
燃油サーチャージ込み!燃油サーチャージ込み!

感動！大自然 カンガルー島で野生動物たちに出会う旅

281,800円〜

　　363,900円

カンタス航空で行く!!

旅行代金/6日/カンタス航空/エコノミークラス席/基本プラン/2名1室利用/大人お1人様
※国内空港施設使用料・旅客保安サービス料・国際観光旅客税及び現地空港諸税は別途必要です。
旅行代金/6日/カンタス航空/エコノミークラス席/基本プラン/2名1室利用/大人お1人様
※国内空港施設使用料・旅客保安サービス料・国際観光旅客税及び現地空港諸税は別途必要です。

アデレード･シドニー6･7･8日
有名な

TV旅番組で
紹介され
ました!

TRAVEL

2019.5〜9月
関 空 発

オペラハウス／イメージ

6
日
7
日
8
日日程（◎＝入場観光、○＝下車観光、△＝車窓観光）� 食事マーク:朝昼夕

111【18：55～20：40】関西空港発i＜QF034便＞（約9時間50分）� 〈機中泊〉llj

222

【06：45～07：30】シドニー着
〜日本語乗継アシスト付き〜

【10：30～12：00】シドニー発i（約2時間10分）
【12：10～13：40】アデレード着　着後、アデレード市内観光へ。
〇グレネルグ・ビーチ、◎ベイ･ディスカバリーセンター、〇ウィン
ディポイント、◎セントラル･マーケット、△博物館・美術館、◎聖
ピーターズ大聖堂、〇ライト展望台へご案内します。観光後、ホテ
ルへ。夕食は、名物の石焼きステーキ＆シーフードをどうぞ。
� 〈アデレード泊〉llm

333

アデレード滞在
【終日】06：00～06：45頃出発（バス⇒フェリー移動）オーストラ
リアのガラパゴス島とも謳われているカンガルー島１日観光へ
＊1。野生のアシカを間近に見られる世界唯一の海岸〇シール･
ベイ保護区へ。日光浴や波乗りに興じるアシカの貴重な生態を
間近で観察します。昼食のあとは、〇ハンソンベイ・ワイルドラ
イフサンクチュアリーで野生のコアラ探索ウォーク。ワラビー
やハリモグラにも遭遇できるかも！その後、カンガルー島の西
端に位置する野生動物の宝庫、◎フリンダーズ・チェイス国立公
園へ。カンガルー島随一の景勝地〇巨大奇岩リマーカブル・ロッ
クスでは高さ30mにも及ぶ自然が創ったアート鑑賞。オットセ
イの群れが見られる〇アドミラルズ・アーチやカンガルー島固
有の花や植物をお楽しみください。
カンガルー島⇒アデレードへ（フェリー⇒バス移動）�22：30頃着
� 〈アデレード泊〉lkl

444
アデレード滞在
【終日】フリータイム。
バロッサバレー1日観光プランをご用意（要追加代金）左記参照
� 〈アデレード泊〉nll

555

ホテルから空港へご案内します。
【06：00～08：15】アデレード発i（約1時間50分）
【08：20～10：35】シドニー着　着後、シドニー市内へ。滞在中の
説明を行います。（チェックインは市内観光後となります）
【午後】シドニー市内観光�△ハーバーブリッジ、○ミルソンズ・ポ
イント、◎オペラハウス認定日本語ガイドによるオペラハウス館
内ツアー＊2、○ハイドパーク･パラックス、△セントメアリー大
聖堂を巡ります。� 〈シドニー泊〉lll

‒ 66・7
シドニー滞在
【終日】フリータイム。� 〈シドニー泊〉lll

678
日本語係員とともに車で空港へ。
【09：30～11：15】シドニー発i＜QF033便＞（約9時間55分）
【17：25～19：10】関西空港着� ljl

出発日

6日：2019年5/8～6/19の月・水・土曜日、
6/22～9/9の月・土曜日出発

7日：2019年5/9・16、6/13出発
8日：2019年5/8～6/19の月・水・木・土曜日、
6/20～9/12の月・木・土曜日出発

出発除外日 （6日）5/29、6/5・6��（8日）5/29、6/5・6
はご出発いただけません。

利用航空会社（日本発着時） カンタス航空（QF）

利用ホテル
（いずれも部屋指定なし）

アデレード：ホリデイイン・エクスプレス（Aクラス）
シドニー：ホリデイイン・ダーリングハーバー（Aクラス）
※トリプル（3名1室）利用はお受けできません。
※シャワーのみのお部屋となります。

添乗員 同行しませんが、日本語を話す現地係員がお世話します。
最少催行人員 2名（2名様以上でお申込みください。）

食事（機内食を除く） 6・7・8日共通　朝1回、昼1回、夕1回
※バロッサバレー1日観光プランは昼1回が追加になります。

パスポート・査証 パスポート残存有効期間 帰国時まで有効なもの
（日本国籍の方） 査証 ETAS（ETA）の取得が必要です。

※1カンガルー島では英語ツアーとなりますが、主な観光スポットをご紹介した日本語シートを現地で配布いたし
ます。夕食はフェリー船内もしくはフェリー乗場に到着後、各自でお召しあがりください（旅行代金には含まれませ
ん）。カンガルー島のアシカ、オットセイなどの動物観察は野生のため稀にご覧いただけない場合があります。※2催
行日が5/16、6/24、8/31、9/1にあたる日はオペラハウス館内ツアー不催行日となりますので、この日に当たる場
合は滞在中別の日に振り替えてご案内します。振り替え不可の場合はオペラハウスオリジナルグッズをお渡ししま
すが、返金はありません。

■旅行代金（基本プラン/エコノミークラス席/2名1室利用/大人お1人様）単位:円　券種BI�　 群照会コード 0690001598

カンタス航空は2019年1月現在燃油サーチャージを廃止しております。（裏面参照）
現地空港諸税及び国内空港施設使用料・旅客保安サービス料・国際観光旅客税は

別途必要です。（詳細は裏面参照）
日数 6日 7日 8日

ツアーコード 90281270 90281280 90281290
A 281,800� 292,800� 303,800�
B 292,900� 304,900� 315,900�
C 304,900� 316,900� 327,900�
D 328,900� 339,900� 350,900�
E 363,900� ー� 386,900�

1人部屋追加代金 43,000� 59,000� 75,000�
子供代金【CH】（2歳以上～12歳未満）ベッドと航空座席を使用されるお子様 　上記大人代金と同額
幼児代金【IF】（2歳未満）ベッドと航空座席を使用されないお子様（エコノミー・ビジネス共通） �一律25,000円
ビジネスクラス（関空⇔シドニー間）利用追加代金（往復、お1人様） �一律563,000円
※お申込みの前に裏面の「ご案内とご注意」及び「ご旅行条件」を必ずお読みください。
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旅行代金カレンダー

バロッサバレー１日観光プラン

※毎日催行�※最寄の市内集合場所（現地でご案内）へはご自身でご移動ください。※ワ
イナリーは予告なく変更となる場合があります。※未成年の方はワインの試飲はござい
ません。それによる返金等はございませんので予めご了承ください。※日本出発の14
日前までに、グループ単位でお申込みください。※取消・変更の場合の取消料の場合は、
基本コースの出発日を基準として所定の取消料が必要となります。取消（変更）料につ
いては裏面の「ご案内とご注意」をご参照ください。� 旅行企画・実施：グレイライン

オーストラリアワインの約60％を生産しているバロッサバレーを1日かけて観光します。
スケジュール
09：15　�アデレード市内出発� �

セッペルツ・フィールドワイナリー
でワインの試飲� �
ウルフブラスワイナリーにてワイン
の試飲・昼食� �
ハーンドルフの街散策

17：15　アデレード市内到着

●所要時間／09：15～17：15　●最少催行人員／4名様
●食事／昼食付き　●英語ガイドでのご案内となります。

追加代金
（お1人様） 大人15,000円（子供8,000円）

シドニーのシンボル・オペラハウスとハーバー
ブリッジを一度に見ることのできるシドニーら
しさ溢れるフォトジェニックスポットやオペラ
ハウス館内ツアーにご案内！

世界遺産オペラハウスと
シドニーハーバー・パノラマ観光

カンガルー島1日観光

5日目

3日目

リマーカブル・ロックス／イメージ

シール・ベイ保護区／イメージ

野生のコアラ／イメージ

※上記動物は野生のためご覧いただけない場合があります。

販売店の方へ 照会・予約方裏面参照／a：アクティビティ b：観光・ショッピング



旅の情報満載！ 日本旅行のホームページ

https://www.nta.co.jp/kansai/日本旅行 西日本 検索

〒530-0001　大阪市北区梅田1丁目11-4　大阪駅前第4ビル24階
観光庁長官登録旅行業 第2号　一般社団法人 日本旅行業協会正会員

株式会社 日本旅行
西日本海外旅行統括部

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う支店（営業所）での取引きに関する責任者です。
この旅行契約に関し、担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく下記の取扱管理者にお尋ねください。

受託販売

お申込み・お問い合わせ旅行企画・実施

日本語安心
サービス

日本旅行のツアーでは、旅先でのアクシデントに備え、損保ジャパン日本興亜の「日本語安心
サービス」をご用意しております。急なおケガや病気でお困りの時にご利用ください。
（２４時間３６５日体制、詳しくは最終日程表にてご確認ください。）

SJNK15-08789（2015/9/24）

19-084パンフレット
請求番号マ西事 19-084

2019年1月発行

●募集型企画旅行契約
(1)この旅行は、㈱日本旅行（以下「当社」といいます。）が企画・募集し実施する旅行であり、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（以下「旅行契約」といいます。）を
締結することになります。
(2)旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、本旅行出
発前にお渡しする確定書面（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
(1)当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の
申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行代金」
「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取扱い
ます。
(2)当社らは、電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による 旅行契約の予約の申込みを
受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず当社らが予約の承諾の旨を
通知した日の翌日から起算して３日以内に、当社らに申込書の提出と申込金の支払いを行っ
ていただきます。
(3)当社所定の旅行申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用さ
れるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された
場合は、お客様の交替の場合に準じ、交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情
により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には当
社所定の取消料をいただきます。
●旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に成立するものとします。
●旅行代金のお支払い期日
旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって60日目に当たる日以降22日目に当たる日
（以下「基準日」といいます。）までにお支払いいただきます。

●お客様の解除権
お客様は、いつでも以下に定める取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除する
ことが出来ます。なお、「旅行契約の解除期日」とは、お客様がお申込み店の営業日・営業時間
内に解除する旨をお申し出いただいた時を基準とします。

●当社の解除権  旅行開始前の解除
当社は、次に掲げる場合において、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。この場
合、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）の全額を払い戻しいたします。
（1）お客様の人数が各コースに記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合、当社は

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって２３日目（前項注1に規定するピーク時に旅
行を開始するものについては３３日目）にあたる日より前に旅行を中止する旨をお客様に
通知します。
（2）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、官公署の命令そ
の他の当社の関与し得ない事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全
かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
一例／日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上
の危険情報が出されたとき。　
●当社の免責事項
お客様が次に掲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。③運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこ
れらのために生ずる旅行の中止④日本又は外国官公署の命令、外国の出入国規制又は伝
染病による隔離、又はこれら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
●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
荷物に被っ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。
●ご旅行条件の基準
この旅行条件は2019年1月1日を基準としています。また、旅行代金は2019年1月1
日現在有効なものとして示されている航空運賃・適用規則又は2019年1月1日現在国
土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。

〈表〉取消料

＊注1：「ピーク時」とは、１２月２０日から１月７日まで、４月２７日から５月６日まで及び７月２０日から８月３１日までをいいます。

旅行契約の解除期日 取消料（おひとり）

旅行代金の20％

旅行代金の50％
旅行代金の100％

旅行開始日の前々日・前日及び当日
無連絡不参加及び旅行開始後

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって、４０日目以降
３１日目にあたる日まで

ピーク時に旅行を開始する場合 ： 旅行代金の10％
（5万円を上限）

ピーク時以外に旅行を開始する場合 ： 無料

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって、１４日目にあたる日
以降３日目にあたる日まで

旅行開始日の前日から起算して
さかのぼって、３０日目にあたる日
以降１５日目にあたる日まで

旅行代金が50万円以上                   ：10万円
旅行代金が30万円以上50万円未満  ： 5万円
旅行代金が15万円以上30万円未満  ： 3万円
旅行代金が10万円以上15万円未満  ： 2万円
旅行代金が10万円未満　　　　　　 ： 旅行代金の20％

申込金（おひとり）
旅行代金の20％

ご旅行条件（要約） お申し込みの際、別途、詳しい旅行条件を説明した「海外募集型企画旅行条件書」をお渡しいたしますので、事前にご確認の上、お申し込みください。
尚、「海外募集型企画旅行条件書」は当社ホ－ムペ－ジhttps://www.nta.co.jpからもご覧になれます。

ご案内とご注意
■当パンフレットは2019年1月1日現在の運賃、料金、各種情報を基準に発行しておりま

す。各種情報については予告なく変更される場合があります。
●パスポート・査証・渡航手続きなど
■パスポート（旅券）・査証（ビザ）・再入国許可及び各種証明書の取得及び出入国書類の作

成等はお客様ご自身の責任で行っていただきます。パスポートが有効かどうかの確認も
同様です。

■パスポート：各国が定めた残存有効期間を満たすパスポートが必要です。残存有効期間
は各日程表条件欄に明記しています。

　※航空便の乗継ぎ地によっては目的地ではない他の国の残存有効期間が求められる場
合がございます。目的地において求められる残存有効期間は満たしていても残存有効期
間が６ヶ月未満のパスポートは更新することをおすすめします。

■査証：各国が求める査証取得が必要です。査証要否は各日程表条件欄に明記しています。
■販売店では、お客様からのご依頼により、お客様の渡航手続きの一部を代行して行いま

す。これは、旅行契約とは別に販売店とお客様との間で渡航手続代行契約を締結してい
ただきます。また、販売店所定の渡航手続代行料金が必要です。

■パスポート、査証等の条件は日本国籍の方が当パンフレット掲載コースにご参加される
場合に適用されるものです。日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡航先国の領事館、入
国管理局事務所にお問合せください。

■旅行目的地の危険情報、衛生情報の入手方法
　渡航先（国又は地域）によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報

が出されている場合があります。お申込みの際に販売店にご確認ください。「外務省海外
安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp/）」、「外務省領事サービスセンター
＜海外安全担当＞（TEL：03-5501-8162/受付時間：外務省閉庁時を除く09：00 ～
17：00）」でもご確認いただけます。渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感
染症情報ホームページ（http://www.forth.go.jp/）」でご確認ください。

　外務省WEBサイトたびレジに登録すると旅行期間中、緊急事態発生など安全に関わる情
報がメールなどの方法で提供されます。

　詳しくはhttps://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/でご確認ください。
■オーストラリアの査証について
　査証又はETAS（ETA）が必要です。各自でご取得ください。詳しくは販売店にご確認く

ださい。
●お申込み・各種手配・ツアー実施など
■海外旅行のお申込み、ご予約にはパスポートに記載された正確なローマ字姓名、性別、生

年月日（西暦）の情報が必要です。異なった情報で予約されますと、航空会社の都合で情
報の変更ができなかったり、航空機の搭乗を拒否されたりすることがあります。また、旅
程を重複して予約されますと利用航空会社、ホテルはその予約を無効なものとして取り
扱うことがありますのでご注意ください。

■未成年者が親権者の同行なくご参加の場合、親権者の参加同意書を提出いただきます。
各国、地域の法律やホテルの営業規則等によって、未成年者（各国の法により年齢は異な
ります）のみの宿泊を禁じていることがあります。この場合、参加同意書の提出があって
も、申込みはお受けできません。

■18歳未満の方のみでのご参加はお受けできません。
■当ツア－で使用する航空機の運賃規則上、宿泊ホテルを使用することが条件となってお

り、指定のホテルに宿泊されることが参加資格となっております。
■現地における航空便での移動に際し、お客様のご都合により全部又は一部をご搭乗さ

れなかった場合は、未搭乗の区間以降の予約が航空会社によって取消される場合があり
ます。この場合、再予約が必要となり正規運賃が航空会社から別途請求されることがあ
ります。その際は本来の運賃と正規運賃の差額分の旅行代金が増額となります。
●旅行代金
■2名1室利用の大人お1人様の代金です（特に記載した場合を除く）。掲載旅行代金は当

パンフレットに掲載した出発日（期間）に限り有効です。
■現地空港諸税、日本の空港施設使用料、旅客保安サービス料、国際観光旅客税は含みま

せん。別途お支払いが必要です。
■大人以外の代金設定は子供代金（2歳以上12歳未満）、幼児代金（0歳、1歳）です。子供・

幼児の年齢は往路の国際線搭乗日の年齢が基準となります。 
　※1 代金設定がないツアーもあります。旅行代金表でご確認ください。
■幼児代金は以下の内容は含まれず、航空座席、ベッド、地上各サービス（食事、送迎及び観

光の際の車の座席など）は大人と一緒にご利用いただきます。
■当パンフレット掲載のツアーで使用する航空運賃は、航空会社の運賃規則上、往復の航

空便をご利用いただくことが条件となっているため、片道のみご利用される場合は、航
空会社からの正規運賃の請求に基づき、正規運賃との差額分の旅行代金が増額となり
ます。

■パンフレット作成基準日時点で徴収が行われている宿泊税は含んでおりますが、それ以
降に宿泊税が新設された場合はお客様のご負担になります。
●燃油サーチャージ（旅行代金に含まれています）
■燃油価格の異常な高騰、変動に対し、一定の水準、一定の期間の条件において、航空各社

が国土交通省航空局に申請を行い、認可された付加運賃です。航空会社、路線によって
額は異なりますが、全ての利用旅客に課金されるものです。当パンフレット掲載の旅行
代金に含まれております。新設、変更、廃止されることがありますが、旅行契約成立後で
もそれによる旅行代金の変更はいたしません。

■本パンフレットで利用するカンタス航空では2019年1月現在、燃油サーチャージは廃
止しております。

●空港諸税・空港施設使用料・旅客保安サービス料・国際観光旅客税（旅行代金に含まれ
ていません）

■各国、地域毎の法律等によって空港税等（出入国税、空港施設使用料、税関審査料など）の
支払いが渡航者個人に対し義務付けられています。当パンフレット掲載の旅行代金に現
地空港諸税及び国内空港施設使用料、旅客保安サ－ビス料、国際観光旅客税は含まれて
おりません。別途お支払いください。金額・支払い方法は以下をご覧ください。

　【現地空港諸税、国内空港施設使用料、旅客保安サービス料、国際観光旅客税】
　2018年12月25日現在（換算レート：みずほ銀行TTS売渡レート）
　1オーストラリアドル（AUSドル）＝約80.24円
　空港諸税・空港施設使用料等は予告なく、増額、新設、廃止されることがあります。現地空

港税はご利用便の目的地までの乗継ぎルートにより異なる場合があります。
●日本でお支払いいただくもの（航空券に含めて日本発券時に徴収されるもので、当社が

一旦立て替えをしています。）お申込みの販売店にお支払いいただきます。

　

国名 税の名称 対象旅客 税額（現地通貨） 日本円換算目安額

日本
空港施設使用料 国際線出発 大人：2,730円　子供：1,370円
旅客保安サービス料 国際線出発 大人・子供：310円
国際観光旅客税 国際線出発 大人・子供：1,000円

オースト
ラリア

出国税 国際線出発 60AUSドル（子供不要） 4,820円
旅客

サービス料
国際線・シドニー到着及び出発（QF） 31.28AUSドル 2,510円
国内線到着及び出発 8.64AUSドル 700円

保安税 国内線到着及び出発 5.53AUSドル 450円
※2019年1月7日以降に出国する旅行者へ新設された国際観光旅客税は旅行代金に含ま
れておりません。別途お支払いが必要です。
※日本円でのお支払額はご出発の31日前を目安に（遅くとも21日前までに）確定します。日

本円換算レートは、水曜日から火曜日までを１週間とし、ご出発の５週間前の水曜日の航
空券発券換算レートを適用します（10円未満は切り上げ）。確定後の為替変動による追
加徴収、返金はいたしません。確定後であっても空港諸税、空港施設使用料等が増額、新
設、廃止された場合、お客様のご都合による変更で税額が変わる場合はそれらの適用条
件に沿って改訂、ご案内し、その額をお支払いただきます。
●移動時（航空機及びその他の交通機関）
■航空スケジュールは、パンフレット作成時点の各航空会社の予定です。航空会社の都合

により、便の出発・到着時刻、便名、経由・乗継ぎ地等に変更がある場合がございます。直行
便が乗継ぎ便に変更されることもあります。臨時便が運航される場合、当該臨時便をご
利用いただくことがあります。最終日程表で再度ご確認ください。 

■運輸機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更等により旅行日程の変更、目的地滞
在時間の短縮及び観光箇所の変更、削除等が生じる場合があります。このような場合の
責任は負いかねますが、当初の日程に従った旅行サービスを手配するよう努力いたしま
す。

■空港～ホテル間の送迎及び観光時は、他のツアーのお客様（他社のお客様を含む）とご
一緒になる為、空港到着時、ホテル送迎・出発時に他のお客様をお待ちいただく場合が
あります（専用車利用など特に明記したツアーは除く）。車種はセダン、ワゴン、ミニバス、
バスを使用し、ツアーの参加人数によって異なります。（バス以外の場合、ガイドがドライ
バーを兼任することがあります）

■現地係員は航空便の搭乗手続きをお手伝いしますが、現地空港の保安ルールによって、
チェックインカウンター区域に立ち入りができないことがあります。その際は搭乗手続
きをお客様ご自身で行っていただきます。現地空港⇔ホテル間の送迎サービスを含むツ
アーにご参加の場合、お客様のご都合により送迎サービスをご利用されない場合は、お
申込み時にその旨をお取扱店にお知らせください。なお、往路の送迎サービスを利用せ
ず、復路の送迎サービスのみをご利用することは、通常、現地ご到着時にさせていただい
ている現地係員からのご案内（復路の集合時刻、場所などのご案内）が差し上げられず、
適切なサービスのご提供ができない恐れがありますので、原則としてお断りさせていた
だいております。但し、復路のご集合時刻、場所のご確認をお客様ご自身で現地旅行会社
に電話でお問い合わせいただくことを条件に、お受けすることがございます。
●宿泊
■２名1室利用の部屋タイプはベッド２台の「ツインベッドルーム」または大型ベッド1台の
「ダブルベッドルーム」です。部屋タイプを明記した場合を除き、「ツインベッドルーム」を
ご用意しますが、ダブルベッドルームに２台目のベッドとして簡易ベッドを入れてご利
用いただくことがあります。ハネムーナー、ご夫婦、12歳未満のお子様等がご一緒の場
合は、ホテル側が現地の習慣により、ダブルベッドルーム（大型ベッド1台のみ）をご用意
することがあります。

■宿泊地域・ホテルにより、バスタブが無くシャワーのみのお部屋となる場合があります。
その場合は、各日程表条件欄に明記します。

■お1人（または奇数人数）でご参加の場合、他の方との相部屋はお受けできません。
■部屋を1人で利用される方は1人部屋追加代金が別途必要です。同行者の取消しにより1

人利用となった場合であっても同様です。1名1室利用は特に記載した場合を除き、ベッ
ド1台のシングルルームをご利用いただきますので手狭になります。　

■3名１室（トリプル）利用は2人部屋にさらに簡易ベッド1台を入れるため非常に手狭です
（特に明記したトリプル専用ルームは除く）。一般的に簡易ベッドは夜遅くに搬入されま
す。トリプル利用ができないツアー、ホテル、部屋タイプもあります。各日程表条件欄、ホ
テルクラス表で明記します。トリプル利用ができないツアー以外にも簡易ベッドの利用
状況によってトリプル利用をお受けできないことがあります。

■ホテルチェックイン時にクレジットカードのご提示が必要となります。1部屋につき1枚、
ご準備をお願いします。デビットカードの場合、一旦セキュリティデポジットが口座から

引き落とされ、チェックアウト後返金されるため、口座への反映に時間を要することがあ
ります。

■ホテル名称に付記したクラス名称はLUX、EX、S、A、B、CでLUXが最上位で次が
EX→S→A→B→Cのクラス序列です。当社は各国が発行するホテル資料、お客様及び添
乗員のアンケートを参考に各ホテルを調査し、独自のクラスに区分しています。クラス評
価は全世界における絶対評価ではありません。各都市（地区）における相対評価です。
●ショッピング
■お客様の責任において十分注意し、ご購入ください。商品の確認、レシートの受け取りを

お忘れなく。当社は商品の交換、返品等のお手伝いはいたしかねます。
■ワシントン条約又は国内諸法令によって、日本へ持ち込みが禁止されている品物がござ

います。
■お客様の便宜を図るため、観光・送迎中に土産店にご案内することがあります。その場合

は、各日程表条件欄で土産物店の立ち寄り回数を表示します。（休憩場所、レストラン、観
光施設に併設されたものは除く）なお、これは入店や購入を強制するものではありませ
ん。土産物店にご案内できない場合は旅程保証の変更補償金の支払い対象となりませ
ん（特定の土産物店への入店を目的としたツアーを除く）。
●追加プラン
■本体ツアーに追加でお申込みいただける各種サービスのうち「プラン」と表示したもの

は、当社が企画・実施する募集型企画旅行の一部となります。プラン単独のお申込みはお
受けいたしかねます。取消の際は、本体ツアーの出発日を基準とした当社募集型企画旅
行の条件書に定める取消料が必要です。

■「各種の観光プラン（スパ・エステ・アクティビティなども含む）」「1人部屋利用プラン（1人
部屋追加代金）」は、取消対象となるプラン追加代金に対して、本体ツアーの出発日を基
準に取消料を適用します。
●添乗員・現地係員
■添乗員が同行しないツアーはご旅行を円滑に実施するため各地の現地係員が、次の案

内業務を行います。空港（駅・港）・ホテルへの送迎、移動、チェックイン、観光、現地事情、オ
プショナルツアー。フリータイム時、ホテル滞在時は同行しませんので、ご用の際、現地オ
フィスまたは夜間緊急連絡先に電話で連絡いただくことになります。航空機、列車等の
移動時に出発地～目的地間で乗継ぎがある場合は特に明記した場合を除き、お客様ご自
身で乗継ぎ手続きをしていただきます。

■現地係員は特に明記した場合を除き、日本語を話しますが、日本人とは限りません。
●その他
◆喫煙について
　オーストラリアの多くの地域で次の場所での喫煙が禁じられておりますのでご注意く

ださい。違反者には罰金が課せられる場合があります。喫煙が禁じられている場所：公
共の施設、ホテルの屋内施設、客室、ロビー、レストラン、バーなどの喫煙可能指定場所以
外。

◆電子たばこ・加熱式たばこの持込を制限している国・航空会社がありますので、出発前に
各ホームページなどでご自身でご確認ください。
●特別な配慮を必要とする方のお申込みについて
■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。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
いただきますので係員に必ずお申出ください。

※お申込み前に必ずお読みください。確定された旅行内容はご出発前にお渡しする最終日程表でご確認ください。

�プラン・オプショナルツアーの照会・予約操作方法� ：素材種別 ：素材種別詳細
照会： 海外ツアー詳細画面→追加商品参照→追加可能商品一覧→（利用日/素材種別

/素材種別詳細を設定）→検索→表示  （在庫を調べる場合）当該項目を選択し、予
約可能数をクリック

予約： 海外予約台帳→行程の操作→オプションまたはプランを追加する→追加可能商品一
覧→ （利用日/素材種別/素材種別詳細を設定）→検索→予約

�手配メッセージ�
海外予約台帳→予約関連の操作→手配メッセージの登録参照
�見積り&リクエスト�
海外予約台帳→行程の操作→見積り＆リクエスト→手配依頼→（利用日/開始時刻/方
面/アイティナリ名称の入力と手配内容を明記）

■スケジュール表の見方
●時間帯の目安

※各日程表記載の発着時刻、時間帯は予定です。季節、天候、曜日、ホテル立地等の現地事情や
航空便のスケジュールによって前後することがあります。ホテルの出発時刻等、詳細スケ
ジュールは現地でご案内いたします。
●マーク　i＝飛行機� p＝車（バス、バンなど）��o＝列車��q＝船舶�
　　　　　j＝機内食�n＝朝食�k＝昼食�m＝夕食�l＝食事なし

早朝 朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜
04:00 06:00 08:00 12:00 17:00 19:00 23:00 04:00


