.jp
担当：アルバルク東京観戦ツアー受付デスク
・総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う支店での取引の責任者です。この旅行の契約に際し担当者からの説明に不明点がありましたらご遠慮なく上記の総
合旅行業務取扱管理者にご質問下さい。

営業時間 平日 9:30～17:30 土・日・祝休業
総合旅行業務取扱管理者：大津宜也
〒541-0051  大阪市中央区備後町3-4-1 山口玄ビル6階

お申し込み方法・ご案内

お問い合わせは・・・

ご旅行条件の要約（各コース共通/当パンフレットは旅行業法第12の4に定める取引条件の説明書類及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります）

当旅行は株式会社日本旅行大阪法人営業支店（以下当社という）が企画・実
施する旅行であり、当旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画旅行契約
を締結する事になります。
●申込方法と契約の成立：①当社所定の申込書に必要事項をご記入の上お一
人様に付申込金として旅行代金の２０％を添えてお申込み下さい。お申込金
は旅行代金・取消料・違約料の一部又は全部に取扱います。②契約は、当社
が契約の締結を承諾し、申込金を受理した時に成立いたします。③団体、グ
ループ(家族)の代表者を契約責任者として契約の締結及び解除に関する取引を
行います。④旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって14日前
までにお支払いいただきます。⑤通信契約による旅行契約は、当社らがお申
し込みを承諾する通知を発し、当該通知がお客様に到着した時に成立します。
●旅行中止の場合：ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最少催行人
員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合があります。この場合、
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって１４日目に当たる日より前に連
絡させていただき、お預かりしている旅行代金の全額をお返しします。
●旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの：①パンフレットに記載され
た日程に明示された交通費、宿泊費、食事代、入場料、消費税等の諸税及び、
添乗員同行費用が含まれます。②旅行日程に記載のない交通費、空港施設使
用料等の諸費用及び個人的性質の諸費用は含まれません。

●特別補償：お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故に
より生命・身体または手荷物に被られた一定の損害について、旅行業約款特
別補償規程により、死亡補償金、入院見舞金、通院見舞金、携行品にかかる
損害補償金を支払います。
●個人情報の取扱い：①当社は旅行申込みの際にご提供頂いた個人情報につ
いてお客様との連絡や運送、宿泊機関等の手配及びそれらのサービスの受領
のために必要な範囲内で利用させて頂きます。②当社、当社グループ会社及
び販売店では、⑴取扱う商品、サービス等のご案内、⑵ご意見、ご感想の提
供・アンケートのお願い、⑶統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用さ
せて頂く事があります。③この他当社の個人情報の取扱いに関する方針等に
ついてはホームページ(https:www.nta.co.jp)でご確認下さい。④当社はお客様の
お買物等の便宜のために免税店等に電子的方法によりお客様の個人情報を提
供します。なおこれらの事業者への個人情報の提供の「停止」を希望される
場合はお申込み窓口に出発の１０日前までにお申出下さい。
●このパンフレットに記載されている旅行日程および旅行代金は、２０２１
年８月１８日現在の資料を基準として作成されています。

●当社は安心してご旅行頂くため旅行保険加入されることを推奨しています。

●取消料：お客様は次の取消料をお支払い頂く事により旅行契約を解除できます。
なお取消日とは当社の営業日・営業時間内に解除する旨をお申出頂いた日とします

お客様の都合で出発日、コース、宿泊ホテル、人員等を変更される場合は、旅行代
金全額に対して取消料が適用されます。
●免責事項：お客様が次に揚げるような事由により損害を被られても、当社は責任
を負いかねます。ただし、当社又は、当社の手配代行者の故意又は、過失が証明さ
れたときはこの限りではありません。①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②運送・宿泊機関等の事故もしくは火災
により発生する損害③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために
生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止④官公署の命令によって生じる旅行日程
の変更、旅行の中止⑤自由行動中の事故⑥食中毒⑦盗難⑧運送機関の遅延、不通、
スケジュール変更、経路変更など、又は、これらによって生ずる旅行日程の変更も
しくは目的地滞在時間の短縮

【北谷】
ベッセルホテルカンパーナ沖縄

株式会社日本旅行 大阪法人営業統括部 企画旅行営業部

◆新型コロナウイルス感染防止対策について◆

当社では新型コロナウイルスの感染防止を図るために次の対策を講じております

・貸切バスは定員の半数で利用し、1名2席利用できるようにし、密を避けゆったりと利用。

・受付時と毎朝、健康申告書をご提出いただき、検温を実施します。

その際に該当症状や体温が37.5度以上ある方はご参加をお断りいたします。

・プラン①は添乗員が同行し、感染対策に努め、罹患者が発生した場合は緊急対応を行います。

プラン②③に関しても、プラン①で同行する添乗員が一部同行し、緊急時は対応を行います。

・団体での食事は設定せず、各自での食事にすることで大人数での会食を控えております。

・ツアー中は必ずマスク類をご着用ください。

・ホテルは2施設に分け、分散宿泊に努めております。宿泊業界ガイドラインに対応したホテルを選定。

・バスは外気導入モードで約5分で空気が入れ替わります。飛行機も約3分間で空気が入れ替わります。

■ホテルについて

【那覇】
ホテルユクエスタ旭橋

沖縄アリーナから車で10分、北谷町にある目
の前にビーチがあるリゾートホテル。
アメリカンビレッジ内にあり買い物に便利。

<宿泊予定：本館洋室 バス・トイレ付>

ゆいレール旭橋駅より徒歩２分、県庁や国際
通りにも徒歩圏内と立地に恵まれたワンラン
ク上のビジネスホテル。

<宿泊予定：洋室 バス・トイレ付>

※画像は全てイメージです(提供元:p-brain)
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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込み下さい。
旅行条件書（国内募集型企画旅行条件書）全文は次のＵＲＬから確認下さい。

https://www.nta.co.jp/syuku/nihon/ryokojoken_shusai.htm 

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や措
置が必要になる可能性があります。特別な配慮や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係員に必ずお申し出ください。

https://va.apollon.nta.co.jp/********/

