
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1,920円、2018.4/6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
7月～11月

〈機中泊〉
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21：25：成田空港発

イスタンブール乗継

セフェルヒサル

エフェソス

19：10～19：50：成田空港着

01：40～02：10：
イスタンブール発

17：00：パムッカレ着

08：00：パムッカレ観光

08：00：コンヤ観光
午前：コンヤ発

18：00：コンヤ着

午後：パムッカレ発

午後：カッパドキア着

08：00：カッパドキア観光

午前：イスタンブール着

10：00：イスタンブール観光

朝：カッパドキア発

カイセリまたは
ネビシェヒール

エーゲ海オリーブ街道

聖母マリアの家

ローズバレーの夕景鑑賞

ギョレメ野外博物館

トプカプ宮殿
宝物殿とハーレム

歩行時間  Ｂ

歩行時間  A

歩行時間  Ｂ

歩行時間  Ｂ

歩行時間  Ｂ

歩行時間  Ｂ

空路、 ターキッシュ エアラインズ でイスタンブールへ。

〈パムッカレ泊〉

〈機中泊〉

Sクラスのスパホテル

〈カッパドキア泊〉人気の洞窟ホテル

EXクラス〈コンヤ泊〉

2連泊

〈カッパドキア泊〉

〈イスタンブール泊〉

人気の洞窟ホテル

デラックス（EXクラス）ホテル

2連泊

こだわりポイント

※フライトスケジュール（発着時間）は、2018年4月現在のものです。

約1時間

午前：イズミール着

大売出し大売出し大売出し大売出し

■最少催行人員／20名。7/22、8/19、
9/23、10/21、11/11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（ビュッ
フェまたはアメリカン）5回・昼食6回・夕食6
回(機内食を除く)■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：
ターキッシュ エアラインズ■利用ホテル（ホ
テルクラスは弊社基準による）：〈パムッカレ〉
パム・サーマル、リッチモンド・サーマル、ドー
ア・サーマルいずれかの弊社Sクラスホテル、
〈コンヤ〉グランドホテル・コンヤ、デデマンい
ずれかの弊社EXクラスホテル、〈カッパドキ
ア〉ウチヒサール・カヤ、ギョレメ・カヤ、ユナッ
ク・エヴレリいずれかの洞窟ホテル、〈イスタ
ンブール〉グランド・ハイアット弊社EXクラス
ホテル

2名様より
出発保証日
多数設定あり！

2名様より
出発保証日
多数設定あり！

2名様より
出発保証日
多数設定あり！

2名様より
出発保証日
多数設定あり！

◎印は入場観光　○印は下車観光　△印は車窓観光

イヤホンガイドサービス付

全食事付！
名物料理も付いて

イスタンブールでは
イスちィクラル通りに徒歩圏の

カッパドキアならではの趣ある

デラックスバスで快適な旅！

洞窟ホテルに2連泊！

ベリーダンスディナー
ショーにご案内！
ボスポラス海峡クルーズにご案内！

グランド・ハイアットに宿泊！

コンパクトな日程でトルコ
の見どころへご案内！

8
日

午前： ボスポラス海峡クルーズ にご案内。　
午後： 充実のイスタンブール市内観光② （オスマントルコの栄華を偲ぶ◎トプカ
　　　プ宮殿〈ハーレムを含む〉や、4,000軒ものお店が建ち並ぶ○グランドバザ
　　　ールへご案内。）
　　　夕食後、空港へ。

　　　昼食は 名物シシケバブ（串焼き肉）
午後： 世界遺産・エフェソス遺跡観光 （○ハドリアヌス神殿や○ケルスス図書館、
　　　○大劇場などへご案内。また、◎聖母マリアの家へもご案内します。）
　　　お泊まりは、パムッカレならではの温泉プール付きのスパホテル。

午前： コンヤ市内観光 （◎メブラーナ博物館や◎インジェ・ミナーレ博物館などへ
　　　ご案内。）　昼食は テスティケバブ　観光後、カッパドキアへ。
　　　途中、 キャラバンサライ（隊商宿跡） へ立ち寄ります。　
午後： 世界遺産・充実のカッパドキア観光① （◎カイマクル地下都市、○パシャバー、
　　　○デヴレント、○ウチヒサールなどの見どころをめぐります。）

　朝：空路、イスタンブールへ。　
　　　着後、 世界遺産・充実のイスタンブール市内観光① （青タイルで飾られた
　　　◎ブルーモスク、◎アヤソフィア大聖堂、◎地下宮殿、さらに○エジプシャン
　　　バザールを訪れます。）　昼食は ドネルケバブ　
　　　夕食は ベリーダンスディナーショー です。お泊まりは、新市街の中心タクシ
　　　ム広場から徒歩圏の5つ星デラックスホテル「グランド・ハイアット」です。

午前： 世界遺産・パムッカレ観光 （○パムッカレの石灰棚や◎ヒエラポリスへもご
　　　案内）　午後：コンヤへ。　途中、澄み切った青く美しい エイルディル湖 に
　　　立ち寄ります。　昼食は エイルディル湖畔にて魚料理
　　　お泊まりは、アメリカンタイプのデラックスホテル「デデマン」または「グラ
　　　ンドホテル・コンヤ」です。　　　

終日： 世界遺産・充実のカッパドキア観光② （この日は◎ギョレメ野外博物館にて
　　　保存状態のよい教会壁画の残る◎カランルク・キリセ〈暗闇の教会〉とカッ
　　　パドキア最大規模の◎トカル・キリセヘご案内。その後、◎ゼルヴェ野外博
　　　物館も訪れます。また、トルコ人家庭を訪れチャイ（お茶）もご賞味いただ
　　　けます。）　昼食は 洞窟レストラン にてどうぞ。

午前：エーゲ海オリーブ街道の街セフェルヒサルの散策

こだわりポイント 夕刻：奇岩群が夕日に染まる絶景スポットローズバレーへ

エキゾチック・トルコ

空路、イスタンブールで乗継ぎイズミールへ。　午前：イズミール着。

2日目イズミールより7日目イスタンブールまでは、添乗員に加えて現地日本語ガイドもダブルで同行！

カッパドキアで人気の洞窟ホテルに2連泊！カッパドキアで人気の洞窟ホテルに2連泊！

○印は2名様出発保証！

7月～
10月出発 11月出発

セフェルヒサル エフェソス パムッカレ コンヤ カッパドキア イスタンブール

デラックスバスで快適な旅！

洞窟ホテルに2連泊！

ベリーダンスディナー
ショーにご案内！
ボスポラス海峡クルーズにご案内！

イスタンブールでは
イスチィクラル通りに徒歩圏の

グランド・ハイアットに宿泊！
ミネラルウォーター
をご用意！
ミネラルウォーター
をご用意！

セフェルヒサルで散策！ ローズバレーにご案内！

コンパクトな日程でトルコ
の見どころへご案内！

1日の移動時間が比較的に長いトルコの旅。2日目イズミールから6日目カッパドキアの空港までの移
動は、横3列革張りシートのデラックスバス（モニター／WiFi付）にてご旅行をお楽しみいただきます。

※現地事情によりバスの仕様が異なる場合があります。
※横3列のため、2名様のお申込みでも前後のお座席となる場合があります。

エフェソス遺跡
パムッカレ コンヤ

カッパドキア
イスタンブール

エーゲ海オリーブ街道の小さな街 奇岩群が夕日に染まる絶景スポット
トルコ こだわりポイントへご案内！トルコ こだわりポイントへご案内！

●ミニボトル／
　お1人様／1日1本

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

世界
遺産

カッパドキアならではの趣ある

タ－キッシュ エアラインズの 復路直行便 利用！タ－キッシュ エアラインズの 復路直行便 利用！

空路、 ターキッシュエアラインズの直行便 で、帰国の途へ。

■出発日と旅行代金
（お1人様／大人・子供同額／2名1室／エコノミークラス利用）

209,900円7月   1・22
8月   19 9月   23
10月  21

219,900円

11月  11・25 199,900円

35,000円 30,000円

209,900円

（相部屋不可）1人部屋追加代金

ツアーコード：80921820

約1.5時間

約5.5時間

約3時間

約3時間

約1.5時間

約1.5時間

お泊まりは、人気の洞窟ホテルに2連泊。

●座席数：3列30席、座席：幅53ｃｍ、シートピッチ85ｃｍ●革張り●リクライニング可

2日目 4日目

デラックスバス

妖艶さが漂う妖艶さが漂う

人気

デラックスホテルデラックスホテルデラックスホテル

夏休みの設定あり

カッパドキア／イメージカッパドキア／イメージ

イメージイメージ

世界
遺産
世界
遺産

添乗員同行
現地日本語ガイドもダブルで同行！



●航空機
※フライトスケジュール（発着時間）は、2018年4月現在のスケジュールを基本としています。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。
●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。
注1.現地事情によりバスの仕様が異なる場合があります。横3列の為、2名様のお申込みでも前後のお座席となる
　場合があります。
注2.4日目、カッパドキア/ローズバレーの夕景は、天候によりご覧いただけない場合があります。また、日没時間によ
　り夕食後のご案内となる場合がございます。
※8/19出発の6日目、エジプシャンバザールは7日目にご案内します。
※7日目、イスタンブール/トプカプ宮殿・ハーレムは現地事情により、入場の際、お待ちいただく場合がございます。

●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。
※トルコ入国時150日以上の旅券（パスポート）残存期間が必要です。旅券の未使用査証欄が入国時見開き2頁以
　上必要。査証（ビザ）は不要です。（2018年4月現在/JATANAVIより）

東メディア18-1020お申込み・お問い合わせは

●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4月1日を基準としています。また、旅行代金は2018年4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4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）

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

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。

＜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。

当パンフレットは2018年4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。
（1）パスポート・査証・渡航手続きなど
■パスポート・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（国または地域）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。
■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。お
申込み ■当ツアーでは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。
（2）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は含みません。別途お支払いが必要
です。
■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。
（3）燃油サーチャージ（旅行代金に含まれます）
■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。
（4）空港諸税・空港施設使用料（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、旅客保安サービス料は含まれておりません。別途お支払いください。金額・支払
い方法は右記をご覧ください。
【現地空港諸税、国内空港施設使用料、旅客保安サービス料】
2018年2月23日現在（換算レート：みずほ銀行TTS売渡レート/エジプトポンドは日本関税協会調べ） 
1ユーロ＝133.5円 1USD（米ドル）＝108.01円 1TRY（トルコリラ）＝31.02円 1EGP（エジプトポン
ド）＝6. 2円
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。
■航空券発券時に徴収する事を義務づけられている空港税等一覧
（特に記載のない場合は大人・子供同額・幼児不要）

※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。
（5）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。
■ 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）。
■ 空港、ホテルの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。
（6）宿泊
■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。
■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。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事があります。
（7）追加プラン
■ 本体ツアーに追加でお申し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、プラン単独のお申し込みはお
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。
■「延泊プラン」を変更や取消される場合、本体ツアー旅行代金と各プラン追加代金を合わせた総額
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。
■「各種観光プラン」「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。
（8）添乗員・現地係員（添乗員同行の有無は各日程表条件欄をご覧ください）
■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。
（9）その他
■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ご出発前に各ホーム
ページなどでご自身でご確認ください。
（10）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。
（11）パスポート・査証（ビザ）について
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い合せくださ
い。
①パスポート：旅行参加には、パンフレット記載の残存有効期間を満たすパスポートが必要です。
②査証（ビザ）：旅行参加には、パンフレット記載の国の査証が必要です。現在お持ちのパスポートが今
回の旅行に有効かどうかの確認、並びにご旅行に必要なパスポート・査証・再入国許可及び各種証明
書の取得及び出入国手続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。ただし、当社ら
は、所定の料金を申し受け、別途契約（渡航手続代行契約）として渡航手続きの一部代行を行います。
この場合、当社らはお客様ご自身に起因する事由によりパスポート・査証等の取得ができなくてもその
責任を負いません。また、航空便のルートによっては、乗継ぎ空港で入国手続きを行う場合があります。
旅行先国がシェンゲン条約加盟国で且つ乗継ぎ地も同条約加盟国である場合、原則として、乗継ぎ空
港で入国手続きを行い、その国の規制が適用されます。旅行先国の残存期間は満たしていても、6ヶ月
をきる場合は、パスポートの更新をおすすめいたします。
（12）国際クレジットカードについて
ヨーロッパではICチップ付きのカードが主流、ショッピングの際はサインではなくPIN（暗証番号）入力が
求められるケースがほとんどです。PIN番号を覚えていない場合は、カード裏面のカード会社に出発2週
間前までに確認を。また、紛失に備えて、カード裏面の発行会社名・緊急連絡先をお財布とは別途、メ
モ・保管いただくことをおすすめします。（カード番号はメモしないこと）

国名 税の名称 税額（現地通貨）日本円換算額

トルコ

エジプト

旅客サービス料

空港サービス料

国際線出発

国際線出発
国際線出発

国際線出発

国際線出発

国際線出発

イスタンブール発 15.00米ドル
5.00ユーロ

1,620円
670円

3.00ユーロ 400円
3.00トルコリラ 90円
50.00エジプトポンド 310円
25.00米ドル 2,700円
4.00米ドル 430円
1.00米ドル 110円

対象旅客

日本

国際線乗継 イスタンブール発
イスタンブール発
カイセリ発

カイロ発

カイロ発

国内線出発

国内線出発

国内線出発
出発税
出国税
国内サービス料
サービス料
旅客サービス施設利用料
旅客保安サービス料

成田空港発
成田空港発

大人:2,090円 子供:1,050円
大人:520円 子供:520円

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
HP　http://www.nta.co.jp/shop/tokyoyoyaku/



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！

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 20,000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。

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4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。

※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。

●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、ご出発又はご帰着時における航空便
　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、基本となるコースの国
　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。
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