
＜久米島３・４日間＞ 観光オプションのご案内 
 
 

ご利用いただける期間 
 
2019年 6月 14日～10月 31日のご旅行滞在中 

 

ご注意事項 
 
●AEON×JAL提携商品にお申し込みのお客さま限定オプショナルプランです。 
●出発日にてご購入(出発日の前日から加算して 14日前までに旅行会社にてご購入ください) 
オプショナルプランは、滞在期間中いつでもご利用いただけます。ご利用予定日にてご予約ください。 

【*除外日：8/31、9/1 *久米島到着日のご利用はできません。】（現地でのご利用日の変更は可能です。） 
●天候・海洋状況・船舶のメンテナンス等により、予告なしに変更または実施できない場合があります。 
●施設のご利用時間・営業時間・定休日等は変更になる場合があります。 
●一部メニューでは、特別メニューのため明記するセットプランとして公示販売を行っていない場合があります。 
その場合、現地販売価格については、提供する内容を全てご購入された場合の参考価格です。 

●集合（催行実施）場所まではお客さまご自身にて手配・移動ください。 
 

取消料について 
 

●取消料は利用開始日を基準として以下の料率が適用されます。 

利用開始日の前日から起算してさかのぼって 

 ａ）21日前まで：無料、ｂ）20日～8日前：20％、ｃ）7日～2日前：30％、ｄ）旅行開始日前日：40％、 

ｅ）利用開始日当日：50％、ｆ）利用開始後または無連絡不参加：100％ 
 

 

コース名 アイランドエキスパート久米島 はての浜上陸プラン（半日コース） 

商品コード(限定) NG7692A ●利用日にて予約（出発の前日から起算して14日前までに旅行会社にてご予約ください） 

オプション代金 ２，０００円（おとな・こども同額） 

現地販売価格＜参考＞ 
大人 3,500円 小人（4～11歳）2,500円、3歳以下無料（ただし、現地にて乗船手数料として1名につき

300円お支払いください） 

代金に含まれるもの 乗船代、ライフジャケット代、消費税等諸税 

 

行程 

●行程：リゾートホテル久米アイランド →はての浜（滞在：1時間～2時間）→リゾートホテル

久米アイランド 

●集合時間：<夏季>8：45 <冬季>9：45 

※季節および海洋状況により集合時間・所要時間等は変更になる場合があります。前日スポーツデ

スクにてご確認ください。 

●所要時間：2～3時間 

※海洋状況により、ツアー時間は変更・中止になる場合があります。 

クーポンについて クーポンはありませんので、「旅程表」を受付場所係員にご提示ください。 

ツアー受付場所 リゾートホテル久米アイランドロビー内スポーツデスク 

備考 

●除外日：8/31、9/1 

●久米島到着日のご利用はできません。 

●最少催行人員：2名 

●スノーケルセットをお持込のお客さまは、安全同意書のご記入が必要です。 

●遊泳される方はお部屋で水着を着用しご集合ください。 

●はての浜は仮設トイレのみです。事前にお済ませの上ご集合ください。 

●日焼け対策は十分に行ってください。 

●寒さ対策として防寒着など羽織るものをご持参ください。 

●必要以上の現金、貴重品はお持ちにならないようお願いいたします。 

●リゾートホテル久米アイランドチェックイン後、前日までに同フロアー内スポーツデスクに必

ずお立ち寄りください。受付と注意事項のご案内があります。 

●天候・海洋状況により変更または実施できない場合があります。催行中止の場合はアイランドエキス

パート久米島よりご連絡をいたしますので、ご予約時にお客さまのご旅行中の連絡先・久米島到着日・

往復のご利用飛行機便名・ご利用日前日の久米島での宿泊ホテル名をお申し出ください。 

＜お問い合わせ＞ 

アイランドエキスパート久米島（リゾートホテル久米アイランド内）098-985-7746 

＜運営＞株式会社アイランドエキスパート 



＜久米島３・４日間＞ ディナーオプションのご案内 
円 

ご利用いただける期間 
  
2019年 6月 14日～10月 30日のご旅行滞在中 

 

クーポンについて 
 
「クーポン」をホテルフロントまたはレストランにご提出ください。 

  

※ご出発前に必ずお読みください。 
 

●AEON×JAL提携商品にお申し込みのお客さま限定オプショナルプランとなります。 
●出発日にてご購入(出発日の前日から加算して 14日前までに旅行会社にてご購入ください)。 
※滞在期間中いつでもご利用いただけます。ご利用予定日にてご予約ください。 
（現地でのご利用日の変更は可能です）。 

●ご利用便によっては、初日にご利用いただけない場合がありますので、ご注意ください。 
●施設のご利用時間・営業時間・定休日等は変更になる場合があります。 
●貸切・その他事情によりご利用施設・レストランがクローズになる場合がございますので予めご了承ください。 
●レストランの予約はされていません。 
満席、貸切、混雑、その他施設都合により、ご希望の日時でご利用いただけない場合やお待ちいただく場合あります。事前
にお客さまご自身で直接施設へお問い合わせください。 

●レストランによっては、全席禁煙または一部禁煙席となる場合があります。 
●ホテル指定メニューの中からご利用いただけます。 
指定されたメニュー以外（飲み物等）についてはお客さま負担となります。 

●メニュー内容詳細は季節により変更となる場合があります。 
また、連泊の場合でも同一メニューとなる場合があります。 

●現地販売価格<参考>は特に注釈のない限り、2019年 4月現在のおとな 1名様あたりの参考価格です。 
予約なしに変更になる場合があります。 

 

取消料について 
 

●取消料は利用開始日を基準として以下の料率が適用されます。 

利用開始日の前日から起算してさかのぼって 

 ａ）21日前まで：無料、ｂ）20日～8日前：20％、ｃ）7日～2日前：30％、ｄ）旅行開始日前日：40％、 

ｅ）利用開始日当日：50％、ｆ）利用開始後または無連絡不参加：100％ 
 

 

コース名 リゾートホテル久米アイランド ディナー 

商品コード(限定) NG7690H 
●利用日にて予約（出発の前日から起算して 14 日前までに旅行会社にてご予約ください）

●利用日不可日 10/26・27 

オプション代金 ２，０００円（おとな・こども同額） 

代金に含まれるもの 指定メニューの食事代、サービス料、消費税等諸税 

備考 

●ご利用レストラン（内容） 
◇アカバナ（和食セットメニューまたは洋食セットメニュー） 
営業時間：18：00～21：30（ラストオーダー20：30） 
＊現地販売価格：なし 

＜運営＞リゾートホテル久米アイランド 
 
 

＜久米島３・４日間＞ レンタカープランのご案内 
 

設定期間 
 
2019年 6月 14日～10月 31日利用開始分 ※ただし、出発除外日に準ずる。 
利用日にて予約（出発日の前日から起算して 14日前までに旅行会社にて予約) 
 

コース一覧および販売価格表 
■久米島（禁煙車） 

ご注意事項 



●ご利用いただけるレンタカー会社： オリックスレンタカー 

コース名 商品コード 

代金【1台】 

Ｓクラス 

A期間 B期間 C期間 D期間 

2泊 3日間 NG7693D 13,900円 15,500円 14,200円 15,500円 

3泊 4日間 NG7694D 17,500円 19,600円 17,900円 20,000円 
 

A期間 
6/14～21、6/24～28、7/1～5、7/8～12、7/15～18、8/26～30、9/2～6、 
9/9～12、9/16～19、9/23～30 

B期間 
6/22･23、6/29･30、7/6･7、7/13・14、7/19～8/25、8/31、9/1、9/7･8、 
9/13～15、9/20～22 

C期間 10/1～10、10/14～31 

D期間 10/13 

 

乗車定員 
 

定員 5名  ※「こども添い寝」のお子さまをお連れになる場合、乗車定員に含まれますのでご注意ください。 
 

代金に含まれるもの 
 

レンタカー料金（カーナビ料金含む）、免責補償料金、保険、消費税等諸税。 

※保険・ノンオペレーションチャージについては、別紙「レンタカー（保険補償・その他ご案内）」をご参照ください。 

※利用時間の短縮による払い戻しはできません。利用日数を超えた場合は延長料金をお支払いいただきます。（現地払い） 
 

代金に含まれないもの 
 

有料道路料金、駐車料金、ガソリン代。 
 

配車・返車場所 
 

【配車】・・・久米島空港カウンター   

【返車】・・・久米島空港店 
 

配車・返車時間 
 

●空港対応営業所で配車・返車される場合：日本航空・日本トランスオーシャン航空・琉球エアーコミューターの 

始発便～最終便まで原則可能です。（航空機の接続がある場合のみ）ただし、到着時間が深夜におよぶ場合、配車で 

きない場合があります。 

●空港対応営業所への返車時間の目安は、ご搭乗便の1時間前です。ただし、営業所の営業時間内での返車が優先です。 

●返車方法については配車時にご確認ください。 

 

チャイルドシートについて 
 

道路交通法上、6歳未満のお子さまにはチャイルドシートの着用が義務付けられております。該当する方は、レン 

タカーご予約時にご利用になるチャイルドシートの種類をお申し出ください。なお、チャイルドシートの装着によ 

り定員の乗車ができない場合があります。別紙「レンタカー（チャイルドシート）」をご覧ください。 
 

クーポンについて 
 

クーポンはありませんので、旅程表をご提示ください。 

 

その他のご案内 
●レンタカーの台数には限りがございます。 

●車種のリクエストはお受けできません。 

原則としてオートマチック車・カーステレオ（CDプレイヤー）・カーナビ付きです。 

●カーナビにつきましては、走行状況や利用条件によっては正常に作動しない場合があります。 

また 5年以内の新設の道路や、新規宿泊・観光施設はカーナビに表示されない場合があります。 

カーナビ作動中、音楽が聴けない場合があります。 



●ご利用上の注意はレンタカー係員にお問い合わせください。 

取消料について 
 

●取消料は利用開始日を基準として以下の料率が適用されます。 

利用開始日の前日から起算してさかのぼって 

 ａ）21日前まで：無料、ｂ）20日～8日前：20％、ｃ）7日～2日前：30％、ｄ）旅行開始日前日：40％、 

ｅ）利用開始日当日：50％、ｆ）利用開始後または無連絡不参加：100％ 
 

 

運営 
 
オリックス自動車株式会社 

 
 

レンタカー（保険補償・その他ご案内） 
 

保険補償 
レンタカー会社保険補償には免責補償料金を含みます。 

オリックスレンタカー 

対人賠償保険 無制限（1名につき、自賠責保険を含む） 

対物賠償保険 無制限（１事故限度額） 

車両保険 時価まで（１事故限度額） 

人身傷害補償保険 

1名につき３，０００万円まで 

搭乗者の自動車事故によるケガ（死亡・後遺障害を含みます）につき、

運転者の過失割合に関わらず、損害額を補償いたします。 

損害額の認定は保険約款に基づき保険会社が実施。 

※損害額認定は保険約款に基づき保険会社が実施 

※保険の免責金額および給付される保険金を超える損害額はお客さまのご負担となります。 

※保険契約の免責事項に該当する事故の場合、保険金は給付されません。 

また警察の事故証明のない場合、保険金が給付されない場合もあります。 

※保険・補償制度は予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。 

 

ノンオペレーションチャージ 
 

万一事故・盗難・故障・汚損等を起こされ、車両の修理・清掃が必要となった場合、その期間中の営業補償として 

下記金額をご負担いただきます。（免責補償制度に加入されていてもご負担いただきます。） 

予定の店舗・営業所に車両が返還された場合（自走可能） 20,000円 、その他上記以外の場合 50,000円   

※ノンオペレーションチャージは予告なく変更になる場合がありますのでご了承ください。 

 

その他ご案内 
 

●ペットの同伴を希望される場合は、レンタカー会社によって取り扱い方法が異なります。 

詳しくはレンタカー会社にお問合わせください。 

●レンタカー運転中に事故などにあわれた場合でも、当社は代替サービスの手配はできませんので、お客さまご自身の負担

でお願いします。 

●カーナビにつきましては走行状況や利用条件によっては正常に作動しない場合があります。 

また、5年以内の新設の道路や新規宿泊・観光施設はカーナビに表示されない場合があります。 

 

 

レンタカー（チャイルドシート） 
 

道路交通法上、6歳未満のお子さまにはチャイルドシートの着用が義務付けられています。 

該当する方は、レンタカーご予約時にご利用になるチャイルドシートの種類をお申し出ください。 

下記内容は基本的なご案内となり「法令に定めるやむを得ない理由」に該当する場合は、運転免許保有者が法令に定める内容

に従い対応をお願いいたします。 

 

 

 



 

種類 
 

チャイルドシートは年齢、体格により３種類のタイプがあります。 

種類 
適用の目安 

体重 年齢 身長 

ベビーシート（乳児用） 10Kg未満 新生児～１歳くらい 70ｃｍ未満 

チャイルドシート（幼児用） 9～18Kg以下 1～4歳くらい 100ｃｍ以下 

ジュニアシート（学童用） 

※背もたれなし 
15～36Kg以下 4～10歳くらい 135ｃｍ以下 

 

・レンタカーご予約時にチャイルドシート利用のお申し出がないと、レンタカーの貸出しが出来ない場合があります。 

・チャイルドシートの装着は原則としてお客さまご自身で行なっていただきます。 

・チャイルドシートの装着により、定員の乗車が出来ない場合があります。 

 

取付箇所の目安 
 

チャイルドシートの取り付けに関しては、原則以下の通りになります。 

ただし、車種により乗車定員、チャイルドシート設置場所が異なる場合があります。 

◎：チャイルドシート装着可能（第一推奨位置） 

○：チャイルドシート装着可能（第ニ推奨位置） 

△：助手席にやむを得ず取り付ける場合は、エアバックから遠ざけるため、助手席のシートを一番後ろに下げ、 

チャイルドシートを前向きに取り付けて使用してください。 

×：チャイルドシート装着不可 

  

軽自動車(定員：４名乗り)     

ドライバー ◎           

  

  

△ ◎           

  

  

  

普通乗用車(定員：５名乗り)   普通乗用車(定員：6名乗り) 

ドライバー ◎     ドライバー ◎ ◎ 

  

×   

△     △ ○ ◎ 

○   

  

  

ワゴン車(定員：７名乗り)   ワゴン車(定員：８名乗り) 

ドライバー ◎ ◎   ドライバー ◎ ◎ 

  

×   × × 

△ ○   △ 

○   ○ ○ 

  

 

チャイルドシートは 1席につき（おとな 1.5人分）のスペースを使用します。後部座席が 3名乗りでもチャイルドシートを 1席

装着するとおとなは 1名しか乗車いただけない場合があります。 

また、チャイルドシートを 2席装着すると、後部座席には他の方は乗車できない場合があります。 

定員が 7名の場合も同様に、1列につき 2席しか装着できません。  


