
販売店の方へ 当コースは提携販売店様からのご予約は承れません。

国内空港施設使用料（2,090円）・旅客保安サービス料（520円）及び現地空港諸税 目安（約5,530円、2018.3/26現在）は別途、必要となります。

旅行代金（お1人様／大人・子供同額／2名1室／エコノミークラス利用）

2018年
6月～10月

■出発日と旅行代金
（お1人様／大人・子供同額／2名1室利用）

エコノミークラス プレミアムエコノミークラスプレミアムエコノミークラス
ツアーコード：80835002ツアーコード：80835000

〈機中泊〉
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12:45：成田空港発
約12時間40分
18：25：ミラノ着

10：30：成田空港着

09：00：ミラノ散策

午後：ベニス着

15：15：ローマ発
約12時間15分

約4時間（WC①）

18：00：ローマ着

ローマ滞在

ローマ滞在

バチカン美術館見学

ウフィッツィ美術館見学

ピサ

フィレンツェ

20：00：カレンツァーノ着

午後：フィレンツェ発

08:00：フィレンツェ観光

08:00：ローマ観光

歩行時間  Ｂ

歩行時間  Ｂ

歩行時間  Ｂ

歩行時間  Ｂ

08：00：ベニス発

空路、 アリタリア-イタリア航空の直行便 でミラノへ。
着後、 ホテルへ。

〈ベニス（メストレ・郊外）泊〉

午前：ミラノ市内散策 （ドゥオモ周辺での散策〈約1時間〉をお楽しみください。） 　
　　　散策後、水の都ベニスへ。
午後：世界遺産・ベニス市内観光 （◎サンマルコ寺院や○サンマルコ広場、
　　　◎ベネチアングラスの工房、○リアルト橋などをめぐります。）

午前：世界遺産・フィレンツェ市内観光 （ルネッサンス期の名品を収める◎ウ
　　　フィッツィ美術館　や◎ドゥオモなどをめぐります。  観光後、約1時間の
　　　フリータイムもおとりします。）
　　　観光後、永遠の都ローマへ。　夕食は 名物サルティンボッカ

午前：斜塔で有名な街ピサへ。
午後：世界遺産・ピサ観光 （有名な○斜塔や○ドゥオモ、○洗礼堂へご案内。）
　　　昼食は きのこのパスタ　観光後、花の都フィレンツェへ。
　　　着後、 ミケランジェロ広場よりフィレンツェの美しい街並み をご覧いた
　　　だきます。　夕食は 名物のビステッカ・フィオレンティーナ

終日：世界遺産・ローマ市内観光 （○コロッセオや○トレビの泉、○スペイン
　　　広場、バチカン市国の◎サンピエトロ寺院などをめぐります。  さらに、
　　　◎バチカン美術館では、ミケランジェロの壁画「最後の審判」で有名な
　　　システィーナ礼拝堂へご案内。）　昼食は 本場ピッツェリアでピッツァ
　午後（16：30頃から）：フリータイム

終日：ローマでフリータイム

空路、 アリタリア-イタリア航空の直行便 で帰国の途へ。

〈ミラノ泊〉

快適なSクラス

〈カレンツァーノ泊〉

市内中心部のホテル 〈ローマ泊〉3連泊

市内中心部のホテル 〈ローマ泊〉3連泊

市内中心部のホテル 〈ローマ泊〉3連泊

ゴンドラ遊覧プラン ※要追加代金観光プラン

カプリ島1日観光（昼食付）※別途追加料金OP

※フライトスケジュール（発着時間）は、2018年3月現在のものです。

約1.5時間

約25分

約3.5時間（WC①）
午前：ミラノ発

約4時間（WC①）

※掲載の情報は、2018
年3月現在、航空会社よ
り入手のものです。いず
れも予期できない航空会
社の機材変更、運航計画
の変更により、ご搭乗日
において掲載の使用と異
なる場合があります。

（相部屋不可）1人部屋追加代金

座席の一例（イメージ）座席の一例（イメージ）

ローマで終日フリータイム！

人気4都市をめぐります！人気4都市をめぐります！

イタリアの名画の数々を鑑賞！イタリアの名画の数々を鑑賞！
ローマで終日フリータイム！

4日目
フィレンツェ

5日目
バチカン市国

6日目6日目

ミラノ着18：25！ （所要約13時間）直行便で早めの到着！

ローマ市内中心部のホテルに3連泊！

大売出し！大売出し！大売出し！大売出し！ 8
日

観光プランをご用意！

ローマ（トレビの泉）／イメージ

イタリアルネッサンス期の名品を収める

ウフィッツィ美術館へご案内！

バチカン美術館へご案内！

ウフィッツィ美術館へご案内！

バチカン美術館へご案内！

229,900円6月   26
7月    3
7月   17
7月   24・31

8月   21
9月    4
9月   18
9月   25
10月   9

259,900円

289,900円
8月   14 329,900円

269,900円

309,900円

279,900円
289,900円

259,900円
249,900円

349,900円

409,900円
499,900円

399,900円
409,900円

379,900円
369,900円
55,000円

■最少催行人員：20名。6/26、7/17・31、8/14、9/18出発：2名（但し、ご出発から60日～90日前ま
でに最少催行人員に満たない場合は、催行を中止させていただく場合がございます。）■食事：朝食（アメ
リカンまたはビュッフェ）6回・昼食3回・夕食3回（機内食は除く）■添乗員／成田出発から成田帰着まで同
行いたします■利用航空会社：アリタリア-イタリア航空■利用ホテル（ホテルクラスは弊社基準による）
〈ミラノ〉リパモンティ・レジデンス（郊外）、セント・ジョン、ベストウエスタン・ゴールデンマイル、NHミラノ
ドゥエ・コンプレックスいずれかの弊社Aクラスホテル、〈ベニス（メストレ・郊外）〉アントニー・パレス（マル
コン）、クラウンプラザ（クアルト・ダルティーノ）、ダブルツリー・バイ・ヒルトン・ベニス・ノース（モリアノ・ベ
ニス）、ノボテル・ベニス・メストレ・カステラーナ、NHラグーナ・パレスいずれかの弊社Ｓクラスホテル、〈カ
レンツァーノ〉デルタ、ファースト、アート・ホテル・ミロいずれかの弊社Aクラスホテル、〈ローマ〉マディソ
ン、ベストウエスタン・プレジデント、ベストウエスタン・ロイヤル・サンティーナ（8/21出発：ベストウエスタ
ン・ウニベルソ弊社Sクラスホテル）いずれかの弊社Aクラスホテル

2名様より
出発保証日
設定あり！

2名様より
出発保証日
設定あり！

2名様より
出発保証日
設定あり！

2名様より
出発保証日
設定あり！

添乗員同行添乗員同行

11：00頃ホテルを出発して、空港へ向かいます。（ホテルチェックアウト10：00）

ミラノ ベニス ピサ フィレンツェ ローマミラノ ベニス ピサ フィレンツェ ローマ

ウフィッツィ美術館へご案内！
イタリアルネッサンス期の名品を収める

バチカン美術館へご案内！
ミケランジェロの壁画「最後の審判」鑑賞ミケランジェロの壁画「最後の審判」鑑賞

快適なSクラス
ホテルに宿泊！

市内中心部の
ホテルに3連泊！

2日目：ベニス（メストレ・郊外） 4～6日目：ローマ

イタリア名物料理をご堪能！イタリア名物料理をご堪能！

6日目：カプリ島1日観光（昼食付）2日目：ゴンドラ遊覧プラン
観光プランをご用意！
要追加
代金

ローマ（トレビの泉）／イメージ

夏休み期間設定あり！！夏休み期間設定あり！！夏休み期間設定あり！！

世界遺産世界遺産

ビステッカ・フィオレンティーナ、サルティンボッカ、
ピッツェリアでピッツァなどお楽しみください！

ローマ市内中心部のホテルに3連泊！ローマ市内中心部のホテルに3連泊！ローマ市内中心部のホテルに3連泊！

アリタリア-イタリア航空の
往復直行便を利用！
アリタリア-イタリア航空の
往復直行便を利用！

プレミアム
エコノミークラス！
プレミアム
エコノミークラス！お得なプレミアム

エコノミークラスをご用意！

ミラノ ベニス フィレンツェ ローマ

ピサにもご案内！ピサにもご案内！ピサにもご案内！さらに！さらに！

本
場

フリータイム
に便利！

ローマでのフリータイムに
おすすめオプショナルツアー！
ローマでのフリータイムに
おすすめオプショナルツアー！ 別途

追加料金
別途
追加料金

◎印は入場観光　○印は下車観光　△印は車窓観光 OP はオプショナルツアー

○
印
は
2
名
様
よ
り
出
発
保
証
！

人間工学に基づいて研究された快適なシート
は、エコノミークラスより足元が最大40％広
く、オンデマンドの10.6インチパーソナルテ
レビ、USB端子、読書灯、ノイズキャンセリン
グ機能のヘッドフォンを完備しています。
■シートピッチ／96.5cm
■リクライニング角度／123度
■シート幅／46cm

■シートピッチ／96.5cm
■リクライニング角度／123度
■シート幅／46cm

往路

復路 ローマ発15：15！ 朝食をゆっくりお取りいただけます！！

お得！！

イヤホンガイドサービス付

アリタリア-イタリア航空 で行く！！アリタリア-イタリア航空 で行く！！アリタリア-イタリア航空 で行く！！往復直行便

注

注

注.4日目、ウフィッツィ美術館は、混雑のため1時間以上お待ちいただくことが予想される場合、アカデミア美術館やピッティ宮殿等、他の施設を見学する場合がございます。

（20：00ホテル着）



●航空機
※フライトスケジュール（発着時間）は、2018年3月現在のもので、航空会社の都合により変更になる場合がござ
　います。確定時刻は最終日程表でご確認ください。
●宿泊
※ハム・ソーセージ・ジュースのついた朝食またはビュッフェスタイルの朝食をご用意しますが、ホテル発が早朝とな
　る場合の朝食はボックスブレックファスト（お弁当）となる場合がございます。
※ミラノ、カレンツァーノ、ローマのホテルはシャワーのみのお部屋となります。お部屋によりバスタブ付となる場合が
　あります。
※最終地延泊プランの設定はありません。
●観光・送迎
※このコースは弊社企画実施の他のツアーと同じバスで観光・送迎・添乗案内を行います。その場合一人の添乗員
　が同時にお世話いたします。また添乗員はホテルに同泊しない場合があります。
※現地事情により、観光及び宿泊の順序を入れ替えて実施する場合があります
※コース内の教会や寺院、大聖堂（カテドラル）等は突然の公式行事やミサにより見学できない場合があります。ま
　た改装工事が行われる場合は一部足場が組まれるなど美観を損ねる場合があります。尚、改装工事は予告無く始
　まる場合がありますので予めご了承ください。
※美術館では入場するのに並んでお待ちいただかなければならないケースが非常に増えています。また作品は貸
　出中でご覧いただけない場合がございますので予めご承知おきください。

注.4日目、フィレンツェ/ウフィッツィ美術館は、混雑のため1時間以上お待ちいただくことが予想される場合、アカ
　デミア美術館やピッティ宮殿など他の施設を見学する場合がございます。
※4日目、フィレンツェ/ドゥオモ入場観光は、厳重な保安検査により長時間の入場待ちが予想される場合、外観の
　観光または代案の観光に切り替えてご案内する場合がございます。
※6日目ローマは、日曜日にあたります。日曜・祝祭日がフリータイムの場合、平日に比べて多くのお店がお休みと
　なりますが、日曜日はオープンするお店も増えてきています。
※ローマの通常市内観光で訪れる地区は、大型バスでの乗り入れや乗降車が制限されるなどの交通規制がしかれ
　ております。この規制は今後も引き続き行われる見込みで、その為、徒歩観光での移動が増えたり、公共の交通
　機関（タクシーや地下鉄、路線バスなど）をご利用する場合があります。交通規制に関しては、情報が流動的であ
　り、出来る限りの最新情報を捉えながら弾力的にツアーを運営します。これにより、現地での観光順序や観光箇
　所の入れ替え、入場箇所での順番待ちなどが予想されますが、ご理解と予めのご了承をお願い致します。またこ
　れらの理由による変更が生じた場合、旅程保証（変更補償金の支払い）の対象にはなりませんので、予めご承知
　おきください。
●その他
※コース表に記載の各地の発着時間は、目安の予定時間です。（出発・発着時刻の目安／早朝04：00～06：00、朝
　06：00～08：00、午前08：00～12：00、午後12：00～17：00、夕刻17：00～19：00、夜19：00～23：00、
　深夜23：00～04：00）、確定フライトスケジュール、季節や天候、曜日、ホテルの立地など現地事情により前後し
　ますので予めご了承ください。最終的なご案内は、現地で添乗員よりお知らせいたします。また、移動時の所要時

　間も記載しておりますが、同じく目安とお考えください。
※観光時に歩く時間の目安をA～Cでご案内しています。歩行時間A／1日の観光時に歩く時間が2時間以内、歩行
　時間B／1日の観光時に歩く時間が2～4時間以内、歩行時間C／1日の観光時に歩く時間が4時間以上。
※ツアー中、最大3ヵ所の土産物店（ベネチアングラス工房を除く）へご案内させていただくことが条件となってい
　ます。
※法律規制が無い国においては、シートベルト付車両をご用意するよう努めますが、シートベルト付車両ではない
　場合があります。
※プランの取消、変更の場合の取消（変更）料については下記「ご案内とご注意」をご参照ください。
※ホテルや駅など、空港以外ではポーターサービスは含まれていますが、ポーターは場所や時間帯により、不在の
　場合があります。その際はお客様ご自身でお荷物をお運びいただきます。
●長距離移動中のトイレ回数
※WC①：約2時間～2時間半に1回を目安にトイレ休憩をおとりします。○内の回数は目安となり、道路事情等の状
　況によります。
●パスポート・査証
※お申込み時にパスポート番号とパスポートに記載のフルネーム、有効期限をお知らせください。
※当コースにご参加の場合、イタリア出国時90日以上のパスポート残存期間が必要です。査証（ビザ）は不要です。
　（2018年3月現在/JATANAVIより）

東メディア18-1016お申込み・お問い合わせは

土・日も営業！ 年中無休
（年末年始を除く）

総合旅行業務取扱管理者：田谷一茂

●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2018年3月1日を基準としています。また、旅行代金は2018年3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2018年3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。

申込金（おひとり）
旅行代金の20％

旅行契約の解除期日

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

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 日々・前日及び当日
無連絡不参加及び旅行開始後

取消料（おひとり）
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
旅行代金が５０万円以上
旅行代金が３０万円以上５０万円未満
旅行代金が１５万円以上３０万円未満
旅行代金が１０万円以上１５万円未満
旅行代金が１０万円未満

旅行代金の２０％

旅行代金の５０％
旅行代金の１００％

10万円
5万円
3万円
2万円

旅行代金の20％

お申込みの際、必ず「海外募集型企画旅行条件書」を別途お受け取りいただき、ご確認の上、お申込みください。
尚、「海外募集型企画旅行条件書」は当社ホ－ムペ－ジhttp://www.nta.co.jpからもご覧になれます。ご旅行条件（要約）

＜特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて＞
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
し出ください。

お申込みの際、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。ご案内とご注意

■当パンフレットは2018年3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（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。残存有効期間は上記欄に明記していま
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。査証要否は上記欄に明記しています。
■万一に備えパスポート番号、発行年月日は別にお控えください。また、パスポート用写真1枚を携行されることをおす
すめします。
■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/でご覧ください。
■未成年の方が、単独（親権のない成人が同伴している場合も含む）または親権を有するもの一人のみの同伴で入
国する際、入国審査時に両親（親権者）の渡航同意書（英語や現地語）の提示を求める国が増えてきております。該
当するお客様は、渡航先の大使館等にご自身で詳細をご確認ください。
■イタリアは、未成年者の渡航に関して規制を設けている国です。（2018年3月現在／JATANAVI）また今後その
他の国でも必要となる場合もございます。
■ヨーロッパ内の国境規制「シェンゲン協定」に加盟している国に入国または乗継ぎをする場合のパスポート残存有
効期間は旅程中の全てのシェンゲン協定加盟国の出国時に原則として3ヶ月以上が必要です。

■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。
■団体・グループでお申込みの場合は、その代表者を契約責任者とし、旅行契約に関する一切の代理権を有してい
るとみなし、旅行業務に関する取引は、当該契約責任者との間で行います。
■お客様のご依頼で別手配を行なった場合は、実費及び取扱料金（手配通信費を含む）が必要です。詳しくは販売
店にお尋ねください。
■日程表条件欄記載の最少催行人員（エコノミークラス席、ビジネスクラス席の合計）に達しない場合は、当該ツ
アーを実施しないことがあります（ツアーキャンセル）。この場合、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目
（ピ－ク時は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。また、出発日から60日～90日前
までにお客様の予約が全くない場合は、ツアー催行を中止させていただく場合があります。
■当社から提供される情報を活用し、お客様の権利・義務、その他募集型企画旅行契約の内容について理解いた
だくようにお願いします。
■最終日程表はご出発の10日前～7日前にお渡しするように努力いたしますが、年末年始やゴールデンウィーク等
の特定時期出発の場合は、旅行開始間際になることがあります。
■お客様が旅行開始後において、現地で提供された旅行サービスが、契約書面に記載された内容と異なるものと認識
した時は、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出ください。
■現地でお客様からのお申し出に基づき、当社が講じた特別な措置、手配に要する費用はお客様の負担とします。
■海外旅行中に忘れ物が発生し、当該忘れ物を当社がお探しする場合は、発見できたか否かにかかわらず、所定の
手数料と実費を申し受けます。
■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、申し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。
■６歳未満の方の参加はご遠慮ください。
■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区間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り消される場合があります。この場合再予約が必要になり、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との差額分の旅行代金が増
額となります。

■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（6歳以上12歳未満）です。特に明記した場合を除き、往路の国際線搭乗日の
年齢を基準に適用します。
■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。
■イタリア宿泊税は旅行代金に含まれております。イタリアでは都市によって宿泊税（滞在寄付金）が宿泊者に課
税され、お1人様1泊あたり1～7ユーロ（都市、ホテルにより異なります）ですが、当パンフレット掲載ツアーではお支払
いは不要です。
■パンフレット作成基準日時点で徴収がおこな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。

■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－ビス料は含まれておりません。別途お支払い下さい。特に記載のないものは大人・子供同額、幼児無料。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。※日本円でのお支払い額はご出発の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、返金は致しません。
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、その額をお支払いいただきます。

■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下さい。
■日程表条件欄の利用航空会社（日本発着時）は、日本発→現地の最初の到着地、現地の最終出発地→日本着
の区間の利用航空会社です。便名を記載した場合も同様です。他の区間の利用航空会社、利用便は最終日程表
でご案内します。
■航空便の利用空港（募集型企画旅行の出発・帰着空港を除く）、経由・乗継ぎ地、乗継ぎの回数は変更になるこ
とがあります。
■ツアースケジュールに最適な便をご利用いただけないことがあります。この場合、各地の出発・到着時刻が変更と
なることがあります。
■機材毎に異なる座席配列、搭乗手続きの個人化等のため、カップルの方であっても隣席にならないことがありま
す。（席が離れる例：通路を挟んでの席、前後、全く離れた座席）座席の希望は搭乗チェックイン時に航空会社にお客
様自身でお申し出いただきます。座席のご希望に対する可否は当該便の混雑状況等によります。
■航空座席クラスの呼称は航空会社により異なります。一般的に各航空会社の標準サービスが提供される座席が
エコノミークラス、さらにサービスが付加される座席がビジネスクラスです。当パンフレットでは前者を各航空会社の呼
称にかかわらずエコノミークラスと表示します。
■エコノミークラス席をご利用の場合、ツアー予約時に窓側・通路側、席番等の指定はできません。
■マイレージサービスの入会、登録、申請手続き等は、お客様ご自身で航空会社へお問い合わせください。（ツアー参
加の場合に適用が制限されている特典があります。）ホテル等のマイレージプログラムも同様です。
■複数航空会社が共同で運航する「コードシェア便」を利用することがあります。予約は各社のいずれかで行いま
す。（利用航空会社を1社で記載した場合は除く）マイレージサービスは、予約先航空会社のみ有効です。
■航空会社への「預け荷物」が、出発空港や乗継ぎ空港での積み残しや載せ間違い等で、目的地空港に届かない
ことがあります。そのような場合に備えて２～３日分の日用品（着替えを含む）等の機内への持込みをお薦めします。
■パスポート、現金等の貴重品は常にお手元にお持ちいただき、絶対に「預け荷物」の中に入れないでください。
■航空会社への「預け荷物」は各社が定める重量等を超えた場合、超過料金の支払いが必要です。エコノミークラ
ス席でお1人様20ｋｇが一般的な上限ですが、航空会社、路線、座席クラスにより異なります。超過した重量等により
料金は異なります。「預け荷物」の手続き時に航空会社にお支払いください。コードシェア便の手荷物規定（重量等）
は一般的に主たる運航会社（機材、乗務員が所属する会社）の規定に拠ります。航空会社指定なしの条件のツアー
の場合、いずれの規定が適用されるかは最終日程表でご案内します。
■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）
■ホテルや駅など、空港以外ではポーターサービスは含まれていますが、ポーターは場所や時間帯により、不在の場
合があります。その際はお客様ご自身でお荷物をお運びいただきます
■車両による地上移動時は原則としてシートベルト付車両をご用意しますが、法律規制のない国においてはシートベ
ルト付きでない場合があります。

■現地事情により、宿泊順序を入れ替えてツアーを実施することがあります（変更補償金の対象外です）。
■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。
■ツインベッドルームには次のベッドタイプを含みます。ベッド間に隙間がなく2つ並べてあるタイプ（2つのベッドを構
造上離すことができないタイプも含む）、2つのベッドの種類や大きさが異なるタイプなどです。
■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、上記欄に明記
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、ベッド2台のツインルームまたは1台のダブルベッドルームをご利用いただきます。
■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。上記欄、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。
■トリプル利用が可能なツアーのうち、周遊型で複数のホテルに宿泊する場合、日程中の一部でトリプル利用ができ
ないホテルにご宿泊いただくことがあります。トリプル利用でお申込みのお客様はそのホテルへの宿泊時に限り2部
屋（2名1室、1名1室）で宿泊いただきます。その際の1人部屋追加代金はいただきません。お客様がトリプル利用で
はなく2部屋利用で予約されている場合は1人部屋追加代金が別途必要です。
■全てのお客様に同じタイプの部屋を提供できないことがあります。
■１グループで２部屋以上利用の際、ホテル側の事情でグループや家族でも隣、近接、同じ階の部屋をご用意でき
ないことがあります。
■部屋写真、見取図及び部屋からの眺望は一例で、実際と異なることがあります。
■館内・館外の改修工事は予告なく行われることがあり、工事のために見栄えが悪かったり、騒音がしたり、施設の利用
ができないことがあります。ご出発前に主要施設が利用できないことが判明したときは販売店を通じてお知らせします。
■時間帯や参加人数によりチェックインに要する時間は異なります。フロントで宿泊カード（宿帳）の個人毎の記入、
客室の電話（国際通話）やミニバー利用のためのクレジットカードの登録（利用分を登録カードで引落とし）又は保証
金（現金）を求められることがあります。
■客室の禁煙、喫煙のご要望はお受けいたしかねます。客室のほとんどが禁煙ルームになっている地域があります。
ホテルによっても禁煙ルームの割合は異なります。
■日本と異なり、歯ブラシ、スリッパ、寝巻きは特に記載していない限り一般的には備えられていませんのでご持参くだ

さい。
■部屋からの眺望を選択できるツアーを除き、眺望のご希望はお受けいたしかねます。
■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。

■各日程表条件欄の食事回数に機内食は含みません。フライト運航事情により記載どおりに提供されない場合や
軽食での提供となることがありますが、代替の食事はご用意いたしません。旅行代金の変更はありません。
■記載メニューの変更はできません。宗教、アレルギーなどの事情のあるお客様からのメニュー変更のご希望はお受
けいたしますが、規定の手配手数料を申し受けます。ツアー予約時にお申し付けください。変更で生ずる実費もお客
様の負担になります。
■動植物を原因とする感染症等の影響で、記載メニューから他のメニューに変更させていただくことがあります。　
■天候や季節による食材の仕入れへの影響やレストランの事情で記載メニューの変更や、提供日が変わることがあ
ります。昼食のメニューを夕食で提供することがあります（その逆も含む）。
■レストランは、休業等の現地事情で、同等クラスの他のレストランに変更することや、提供日が変わることがありま
す。
■「ホテル内レストラン」と記載した食事は、ご宿泊ホテルのレストランをご利用いただきますが、休業等で、同等クラ
スのレストランになることがあります。
■中華料理はテーブル毎に人数分の料理を一皿に盛りつけるため、同じテーブルのツアー参加者と料理を取り分け
てお召し上がりいただきます。人数によっては料理の見栄えやボリューム（品数）が異なる場合があります。
■お子様とご参加のお客様には、お子様の入場制限があるレストラン、ディナーショーをご利用の場合、代替レストラ
ンにご案内させていただくことがあります。
■ホテルのメインダイニングや格式の高いレストランは、軽装（Tシャツ、ジーンズ、スニーカーなど）ではご利用いただけな
いことがあります。これらがツアーの食事内容に含まれている場合は各日程表（又は各コースのご案内）に記載します。

■現地事情により観光順序が変更になることがあります（変更補償金の対象外です）。
■施設の休館、天候、現地事情、交通機関の事情等により、観光箇所や実施日が変更になることがあります。その
ためにフリータイムの時間が短くなることがあります。
■美術品、歴史的建造物の鑑賞は修復や、貸出し等のため、ご覧いただけないことがあります。
■寺院、宮殿等の入場観光は、宗教行事、国家行事等で施設へ入場ができない場合があります。その場合は下車
観光に変更し実施します。グループ入場が制限されている等の理由で、施設内でガイド業務ができない場合は、各自
で観光をしていただきます。
■美術館、博物館では入場時に並んでお待ちいただくことがあります。待ち時間が長時間に及ぶと予測される場合
は、他の美術館、博物館に変更することがあります。
■所要時間（観光時間）は、通常時の時間（下車・入場観光、散策、観光箇所への移動）を合わせたもので目安です。
■観光箇所によっては、交通規制のため、離れた場所で下車していただきます。そのために観光箇所までの徒歩距
離が長くなることや、公共の交通機関（タクシー、地下鉄、路線バス）をご利用いただくことがあります。
■記載している写真と同じ景観をご覧になれないことがあります。

■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、上記欄で土産物店
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）。
■免税払い戻しは、お客様ご自身の責任で行なっていただきます。方法は土産店、空港でご確認ください。購入品は
必ず手荷物でお持ちください。空港混雑、乗継ぎ時間などによって払い戻し手続きができない場合があります。

■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。現地発着プランを除き、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」「1人部屋利用プラン（1人部屋追加代金）」「国内線特別代金プラン」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。

■当社の他のツアーと同じバスで観光・送迎をおこなう場合、1名の添乗員が複数のツアーの添乗業務を兼務し、お
世話させていただくことがあります。
■添乗員のお客様への対応時間帯は原則として8時から20時の間です。労働基準法に拠り、対応時間帯内に一
定の休憩時間を適宜取得させていただきます。

■ヨーロッパのホテル事情
概ね次のふたつのタイプに分けられます。ヨーロピアンタイプは概して立地条件が良く、伝統的な雰囲気が特徴で
す。古い建築物であり、部屋タイプに格差があったり、給排水に不備があったり、湿度の低い気候のためクーラーがな
いこともあります。アメリカンタイプは近・現代的な建築物で、機能的な設備と部屋タイプに格差が少ないのが特徴で
す。街並みを保護する条例等のために、市街地から離れて立地しているものが多く、街の散策を目的とした滞在には
不便な場合があります。
■夕食メニュー
夕食は特に明記していない場合は、スタンダードメニュー（スープまたはサラダ、メインディッシュ）をご用意します。フル
コースメニューと比べ品数は少なくなります。
■朝食メニュー
アメリカンブレックファストまたはビュッフェスタイルです。ビュッフェはホテルによっては、ハムやチーズ等を、火を通さず
に提供するコールドビュッフェです。
ホテル発が早朝の場合、パンとコーヒー又は紅茶のみのコンチネンタルブレックファストメニューや、箱にパンやスナッ
クを詰めて車中等でお召し上がりいただくボックスメニューになります。

（1）パスポート・査証・渡航手続きなど

（2）お申込み・各種手配・ツアー実施など

（4）燃油サーチャージ（旅行代金に含まれています）

（6）移動時（航空機及びその他の交通機関）

（7）宿泊

（5）空港諸税・空港施設使用料・旅客保安サービス料（旅行代金に含まれていません）

（8）食事（食事の有無については各日程表条件欄をご覧ください）

（9）市内観光

（10）ショッピング

（11）追加プラン

（12）添乗員・現地係員（添乗員の有無は各日程表条件欄をご覧ください）

（13）その他及びヨーロッパ方面　特有のご案内・ご注意

（3）旅行代金

東日本海外旅行統括部

※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。



トリプルルームについて

トリプルルームのご利用は
お申込みと同時にOK！

観光プラン
2日目・ベニス

ベニス名物のゴンドラで運河をゆったりめぐるひととき
をどうぞ。

ゴンドラ遊覧

■追加代金／（お1人様／大人・子供同額）5,000円
　（日本申込・日本支払のみ）

■観光プランは、弊社企画実施の他のツアーと混乗となる場合があります。ま
　た添乗案内は1人の添乗員が同時にお世話いたします。

観光プランのご注意

■参加希望者が最少催行人員に満たない場合、また天候やその他の現地事情により料金・
　実施日・内容・スケジュールなどが変更や中止になることがあります。
■他社のツアーのお客様とご一緒になります。
■表示料金には、最少催行人員の場合の往復交通費、入場料、チップ、明記されている食
　事料金が含まれています。表示料金の適用期間は2018年4月1日～10月31日（現地基
　準）までとなります。
■発着場所までは、各自で移動していただきます。その際の交通費はお客様負担となります。
■本体ツアーのご予約がない場合、オプシナルツアーのみのお申込みはできません。
■料金・内容・条件は2018年1月現在の旅行企画・実施会社からの情報に基づき掲載して
　います。
■オプショナルツアーは、各旅行企画・実施会社が所在する国・地域の法律に準拠して実施
　され、当社の旅行条件は適用されません。
■日本申込み/日本支払いでお願いします。（手配のための通信費も含んでいます。）現地申
　込み、現地払いはお受けできません。

オプショナルツアーのご注意

■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内『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。
■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。

取消料について

■取消の時期により、取消料の支払いが必要です。
　オプショナルツアー実施日の前日より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・・・・オプショナルツアー料金の20％
　オプショナルツアー実施日の前 日々・・・・オプショナルツアー料金の30％
　オプショナルツアー実施日の前日及び当日・・・・オプショナルツアー料金の100％

取消料について

●出発14日前までにお申込みください。●企画・実施：株式会社日本旅行

オプショナルツアー ●出発14日前までにお申込みください。●企画・実施：ミキトラベル

国内線特別代金プランのご案内 東京以外の国内各地から特別追加代金でご参加いただけます。

■特別追加代金（お1人様／大人・子供同額）

国際線エコノミークラス
国際線プレミアムエコノミークラス 10,000円 10,000円

札幌 福岡・大阪（伊丹・関空）・名古屋（中部）

3名様グループでトリプルルーム（3名様で1部屋）をご希望の場合、ツアー予約がお取りできれば、トリプル
利用もお申込みと同時にOKとなります。トリプル対応のお部屋がご用意できないホテルのみ2名様と1名様
に分かれてご利用いただきますが、その場合、1人部屋追加代金は不要です。

◎サンタ・マリア・デレ・グラツィエ教会で、レオナルド・ダ・
ヴィンチの傑作『最後の晩餐』を鑑賞します。昼食はミラ
ノ風カツレツとリゾットをお召し上がりいただきます。

ご案内

販売店の方へ 照会・予約／ ：航空　 ：国内アドオン

■ご案内

成田・羽田・名古屋（中部）の各空港では、国内線の出発及び到着に対して、それぞれ空港施設使用料が必要となります。
■羽田空港＝大人：290円／子供：140円　■中部空港＝大人：310円／子供：150円
■成田空港（第1・第2旅客ターミナル）＝大人：440円／子供：220円、（第3旅客ターミナル）＝大人：380円／子供：190円
※上記はいずれも2018年3月現在の情報であり、予告なく変更される場合があります。

1.国内線特別代金プランは次の操作で予約をお願いします。ツアー本体予約時
　に『追加可能商品一覧』画面で　 ：航空　  ：国内アドオンで検索し、ご希望の
　区間を選択してください。区間は往復で表示されますので片道利用の場合は往
　路、復路いずれを利用されるかを『手配依頼入力』画面のメッセージでお知らせ
　ください。（便名、時間帯のご希望がある場合も同様にメッセージでお知らせくだ
　さい）
2.予約結果は全てリクエストとなり当社で利用便を決定し、手配完了後に回答を
　いたします。
3.上記以外の方法による国内線の予約には特別追加代金は適用されません。
4.ご利用便回答後に予約内容を変更される場合は別途手数料が必要です。

各観光地の修復工事情報
●ミラノ／ドゥオモ　●ベニス／サンマルコ寺院 　●ローマ／コロッセオ　
　他の観光地においても予告なく修復が始まる場合がございます。

（2018年3月現在）

※トリプルルームは2人部屋に簡易ベッドを入れ3名様でご利用いただくため相当手狭になり、ベッドの搬入は夜遅くなることが一般的です。

プレミアムエコノミークラスご利用時のご案内とご注意　　
●ご利用いただける区間は、成田～ミラノ、ローマ～成田間なります。それ以外の区間はエコノミークラスとなります。
●窓側/通路側のご希望（シートリクエスト）は、お受けできません。
●機内サービス（例：機内食など）は原則としてエコノミークラスと同じとなります。
●空港のビジネスクラスラウンジはご利用いただけません。
●ホテル、食事、観光などの現地旅行サービスはエコノミークラスのお客様と同じになります。
●航空会社が独自に設定しているプレミアムエコノミー付帯サービスが、一部ご利用いただけない場合があります。
●夫婦割引の設定はございません。

1名様より
受付！

6日目・ローマ

カプリ島1日観光（昼食付）
■料金／（お1人様／大人・子供同額）24,100円
■最少催行人員／1名
■出発時刻／07：30　■到着時間／19：30予定
■集合場所／共和国広場『EATALY』前
■解散場所／共和国広場

1名様より受付！

●コース本体のお申込みと同時にお申し出ください。航空座席の予約が確保でき
　ない場合はご利用いただけません。正規運賃の座席枠に空席がある場合でも、
　予約の確保ができない場合があります。
●この契約は、国内航空券の手配が完了し、当社が承諾した時に成立します。
●ご利用便は国際線発着時刻の24時間以内に接続する直行便に限ります。
●ご利用便は当社が決定いたします。尚、乗継ぎに最適な時間帯の航空便をご
　用意できない場合があります。以下の場合を除き、お客様のご希望・ご指定はお
　受けできません。お客様の居住地により、ご出発又はご帰国時における航空便
　乗継ぎや、空港からご自宅までの交通機関接続に支障がある場合に限り、ご希
　望便をお伺いいたします。（受付販売店へお申し出ください）その際は①コース
　本体のお申込みと同時にお申し込み・ご連絡いただく事、②ご出発の35日前ま
　でのお申し込みが条件となる事、③必ずしもご希望便が手配できない場合があ
　る事を、あらかじめご了承ください。
●成田発コースにご参加の場合、原則として羽田便を手配します。名古屋（中部）
　発着など一部の空港はこの限りではありません。羽田空港～成田空港間の交
　通機関はお客様ご自身の手配、ご負担となります。ご希望により、成田便の手
　配をお受けいたしますが、予約状況によってはご希望に添えない場合もありま
　す。その場合は羽田便をご利用いただきます。

●当日乗継ぎができない等で宿泊を伴う場合の宿泊代（出発時・到着時とも）や、
　航空機以外の交通機関の費用はお客様のご負担となります。
●ご利用便は概ね出発の30日前に回答いたします。添乗員同行コースではコー
　ス本体の催行決定後に回答いたします。
●国際線利用航空会社及び便名を確定していないコースの場合のご利用便の
　回答時期は、ご出発の21日前以降となります。
●ご利用便をご回答した後に、お客様のご都合によりご利用便を変更される場合
　は、時期によって別途手数料がかかります。詳しくは受付販売店へご確認くださ
　い。（お申し出時期により、航空券再発券に伴う手数料も必要となります。）
●国内線の航空券（eチケットお客様控え）は、札幌、名古屋（中部）、大阪（伊丹、
　関空）、福岡の各空港からご参加の場合は当日空港でお渡しいたします。
●国内線と国際線の乗継ぎは、原則としてお客様自身で行っていただきます。ご
　利用の航空会社によっては、国内線保安エリアを出ることなくそのまま国際線
　へ乗継ぎができる場合がございます。最終日程表でご案内します。その場合、
　添乗員同行ツアーであっても国内線の到着口では添乗員、当社スタッフによ
　るご案内はありません。添乗員は国際線搭乗口でお客様と合流しますので、国
　際線搭乗口までお客様ご自身でお越しください。
●国内線のプレミアムクラス、ファーストクラス、クラスJはご利用いただけません。

●片道のみのご利用も可能ですが、特に明記した場合を除き、代金は同額です。ま
　た、往復ご利用の場合も、同一区間に限ります。
●日本航空のご利用となった場合、日本トランスオーシャン航空、ジェイ・エア、ジェット
　スタージャパンいずれかにより運航されるコードシェア便の場合があります。
●ANAのご利用となった場合、エアーニッポン、ANAウィングス、北海道国際航
　空（エア・ドゥ）、スターフライヤー、IBEXエアラインズ、ソラシドエアのいずれか
　により運航されるコードシェア便の場合があります。
●特別代金の設定がない都市からの航空券は、ご自身でお求めください。
●この特別代金を利用した国内線航空券の予約が確保できない場合、コース本
　体を取り消しされる際には、コース本体の取消料をお支払いいただきます。
●国内線航空券の手配完了後にコース本体をお取り消しの場合は、コース本体
　旅行代金に国内線追加代金を加算した総額が取消料の対象旅行代金となり
　ます。なお、取消料を算定する基準となる旅行開始日は、基本となるツアーの国
　際線出発日となります。
●当プランにおける国内線区間の手配が完了した時から、当該区間は募集型企
　画旅行の一部となります。

※ミキ・トラベル社が旅行企画・実施する定期観光バスです。
※出発14日前までにお申込みください。以降のお申込みはお受けできません。
※早朝出発のため、ご宿泊ホテルによっては朝食をお召し上がりいただけない
　場合があります。
※波の状況によりカプリ島への船が運休となった場合、ポンペイ遺跡ヘご案
　内します。
※天候不良により青の洞窟へ入場できない場合は、リフトに乗りカプリの景色
　をご覧いただくか、サン・ミケーレに入場となります。
注.天候、波の状況によりご覧いただけない場合があります。
　2017年6月～10月の青の洞窟の入場率（カプリ船頭組合提供資料）　
　6月90％、7月65％、8月84％、9月40％、10月71％
※フェリー、モーターボート、手漕ぎボートなどによる移動を伴います。複数回の
　乗り換えも伴いますので、動きやすい服装でご参加ください。また船酔いの
　恐れがある方は乗り物酔い止めの薬をご用意ください。

※出発14日前までにお申込みください。以降のお申込みはお受けできません。
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