
～誰もがいっしょに旅を楽しむ～

ウェルネスツアー in沖縄

青い空と碧い海OKINAWAブルーの絶景！家族で楽しむ自然体験4日間の旅

2015年3月28日（土）～3月31日（火）
羽田／神戸発 3泊4日

ツアーご案内資料

旅行主催 神戸ユニバーサルツーリズムセンター

神戸市中央区中突堤町5－4 中突堤中央ビル2F
兵庫県知事登録旅行業第2－656号

旅行企画 株式会社 KBS創研 R&D事業部

春休み特別企画



* 本企画は、障がいのある方やご高齢、またそのご家族など、今まで旅行を

あきらめていた方々へ贈る【誰もがいっしょに楽しめる】旅づくりです。

* 障がいのある方も沖縄リピーターの方も楽しんで頂けるよう「心のバリアフ

リー」をテーマに「ひと味ちがう」沖縄の時間を提供させていただきます。

* バリアフリー旅行を専門に経験を積んだ添乗員、スタッフのサポートのもと

各種アクティビティや沖縄ならではの美しい海とご当地グルメ、

さらにディープで温かな沖縄の人々やまちの風景と出会う

「おきなわ再発見」の旅をお楽しみください。

沖縄ウェルネスツアーへのお誘い



全行程、安心のベテラン添乗員付き！（自由行動時は除きます。神戸空港から同行します。）

沖縄での介護サービスも万全！（ご要望によりお手配いたします。※別料金です。）

車いすも大丈夫 ! 移動の心配もありません！（移動は便利な貸切バスでご案内）

沖縄の人と触れあうアクティビティが盛りだくさん！（本ツアー限定企画もあり！）

沖縄の自然や文化を感じる知られざる郷土料理に舌鼓！（健康にやさしい沖縄食）

値ごろ感のある価格をご用意！（ご自身で個別に手配するよりもちょっぴりお得です）

沖縄ウェルネスツアーの６つの特徴
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沖縄ウェルネスツアーのご案内
【1日目】いよいよ沖縄へ！

都市 行程 食事

東京・神戸
（発）

沖縄那覇
（着）

金武

羽田、神戸各空港より一路沖縄へ

那覇空港着後、専用バスで金武へ

（約1時間半）

レストラン「長楽」で、今では珍しい
沖縄の伝統食材「田芋」（沖縄なら
ではのサトイモの一種）を使った素
朴ですが体に優しい郷土料理をご
賞味いただきます。

夕食後ホテルへ
（ネイチャーみらい館）

夕：地元レストラン
（沖縄に伝わる
「田芋」を使った郷土
料理）（イメージ）

いよいよ沖縄へ出発です！沖縄へは、東京（羽田）、関西（神戸）から直行便でひとっ飛び！
那覇空港からは専用バスで沖縄本島中部のまち、金武（きん）町へご案内します。

慌ただしい朝出発を避け、
ゆっくり準備いただける午後便利用。

沖縄の伝統食材「田芋」を使った
「ムジ汁」が絶品！！

「ムジ汁」は、田芋、芋茎
（田芋の茎）、豚肉などが
入ったみそ仕立てのお汁
ですが、特に芋茎の食感
が独特で、心がほっこりと
するような味です。
昔から子孫繁栄の祈りを
込めて、お正月や赤ちゃ
んが生まれた時、お祝い
の時に食された伝統料理
です。

マメ知識



金武（きん）町ってこんなまちです！

金武へは、那覇市内から高速道路を使って1時間ほどでいけます。人口1万人のち
いさなまちです。自然に囲まれ、きれいな海が皆様を迎えます。水が美味しいこ
とから泡盛の酒蔵もあります。また、米軍基地「CAMP HANSEN」があること
から、夜になると風景は一転。異国情緒あふれる雰囲気が楽しめます。最近では
スポーツ、医療、福祉そして観光に力をいれたまちづくりを展開しています。

マメ知識

宿泊先【ネイチャーみらい館】

様々なアクティビティが
楽しめる宿泊・体験施設です。
コテージ（和室・お風呂、
洗面所、お手洗いは共同に

なります）を
ご用意いたしております。
南国沖縄の雰囲気を存分に

楽しんでください！
まちなかでは
ビリヤードも楽しめます！



沖縄ウェルネスツアーのご案内
【2日目】選べるアクティビティを楽しもう！

ネイチャーみらい館およびその周辺で楽しめるアクティビティをご用意しました。
お好みに合わせてお好きなものをチョイスできます。（オプション）
沖縄の自然や地元の人たちとのふれあいが楽しみつつ、ご家族の思い出づくりをしましょう！
もちろん、全てのアクティビティは車いすの方もご参加いただけます！

午前中のアクティビティ（オプション） 午後のアクティビティ（オプション）ランチタイム（ツアー代金込です）

乗馬で癒される

ホース・
アシステッド・
テラピー

大きな馬の背に揺
られ、意思を通じ
合わせることに
よって、喜びや楽し
みがあふれ、日常
のストレスを癒して
くれます。

爽やかな1日の始まり

早朝ヨガ
ヨガの経験のない方
でも大丈夫。思いっ
きり身体を伸ばして
みましょう！

地元ソウルフード

タコスorタコライスに舌鼓！

金武で愛されているソウルフードです。
タコライスは金武発祥！ジャンボタコ
ライスでギネス認定記録も！金武なら
ではのアメリカンフードをご賞味いた
だきます。

SPAでのーんびり癒される

かりゆしカンナタラソラグーナ

14種類の海水
ジャグジー、
各種エステや
マッサージも
楽しめるバーデ
ゾーン。海と空
を望みながら
ゆったりと癒し
の時間をお過ごし
ください。

カヌー体験
ベテランスタッフが
一緒なので安心。別
名「海の森」といわ
れるﾏﾝｸﾞﾛｰﾌﾞ林。
沖縄本島で4種のマ
ングローブが見られ
るのはここ億首川だ
け！



沖縄ウェルネスツアーのご案内
【3日目】美しい景色と琉球時間を満喫！

都市 行程 食事

金武

本部

那覇

専用バスにて本部（もとぶ）町へ。

（約１時間）

沖縄へ行ったら立ち寄りたい
「美ら海水族館」へご案内します。
昼食は地元レストランへご案内いた
します。

（約２時間）

専用バスにて那覇へ。
夕食は琉球舞踊を楽しみながら
琉球料理をご賞味いただきます。

朝：ネイチャー
みらい館

昼：地元
レストラン

夕：地元
レストラン
（琉球料理）

宿泊：リッチモンドホテル那覇久茂地
（バリアフリールームをご用意）

各種自然体験をアクティブに満喫した翌日は、本島中部の美しい海を眺めながらのゆったり観光
＆ドライブコース。バスでらくらく移動できるので、家族みんなでたっぷりと景色も楽しめます。
有名観光スポットや琉球舞踊と琉球料理、沖縄ならではの時間をお楽しみください。

一度は訪れたい「美ら海水族館」

本島中部の美しい
海と空。のんびり
絶景ドライブもお楽
しみください。
（※イメージ）

ロビー、ツインルーム
イメージ



沖縄ウェルネスツアーのご案内
【４日目】午前中はフリータイム。
ご家族でご自由にお楽しみください！

都市 行程 食事

那覇

沖縄那覇
（発）

東京・神戸
（着）

午前中自由行動
（国際通りでショッピングなど）

楽しい思い出を胸に
空路東京、関西へ。

～お疲れ様でした～

朝：ホテル

昼：なし

那覇出発時間（午後便）までの間はフリータイムになります。国際通りでのショッピングやまち
歩きなど、ご家族でご自由にお過ごしください。

沖縄そば（イメージ） 石垣牛とあぐーランチ（イメージ）

国際通り（イメージ）

かりゆしウェア、シーサー、琉球ガラス・・・お土産もいろいろ。（イメージ）



【ウェルネスポイント①】
睡眠時のウェルネス度をCheck

「宿泊睡眠測定体験」も可能です！

※データ提供：琉球大学観光産業科学部 荒川雅志教授

国立大学法人 琉球大学 大学院観光科学研究科
ヘルス・ツーリズム研究センター監修による
睡眠測定が受けられます。

・宿泊という環境が最大限生かされる体験プログラム
・普段自覚することのない睡眠を簡易に測定、
視覚化できる機会により睡眠、休養への関心を高めるなどの効果

眠りながらご自身のウェルネス度を測定してみる、他ではなかなか出来ない体験もご用意し
ております。※先着順、体験料無料



【ウェルネスポイント②】
関節を動かす痛み（ひざの痛み等）を和らげ、自力で歩く力を取り戻す

関節装具ＣＢブレースのレンタルも可能です！

＜CBブレース＞とは
肘や膝を痛めた時、関節の負担を軽減するために用いる
特許技術を生かした（センターブリッジ）器具（装具）
のことです。専門技師が、お一人お一人の体にフィット
するよう丁寧に調整しながら装着をしていきます。装着後
は痛みが軽減されることで歩行が楽になったり、とご自身
の身体の変化に驚く方も多いようです。

～世界最軽量を実現した特許技術「CB構造」～
独自の特許技術に基づき製造されるセンターブリッジ（Center Bridge：CB）
により、 支持性（強度）を落とすことなく世界最軽量化（約79g／フレームのみ）を
実現。痛みもなくトレーニングできる、むしろCBブレースを装着した足の方が軽く感じ
られるなどの好評をいただいております。

株式会社佐喜眞義肢（さきまぎし）

事業内容
•義肢装具の開発・製作・販売・修理
•車椅子・リハビリ機器・杖・整形靴
・販売関節装具の製品開発
•CBブレース（オリジナル製品）の
開発・製作・販売・修理

取得特許
特許第29035509号
CBブレース（膝装具）



旅行代金のご案内

【神戸発】

おひとりさま89,000円
【羽田発】

おひとりさま96,000円

～旅行代金に含まれるもの～
・航空運賃（発地・那覇間：往復）
・貸切バス、高速道路料金（1日目～3日目）
・宿泊代金（3泊）
・食事代（朝食3回、昼食2回、夕食3回）
・添乗員費用（神戸～沖縄～神戸）

～旅行代金に含まないもの～
・2日目：アクティビティ（オプション）
・4日目：ホテル～那覇空港までの交通費
・食事の際のお飲物代および旅行中の個人的な支出

※契約の条件は旅行条件書でご確認ください。

パッケージツアー比較
（大手N社）

同様の旅行をパッケージツアーを使って手配すると・・・（神戸発着商品で比較）

基本代金 32,000 往復飛行機（最安値便）＋本部グリーンパークホテル1泊（3,000円）分
（往路航空機加算） 6,100 同じ時間帯として（神戸→那覇便）
（復路航空機加算） 5,700 同じ時間帯として（那覇→神戸便）
（レンタカー手配） 21,060 トヨタレンタカーW1クラス（サイドリフトアップシート車）を2名で利用の場合
（高速道路代） 1,060 那覇→金武（770円）、金武→許田（330円）、許田→那覇（1,020円）、計2,120円
（ガソリン代） 938 那覇・本部100ｋｍ×往復÷燃費1ℓ16km×150円＝1,875円
（宿泊追加） 11,000 ネイチャーみらい館2泊4食
（宿泊追加） 4,200 那覇リッチモンドと本部グリーンパークホテルとの差額（2名1室）
（食事追加） 8,100 昼食2回、夕食1回
（入場追加） 1,850 美ら海水族館
合計 92,008

本ツアーには添乗員がつきますので
お土産代分くらいお得になっています！

カヌー体験（約1.5時間） 3,500円～
ヨガ体験（約30分） 3,500円～
ヨガ体験（約60分） 5,000円～
ホースアシステッドテラピー（約1時間） 5,000円～
カンナタラソラグーナ（施設利用料） 1,980円～
CBブレースレンタル料（3日間） 3,000円～

各種アクティビティ価格のご案内

※介助有無、補助用品追加使用等によって追加料金が発生する場合がございます。
お客様のご都合に合わせて、別途お見積りいたします。



神戸ユニバーサルツーリズムセンター （NPO法人ウィズアス）旅行条件書

●募集型企画旅行契約
1）この旅行は、NPO法人ウィズアス（以下「当社」という）が、企画・募集し実施
する国内旅行であり、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事になります。
2）募集型企画旅行契約の内容･条件は､各ｺｰｽごとに記載されている条件の
ほか、下記条件、ご旅行お申し込み時にお渡しする旅行条件書、出発前に
お渡しする最終旅行日程表及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約
の部によります。

●旅行の申込み及び契約成立
1）申込書に所定事項を記入のうえ、お一人様につき下記の申込金または旅行
代金の全額を添えてお申し込みいただきます。お申込金は旅行代金、取消
料または違約金のそれぞれの一部として取扱いします。
2）当社は、電話、郵便、ﾌｧｸｼﾐﾘその他の通信手段（以下「電話等」という）
による旅行の申込を受け付けます。この場合予約の時点で契約しておらず
当社から予約の旨を通知したあと、予約の申し込みの翌日から起算して3日
以内にお申込書とお申込金を提出していただきます。この期間内にお申込
金を提出されない場合は、当社は予約が無かったものとして取り扱います。
3）お申込金（お一人様につき）

4）募集型企画旅行契約は、契約の締結を承諾し（3）の申込金を受領したとき
に成立したものとします。

●旅行代金の支払い
旅行代金は旅行出発日の前日から起算して14日前までにお支払いいた
だきます。
●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13日前に当たる日（日帰りの場合3日前）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。
●旅行に含まれるもの及び含まれないもの
旅行日程に明示した、運輸機関の運賃、料金、宿泊費食事代、入場料、
消費税等諸税、空港施設使用料及び添乗員同行費用が含まれます。
旅行日程に記載のない交通費等の諸費及び個人的性質の諸費用は
含まれません。

旅行代金 50,000円～100,000円未満 100,000円以上

お申込金 旅行代金の20%以上20,000円以上

●お客様からの旅行契約の解除 （取消料）
お客様はいつでも次の定める取消料（お一人様につき）をお支払いいただいて、
旅行契約の解除をすることができます。この場合、すでに収受している旅行代金
（あるいは申込金）から所定の手数料を差し引き払戻しいたします。申込金のみで
取消料がまかなえない時は、その差額を申し受けます。

なお、取消日とは、お客様が当社の営業日、営業時間に解除する由をお申し出、
いただいた日とします。お客様の都合で出発日、コース、ホテル、人数等を変更さ
れる場合、旅行費用全額に対して取消料が適用されます。
●当社の責任
当社は当社または手配代行者がお客様に損害をあたえたときは損害を賠償します。
お荷物に関する賠償限度額は15万円（ただし、当社に故意又は、重大な過失がある
場合はその限りではありません）また次のような場合は原則として責任を負いません。
お客様が天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官
公庁の命令その他の当社又は手配代行者の関与し得ない事由により損害をこうむっ
た時
●特別補償
当社はお客様が旅行参加中に、急激かつ偶然な外来の事故により生命、身体または
手荷物に被った一定の損害についてあらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払
います。
●個人情報の取扱について
当社は申し込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、旅行者と
の間の連絡のために利用させていただくほか、旅行者がお申し込みいただいた旅行に
おいて運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービス受領のため
の手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。
①当社と提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内
②旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い
③アンケートのお願い④サービスの提供
●旅行条件・旅行代金の基準
この旅行条件は2015年1月1日を基準としています。また旅行代金は2015年1月1日現在
の有効な運賃規則を基準として算出しています。

旅行代金の100%

④7日前に当たる日以前の解除

旅行開始の前日から起算してさかのぼって

⑤旅行開始前日の解除

⑥旅行開始当日の解除

①21日前に当たる日以前の解除

②20日前に当たる日以前の解除

③10日前に当たる日以前の解除

取消料旅行契約の解除期日

⑦旅行開始後の解除または無連絡不参加

無料

旅行代金の20%

旅行代金の20%

旅行代金の30%

旅行代金の40%

旅行代金の50%



わたしたちのご案内

神戸ユニバーサルツーリズムセンター（日本ユニバーサルツー
リズム推進ネットワーク会員）では、３つの笑顔～安心・安全の
笑顔・いっしょに楽しむ笑顔・低コストの笑顔～を大切にしなが
ら、より豊かな旅・滞在を創りだす「神戸ユニバーサルツーリズ
ム」という観光支援活動に取り組んでいます。

平成22年には旅行業を取得し、宿泊施設・観光施設などの予約、
各種交通機関の予約・発券、さらには国内外の旅行パッケージ商
品などの予約ができるようになりました。このサービスが全国に
広がり、根付いていくことを願いつつ、さまざまな業務に取り組
んでいます。

※ユニバーサルツーリズムとは・・・すべての人が楽しめるよう
創られた旅行であり、高齢や障がい等の有無にかかわらず誰もが
気兼ねなく参加できる旅行。観光庁が普及・促進を図り、全国的
に広まってきています。

神戸ユニバーサルツーリズムセンター
〒650-0042 神戸市中央区波止場町5-4 中突堤中央ﾋﾞﾙ2F

TEL/FAX 078(381)6470 http://wing-kobe.org

兵庫県知事登録旅行業第2－656号

株式会社KBS創研は、〈観光、レジャー、サービス業に携わる企業の発展

や、観光による地域の振興を支援することで、働くひと、住むひと、訪れるひ
との豊かな生活の向上に貢献する〉ことを理念とする観光コンサルティング
ファームです。
沖縄ウェルネスツーリズムには開発段階から携わり、2014年9月より神戸

ユニバーサルツーリズムセンターの外務員としてユニバーサルツーリズムの
普及に努めています。

株式会社 KBS創研 R&D事業部
〒103-0027 東京都中央区日本橋1-2-10 東洋ﾋﾞﾙ3F

TEL 03(6453)9088 FAX 03(6453)9089 http://kbsbiz.com

【ご旅行のお申込み・お問い合わせ】
神戸ユニバーサルツーリズム 外務員

（株式会社KBS創研 R&D事業部内）

担当：野中（のなか）

TEL:03(6453)9088 nonaka@kbsbiz.com

神戸ユニバーサルツーリズムセンター
兵庫県知事登録旅行業第2－656号

http://wing-kobe.org/
mailto:nonaka@kbsbiz.com

