
ホップオン・ホップオフ・
フェリーまたは夕食付き！

カンタス航空のビジネスクラス／
プレミアムエコノミークラスで快適な空の旅を！

2018.
7/20

2018.
4/12
羽田発

ビジネスクラス

78.8cm
49.5cm
未公表
30kg

152.4cm
52cm
172度

40kg（1個あたり32kg未満）

エコノミー ビジネスクラス
96.5cm
49.5cm
未公表

40kg（1個あたり32kg未満）

プレミアム・エコノミー
シートピッチ
シート幅

リクライニング角度
無料受託手荷物

【ビジネスクラス／プレミアム・エコノミークラス共通ご利用に際してのご案内】※ペアシートは対象外となります。※ご
利用区間は、往路：羽田→シドニー、復路：シドニー→羽田の国際線区間となります。※お申込みいただいてからのご手配とな
りますので、満席のためご希望に添えない場合もございます。※予約結果の回答には７日（営業日）程度必要となります。※
お席をおとりすることができず、お申込みのコース自体を取消す場合、お申込み時期により所定の取消料が必要となりますの
でご注意ください。※プランの取消・変更の場合の取消（変更）料については、裏表紙の「ご案内とご注意」をご参照ください。
※上記情報は、2018年2月現在、航空会社より入手した情報に基づくものです。予期できない航空会社の機材変更、運航
計画の変更、サービス内容の変更により、ご搭乗日において、掲載の仕様及びサービス内容と異なる場合があります。予めご
了承ください。

お座席は全長2mの
ベッドになり、オースト
ラリアの最新人間工
学研究をもとに開発さ
れたクッションで快適
な眠りとくつろぎをサ
ポートします。

優先チェックイン、優
先搭乗ゲートをご利用
いただけます。また、
搭乗時にスパークリン
グワインまたはソフト
ドリンクのおもてな
し、ジャケットのお預
かりなどワンランク上
のサービスが受けら
れます。

プレミアム・エコノミークラス

イメージイメージ イメージイメージ

マッサージ機能付きシートで身体もリラックス 離陸前にウェルカムドリンクのサービス

シドニーシシドニ
羽田空港から行く

119,900円～289,900円

3つから選べる
ブルーマウンテンズ
観光付き！

 世界遺産 オペラハウスと
シドニーハーバー・
パノラマ観光付き！

旅行代金／シドニー5日／カンタス航空利用／Bクラスホテル／A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

国内空港施設使用料・旅客保安サービス料及び 現地空港諸税は別途必要です。

全コース燃油サーチャージ込み！！

羽田空港

京急沿線
新規オープン記念！



｢ホップオン・ホップオフ・フェリーパス｣は人気スポット
11箇所に停泊所を持ち、乗船券の有効期限内であれ
ば何度でも、どこからでも乗り降り自在です。

https://www.captaincook.com.au/japan/
※タイムスケジュールなどの詳細はご乗船前にお客様ご自身で必ずご確認ください。

ICCシドニー
ダーリングハーバー
バランガルー
サーキュラーキー
デニソン砦
タロンガ動物園

ガーデンアイランド
シャークアイランド
ワトソンズベイ
ルナパーク
マンリー

11箇所の停留所や乗船方法などの
詳細は現地にてご説明します。

11箇所停泊所
（2018年2月現在）

「ニックス・バー＆グリル」
メニューの一例

世界三大美港シドニー湾を優雅にクルージング！
ホップオン・ホップオフ・フェリー
（2日間パス／お1人様1枚／5日コースは除く）

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

選べる2つのプランの他、追加代金不要で2大世界遺産観光も付いています！

A

2日目
世界遺産 
ブルーマウンテンズ
選べる観光がついた
半日観光

3日目

ダーリングハーバーの夜景を満喫
「ニックス・バー＆グリル」
での夕食（お1人様1回）

B

ウォーターフロントにあるニックス・バー＆グリルでダーリング
ハーバーの夜景を眺めながら夕食をお召し上がりいただきます。

※「5/13」は設定除外となります。この日にあたる場合は日程を入れ替えてご案内します。※送迎は付きません、
お客様ご自身でお越ください。※上記、記載のメニューは現地事情により予告なく変更となる場合があります。

★パン
★本日の魚のグリル、
ムール貝のポット、ア
ンガス牛のステーキ
の中から1品
★本日のデザート
★コーヒーまたは紅茶

上記Bニックス・
バー＆グリルでの
夕食から宿泊

ホテル内レストラン
「シロッコ」での
3コースメニューに
変更が可能です。

ニックス・バー＆グリル

選べる2つの
プランをご用意！

シドニーのシンボル、オペラハウスとハーバーブリッジが一度に見ることができる、
シドニーらしさ溢れるフォトジェニックスポットとオペラハウス館内ツアーにご案内！

迫力の世界遺産ブルーマウンテ
ンズの見どころスポットをご案内
します。

※オペラハウスではイベントなど現地事情により館内へご案内できない場合があります。そ
の場合はオペラハウスオリジナルグッズを差し上げます。

（注）線路のメンテナンスなど現地事情により予告なくローカル電車体験が提供できない場合は現地にて記
念品をお渡しいたします。

13：30
14：10

14：35

15：40
15：55
17：00

シドニー市内発
ハーバーブリッジ（車窓）、
キリビリ・ポイント
オペラハウス認定ガイドによる
館内ツアー
ハイドパーク・バラックス
セントメアリー大聖堂（車窓）
ホテル着

★世界遺産訪問
　証明書を
 お渡しします
　（お１人様1枚／
　現地渡し）

うれしいおもてなし！！
※現地にて①②いずれかを

お選びください。

①シーライフ・シドニー水族館
　のチケット（お1人様1枚）
700種類、13,000もの海洋生
物が飼育されています。可愛い
フェアリーペンギン、ガラス張り
の水中トンネル内で悠々と泳ぐ
巨大なサメ、エイ、ジュゴンは圧
巻です。

②お土産店コガルーで使える
　A$20ショッピング券
　（お1人様1枚）オペラハウス館内ツアー

07:00
09:30

10:00

10:40
11:15
13:30

ホテル発
エコーポイント展望台 奇岩スリーシスターズ
観賞
 選べる観光（現地にて1つお選びください）
 ①ワラダにてアボリジニダンスショーの鑑賞
 ②スリーシスターズへタッチ！
 ③ルーラの街散策
クリフドライブ
ローカル電車体験（注）
シドニー市内中心部解散

※スリーシスターズタッチでは急な階段の昇降が含まれますので歩きやすい服装・靴でご参加ください。ま
た、スリーシスターズタッチまでの階段や通路が現地事情により閉鎖されている場合はご案内できません。

表紙画像 左上：ブルーマウンテンズ（XM）／中央：オペラハウス©Tourism Australia／右上：セントメアリー大聖堂／左下：ルナパーク©Distination NSW／左下：ホップオン・ホップオフ・フェリー／右下：オペラハウス©Distination NSW ※全てイメージ

選べる観光③ ルーラルーラ

選べる観光① ワラダワラダ

選べる観光② スリーシスターズスリーシスターズ

ホップオン・ホップオフ・フェリー2日間パス1枚A
「ニックス・バー＆グリル」での夕食1回
（ホリデイイン ポッツポイント宿泊の方はホテル内レストランにも変更可能）B

「シドニーハーバー・パノラマ観光」でシドニーハーバーの街並みやオペラハウス認定ガイ
ドによる館内ツアーを堪能した後は今年で10年目を迎える“ビビッド・シドニー”へご案内。
オペラハウスをはじめハーバーブリッジ、ロックス、サーキュラーキーなどの人気観光ス
ポットが、プロジェクション・マッピングやライトアップにより日中とは一変した幻想的な世
界へご案内いたします。

上記「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」催行日が上記日程にあたる場合は、下記「世界
遺産オペラハウスでビビッド＆シドニーハーバー・パノラマ観光」へ追加代金なしで振り替えてご案内します。

シドニーの夜をカラフルに彩る「ビビッド・シドニー」

専属日本語ガイドによるビビッド・シドニーイベント会場のウォーキングツアー

オリジナル
プログラム  ■催行日： 　　　　  5/25（金）・29（火）・31（木）、6/5（火）・7（木）・12（火）・14（木）のみ期間限定

※全行程日本語ガイドがご案内します。※オペラハウスではイベントなど現
地事情により館内へご案内できない場合があります。その場合、オペラハ
ウスオリジナルグッズお渡しいたしますが、返金はございません。※交通事
情などの理由によりスケジュールの順序や目的地が変更となる場合があり
ます。※日本旅行のお客様だけの専用車にてご案内いたします。※ツアー
終了後、ご希望の方はご滞在ホテル（または最寄のホテル、レストラン）ま
でお送りしますので、現地でお申し出ください。※2018年2月時点の情報
により、一部イベント内容が変更となる場合があります。※ビビッド・シドニー
（VIVIDSydney開催期間：2018年5月25日（金）～6月16日（土）までの
23日間 ※上記期間以外でも「ビビッド・シドニー」開催期間中はシドニー
の街中がライトアップされた様子をご覧いただけます。※ビビッド・シドニーは
ニューサウスウェールズ州が企画・実施するイベントです。

ハイアット リージェンシー シドニー発
シャングリラ発
△ロックス地区及びシドニー・ハーバーブリッジ鑑賞
○シドニーハーバーウォーク（ミルソンズ・ポイント）
◎オペラハウス認定ガイドによる館内ツアー
△マッコーリー通り（王立植物園・州立図書館・
州議事堂・シドニー病院・旧造幣局）○世界遺産
ハイドパーク・バラックス・△セントメアリー大聖堂
○オペラハウスの屋根に投影されるプロジェク
ション・マッピング点灯の瞬間立会い！○シドニー
現代美術館外観をキャンパスにした鮮やかな
アートとミュージック○外国船旅客ターミナル前
の最人気スポットからオペラハウス外観のプロ
ジェクション・マッピング&シドニー・ハーバーブリッ
ジのライトアップ鑑賞○ロックス地区の「ビビッド・
ライト・ウォーク」や各種イルミネーション鑑賞

15:20
15:30

15:40
16:30
17:10

18:00

ビビッドに光
る！ オリジナ
ルボールペン
（お1人様1本
／現地渡し）

うれしい
おもてなし

イメージイメージ

イメージ

ブルーマウンテンズ／イメージ©Tourism Australia

イメージ

イメージ

イメージ

ステーキメニュー／イメージステーキメニュー／イメージ

フェリー／イメージ

イメージ
 ©Distination NSW

イメージ

ICCシドニー
ダーリングハーバー
バランガルー

照会・予約（裏表紙参照）／●素　：アクティビティ ●詳　：観光・ショッピング 
※本体ツアー予約時に合わせてお申込みください。

販売店の
方へ

◎＝入場観光、◯＝下車観光、△＝車窓観光

■場所／ The Promenade, King Street Wharf, Sydney
■営業時間／毎日17：30～22：00

（注）ABいずれか1つお選びください。但し、5日コースにお申込みの方はBプランとなります。

（注）

ホリデイイン
ポッツポイント
ご宿泊の方

The
Spit

Middle
Harbour

Rose Bay

マンリー

ワトソンズベイ
タロンガ動物園

ルナパーク
デニソン砦

ガーデンアイランド

シャークアイランド

サーキュラーキー

ダーリングハーバー

航路MAP

●

●

●
●

●

●

●

●

●

ICCシドニー

バランガルー

●

●

ルナ
パーク

1



シドニー5・6・7日（A基本プラン） 燃油サーチャージを含む（裏表紙参照） 旅行代金カレンダー上記

大人約10,010円・子供約5,560円（幼児不要）現地空港諸税目安額国内空港施設使用料・旅客保安サービス料及び現地空港諸税は別途必要です。（裏表紙参照）
★1人部屋利用時のレイトチェックアウトプラン追加代金は表記金額の倍額となります。

プレミアム・エコノミークラスプラン追加代金（表紙参照）
幼児代金 25,000円子供代金 上記大人同額
ペア・仲良しシート 裏表紙延泊プラン 裏表紙片道 94,000円、 往復 175,000円（大人・子供同額）

ビジネスクラスプラン追加代金（表紙参照） 片道 294,000円、 往復 563,000円（大人・子供同額）

A B C D E F G H I

群照会コード： 下記以外 0180002738
 ホリデイイン ポッツポイント 0180002774

ツアーコード トリプル
割引

1人部屋
追加代金

延泊プラン
（レイトチェック
アウトプラン★）
追加代金

5日
6日
7日
5日
6日
7日
5日
6日
7日
5日
6日
7日

80742170
80742210
80742250
80742290
80742300
80742310
80742180
80742220
80742260
80742190
80742230
80742270

ホテル

メトロ マーロー シドニー 
セントラル

またはBクラス以上

日数

21,000
31,500
42,000
25,000
37,500
50,000
35,000
52,500
70,000
35,000
52,500
70,000

3,000
6,000
9,000
3,400
6,800

10,200
3,700
7,400

11,100
5,000

10,000
15,000

10,500 

12,500 

17,500 

17,500 

旅行代金（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BC

ホリデイイン
ポッツポイント
（部屋指定なし）

ハイアット 
リージェンシー シドニー
（部屋指定なし）

アモラ ジャミソン
シドニー

（部屋指定なし）

B朝食付き
プラン
追加代金

-2,000
-3,000
-4,000
-2,000
-3,000
-4,000
-3,000
-4,000
-6,000

 119,900 146,900 153,900 158,900 164,900 181,900 227,900 277,900 289,900
 128,900 155,900 163,900 168,900 174,900 191,900 236,900 286,900 299,900
 138,900 164,900 174,900 177,900 183,900 201,900 246,900 296,900 308,900
 120,900 146,900 151,900 159,900 164,900 180,900 228,900 278,900 290,900
 129,900 156,900 160,900 168,900 173,900 189,900 237,900 287,900 299,900
 138,900 165,900 170,900 177,900 182,900 198,900 246,900 296,900 309,900
 133,900 159,900 164,900 172,900 177,900 192,900 240,900 290,900 303,900
 147,900 174,900 179,900 187,900 192,900 207,900 255,900 305,900 318,900
 162,900 189,900 194,900 202,900 207,900 222,900 270,900 320,900 333,900
 133,900 159,900 164,900 172,900 177,900 192,900 240,900 290,900 303,900
 147,900 174,900 179,900 187,900 192,900 207,900 255,900 305,900 318,900
 162,900 189,900 194,900 202,900 207,900 222,900 270,900 320,900 333,900

トリプル
不可

シドニー 5・6・7日

メトロ マーロー シドニー セントラルまたはBクラス以上
ホリデイイン ポッツポイント（部屋指定なし）
ハイアット リージェンシー シドニー（部屋指定なし）
アモラ ジャミソン シドニー（部屋指定なし）

【お申込み前に下記ページを必ずお読みください。】
共通のご案内、ご案内とご注意、旅行条件書（裏表紙）

出発日

利用航空会社（日本発着時）
出発除外日

利用ホテル
（左記参照）

食事
（機内食を除く）
（照会・予約/
裏表紙参照）

添乗員
最少催行人員

2018年4月12日～7月20日の毎日出発

カンタス航空
●4/27、5/1・2出発

同行しませんが、日本語を話す現地係員がお世話いたします。
2名

※選べるプランでBをお選びの場合、夕食が滞在中1回のみ追加となります。

7
日

6
日

5
日

【22：00】羽田空港発（QF026便）p

出発までフリータイム（ホテルチェックアウトは11時となります）。

ホテルから空港へご案内。
【20：45～21：45】シドニー発p

【08：25～09：25】 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。
3 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（Ｐ1参照） へ。
 △ハーバーブリッジ、○キリビリ・ポイントで手のひらオペラハウス体

験、◎オペラハウス認定ガイドによる館内ツアー、○ハイドパーク・バ
ラックス、△セントメアリー大聖堂へご案内します。

�d 世界遺産ブルーマウンテンズ選べる観光が付いた半日観光（P1参照） へ。
エコーポイント展望台では、あの伝説の奇岩スリーシスターズを観賞。
その後、3つの観光プランから選択した観光箇所へご案内。
終了後はローカル電車の乗車体験でお楽しみください。クリフドライブ
では、世界遺産の森をドライブ。大自然を感じながら、車窓から絶景の
大渓谷をご覧いただきます。

d フリータイム

 機中泊 ABHHD

シドニー泊 AHHH※ BEHH※

シドニー泊 ABHHH※

シドニー泊  AHHH※ BEHH※

ABHHH

111

222

333

4・5
4-

654

【05：15】羽田空港着（QF025便）
 機中泊 ABHHD

765

日程（A基本プラン／B朝食付きプラン）
（◎＝入場観光、◯＝下車観光、△＝車窓観光） 食事マーク： H朝H昼H夕

パスポート（残存有効期間）
査証

帰国時まで有効なもの
必要（観光ETASの登録が必要）

パスポート・査証
（日本国籍の方）裏表紙参照

ペア・仲良しシートをご用意（裏表紙参照）

ペア・仲良しシートをご用意（裏表紙参照）

レイトチェックアウトプラン お部屋は出発までご利用可能
（要追加代金／下記旅行代金表参照）。

※カンタス航空は2018年2月現在、燃油サーチャージは廃止となります。

（裏表紙参照）（裏表紙参照）

5日
6日
7日

A基本プラン
朝0、昼0、夕0
朝0、昼0、夕0
朝0、昼0、夕0

B朝食付きプラン
朝1、昼0、夕0
朝2、昼0、夕0
朝3、昼0、夕0

日数

特別企画（期間限定）5/25・29・31、6/5・7・12・１4催行
上記日程にあたる場合は「世界遺産オペラハウスでビビッド＆シドニー
ハーバー・パノラマ観光」へ追加代金なしで振り替えてご案内（Ｐ1参照）

選べるプラン（追加代金不要／P１参照）

2
0
1
8
年
4
月

2
0
1
8
年
5
月

2
0
1
8
年
6
月

2
0
1
8
年
7
月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

- - - - - - -
- - - - B B B
B B B B B B B
B B F F G - I
I H

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

- - D D D
D D B B A B B
B B B B B B B
B B B B B B B
A B B B B

日 月 火 水 木 金 土

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

B B
A B B B B B B
A B B B A B E
E E E E E E E
E E E E E E E

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

E E E E E F F
F F F C F F F
F F F F F F -
- - - - - - -
- - -

日 月 火 水 木 金 土

Aホップオン・ホップオフ・フェリー（2日間パス／お1人様1枚）
B「ニックス・バー＆グリル」での夕食（1回）
※ABいずれか1つお選びください。但し、5日コースのお客様はBプランとなります。
 ホリデイイン ポッツポイントにご宿泊のお客様　
上記Bプラン「ニックス・バー＆グリル」の夕食をホテル内レストランに変更が可能です。

その他利用ホテル　●トラベロッジ シドニー　●ケンブリッジ
●アスパイア　●ランデブー シドニー セントラル　●ブールバード
●イビス ダーリングハーバー※　●イビス ワールドスクエア※
●赤文字のホテルはシャワーのみとなります。※トリプル（3名1室）利用はお受けできません。

メトロ マーロー シドニー セントラル
またはBクラス以上

ホリデイイン ポッツポイント（部屋指定なし）

ハイアット リージェンシー シドニー アモラ ジャミソン シドニー（部屋指定なし）

お洒落なポッツポイント
エリアにある人気の
ホリデイイン・ブランド！

●ダーリングハーバー港まで徒歩約30分
●ニックスまで徒歩約35分

●ダーリングハーバー港まで徒歩約15分
●ニックスまで徒歩約12分

メトロ マーロー シドニーセントラルの場合
●ダーリングハーバー港まで徒歩約12分 ●ニックスまで徒歩約13分

●ダーリングハーバー港まで徒歩約5分
●ニックスまで徒歩約8分

シドニーの中心、
様々な観光施設に
徒歩圏内の便利な立地

ハイアットがお届けする
生まれ変わった極上空間！

シドニー利用ホテル

選べる2つのプランの他、追加代金不要で2大世界遺産観光も付いています！

歩いても10分くらい
の小さな島は、ピク
ニックエリア。のんび
り過ごすのに取って置
きの場所です。

シャーク
アイランド

ダーリングハーバー

大観覧車や絶叫マ
シンなどがそろう、
テーマパーク。

ルナパーク

オーストラリア固有の
動物や、動物ショーが
楽しめます。

タロンガ
動物園

シドニー湾の真ん中に浮か
ぶ、小さな島。景観も美し
い、シドニー湾の人気観光
スポット。

デニソン砦

（部屋指定なし）

お部屋の一例

お部屋の一例お部屋の一例

お部屋の一例お部屋の一例

©Distination NSW

©Distination NSW

©Distination NSW©Distination NSW

©Distination NSW

http://www.holidayinnpottspoint.com.au/

https://www.amorahotels.com/hotels/amora-hotel-jamison-sydney/about
https://www.hyatt.com
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旅の情報満載！ 日本旅行のホームページ

http://www.nta.co.jp日本旅行 検索

Let’s 

Access!!

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。

〒131-8565　東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田6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

東日本海外旅行統括部

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）

お申込み・お問い合わせ旅 行 企 画 ・ 実 施

ご旅行条件（要約） 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。

〈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％

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、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

申込金（おひとり）
旅行代金の20％以上旅行代金まで

●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、右記の申込金
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
旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって２１日目に当たる日（以下「基準日」といいます。）
よりも前にお支払いいただきます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃・料金。　尚、運賃・料金はコースにより等級
が異なります。別途明示する場合を除きエコノミー・クラスとなります。（2）旅行日程に含まれる送迎バス等
の料金（3）旅行日程に明示した観光の料金（バス等の料金・ガイド料金・入場料金等）（4）旅行日程に明示した
宿泊料金及び税・サービス料金（旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。２人部屋に２人ず
つの宿泊を基準とします。）（5）旅行日程に明示した食事料金（機内食は除きます。）及び税・サービス料金。
（6）お１人様につきスーツケース等１個の受託手荷物運搬料金（航空機で運搬の場合お１人様２０㎏以内が
原則ですが、クラス・方面によって異なります。また利用航空会社により別途受託手荷物運搬料金が必要とな
る場合があります。詳しくは係員におたずねください。）（7）現地での手荷物の運搬料金（一部含まれない
コースがあります。）。但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に
運搬していただく場合があります。（8）添乗員付きコースの添乗員の同行費用（9）運送機関が課す付加運
賃・料金（例：燃油サーチャージ）（但し、旅行代金に含まれない旨、別途表示している場合を除きます。）
●旅行代金に含まれないもの
第１１項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（1）超過手荷物料金（2）クリーニング・電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等
個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料（3）渡航手続関係諸経費（旅券印紙・証紙料金・査証料・予防
接種料金及び渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等。）（4）日本国内におけるご自宅から発着空港まで
の交通費や宿泊費等（5）日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料（6）日本国外の空港税・出国税及
びこれに類する諸税（7）希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の料金（8）お客様が
個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う
医療費及び諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用

●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。

●旅程保証
当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別
表第二左側）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお客様に支
払います。尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値
以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
●お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お一
人様につき10,000円の手数料を頂戴します。尚、既に航空券を発行している場合には、別途再発券
に関わる費用を請求する場合があります。
●個人情報の取扱い
（1）当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・
宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④当社の旅行契約上の責任
において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサー
ビス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願い
のため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成のために利用させて
いただきます。（2）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、パスポート番号、搭
乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店、大使館、出入国管理官等に書類又は電子データにより、提供するこ
とがあります。また、ご旅行代金を精算する目的で決済システム会社、クレジット会社にクレジット番号や
決済金額を電子的方法等で提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希
望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出く
ださい。（注：10日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申し出下さい）（3）当社及び当社グループ
各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレ
ス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきま
す。共同利用する個人情報は、当社が責任を持って管理します。なお、当社の個人情報の取扱に関する方
針等の詳細、当社グループ会社の名称については当社の店頭又はホームページのプライバシーポリシー
でご確認をお願いします。（4）当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。（5）お客様は、当社の
保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問合せ窓口は訂
正のみ販売店、それ以外は本社お客様相談室となります。（6）一部の任意記入項目にご記入いただけな
い場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
個人情報保護管理者（お客様相談室長）問い合わせ先窓口：本社お客様相談室
電話：03‐6895‐7883　ＦＡＸ：03‐6895‐7833、ｅ－ｍａｉｌ：sodan_shitsu@nta.co.jp
営業時間：平日　09：45～17：45
●パンフレット表示の旅行開始地までの国内航空券の取り扱いについて
パンフレット掲載の特別運賃を利用した国内航空券の手配に関する契約は当社が承諾したときに成
立します。国内航空線の区間について当社が承諾した後は、当該のコースの海外旅行部分を含めて
募集型企画旅行契約とし、特別補償、旅程管理、旅程保証の対象とします。尚、お客様が申し込まれた
パンフレット記載の特別料金での国内航空券について予約・確保ができず、お客様が該当コースを取
り消しする場合は、該当コースに関わる所定の取消料をお支払いいただきます。
●ご旅行条件の基準
この旅行条件は2018年2月1日を基準としています。また、旅行代金は2018年2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2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。

（1）パスポート・査証・渡航手続きなど

（3）燃油サーチャージ（旅行代金に含まれています）

（2）旅行代金

（5）移動時（航空機及びその他の交通機関）

（6）宿泊

（7）追加プラン

（8）現地係員

（9）その他

（10）特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて

（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）

■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）

ご案内とご注意（各ツアー共通） ※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。

■当パンフレットは2018年2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・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。
●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。
■オーストラリア査証について　査証又はETASカードが必要です。各自ご取得ください。
詳しくは販売店にご確認ください。
■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。

■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（2歳以上12歳未満）、幼児代金（0歳、1歳）です。往
路の国際線搭乗日の年齢を基準に適用します。
■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。
■トリプル割引はベッドを利用する大人・子供が合計3名の場合に各旅行代金に対し適用
されます。ベッド利用のない特別子供や幼児代金には適用されません。
■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。

■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】
　2018年1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（Ａ＄）＝90.8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。

■国内線出発・到着の旅客に対し空港施設使用料が課金されます。
　羽田空港=大人：290円/子供140円
※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）。

■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。
■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…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。

■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。

■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」「レイトチェックアウトプラン」「プレミアムエコノミークラスプラン」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）」「食事プラン」「観光プラン」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。

■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。

■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。

■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。

販売店の方へ

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）

手配メッセージ
見積り&リクエスト

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

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

※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。

p=飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船
D=機内食　  E=朝食 L=昼食 B=夕食 H=軽食 H=食事なし軽

国名

日本

オーストラリア

税名称 対　象 日本円
目安額

税額
（A$）

羽田空港施設使用料

羽田空港旅客保安サービス料

出国税
旅客サービス料 シドニー到着及び出発

国際線出発

国際線出発

国際線出発（子供不要）
国際線

̶

̶ 100
（幼児も要）
5,450
2,780

2,570
（1,280）

60.00
30.51

●ツアーお申込み時に、あわせて販売店にお申込みください。●総旅行日数は、14日までとなります。
●基本日程の宿泊地の宿泊ホテルと同一ホテルに限りお受けいたします。
●延泊代金は2名又は3名1室利用の場合のお1人様1泊の代金です（大人・子供同額）。
●1人1室利用をご希望の場合は倍額となります。
●お申込み後の手配となり、予約状況により回答が出発間際となったり、手配できない場合もあります。その場合、基本日程でご参加いただきます。
●延泊代金に含まれるもの／ホテル宿泊代（朝食は付きません）、ホテルから空港までの送迎、空港チェックインのお手伝い。
代金に含まれるサービスを一部ご利用にならない場合でも減額、払戻しはありません。
●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」を参照ください

販売店の方へ 照会・予約方（下記参照）／ 延泊：●素：宿泊 ●詳：延泊・減泊 ※減泊はお受けできません。
 レイトチェックアウト：●素：宿泊 ●詳：チェックイン・チェックアウト 

ペア・仲良しシートをご用意！ 延泊プラン（レイトチェックアウト含む）【ご案内】※ご用意する区間は羽田空港→シドニー、シドニー→羽田空港の国際
線区間となります。※ご旅行お申込み後、氏名・性別の変更（訂正）、参加人数の
変更があった場合、ペア・仲良しシートをご用意できない事があります。※通路側、
窓側及び座席番号のご希望はお受けできません。又、事前に座席番号の回答は
いたしません。※バシネット（幼児用簡易ベッド）や車椅子等、特別なシートを利用さ
れる場合は対象外となります。※大人2名＋幼児2名以上でお申込みの場合、航
空安全上の規定により、横並び席をご用意できない場合があります。この場合、
通路を挟んだ並び席又は縦並びの席をご用意します。※最終日程表でご案内す
る集合時間までにお越しいただけなかった場合、ペア・仲良しシートをご用意できな
い事があります。※ご出発当日急にご用意できなくなった場合は、1組5,000円の
UCギフトカードを羽田空港でお渡しします。但し、ご出発当日の運航取消（フライト
キャンセル）及び機材変更が理由の場合を除きます。※同一の出発日、帰国日、フ
ライト、ホテル、日数のコースを、同一の販売店で同時にお申込みいただいた場合
に限ります。※対象外：●バシネット（幼児用簡易ベッド）など、特別なシートを利用
される場合。●ビジネスクラスを利用される場合。

2名様で
ご参加の場合

通路を挟まない横並び席
「ペアシート」をご用意します。

3・4名様で
ご参加の場合

お近くの席
「仲良しシート」をご用意します。

往復の国際線は「ペア・仲良しシート」を
ご用意します。
※右記マークの付いた
　コースが対象です。

もう少しゆっくりしたい、そんなあなたのご旅行日数をアレンジ！
要追加代金

ください。

において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサー
ビス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願い
のため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成のために利用させて
いただきます。（2）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、パスポート番号、搭
乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店、大使館、出入国管理官等に書類又は電子データにより、提供するこ
とがあります。また、ご旅行代金を精算する目的で決済システム会社、クレジット会社にクレジット番号や
決済金額を電子的方法等で提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希
望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出く
ださい。（注：10日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申し出下さい）（3）当社及び当社グループ
各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレ
ス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきま
す。共同利用する個人情報は、当社が責任を持って管理します。なお、当社の個人情報の取扱に関する方
針等の詳細、当社グループ会社の名称については当社の店頭又はホームページのプライバシーポリシー
でご確認をお願いします。（4）当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。（5）お客様は、当社の
保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問合せ窓口は訂
正のみ販売店、それ以外は本社お客様相談室となります。（6）一部の任意記入項目にご記入いただけな
い場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
個人情報保護管理者（お客様相談室長）問い合わせ先窓口：本社お客様相談室
電話：03‐6895‐7883　ＦＡＸ：03‐6895‐7833、ｅ－ｍａｉｌ：sodan_shitsu@nta.co.jp

●パンフレット表示の旅行開始地までの国内航空券の取り扱いについて
パンフレット掲載の特別運賃を利用した国内航空券の手配に関する契約は当社が承諾したときに成
立します。国内航空線の区間について当社が承諾した後は、当該のコースの海外旅行部分を含めて
募集型企画旅行契約とし、特別補償、旅程管理、旅程保証の対象とします。尚、お客様が申し込まれた
パンフレット記載の特別料金での国内航空券について予約・確保ができず、お客様が該当コースを取
り消しする場合は、該当コースに関わる所定の取消料をお支払いいただきます。

この旅行条件は2018年2月1日を基準としています。また、旅行代金は2018年2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2月1日現在国土交通大臣に認可申請

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。

当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別
表第二左側）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお客様に支
払います。尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値
以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お一
人様につき10,000円の手数料を頂戴します。尚、既に航空券を発行している場合には、別途再発券

（1）当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・
宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④当社の旅行契約上の責任
において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサー

（10）特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて

■「延泊プラン」「レイトチェックアウトプラン」「プレミアムエコノミークラスプラン」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）」「食事プラン」「観光プラン」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。

■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

■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。

■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。

■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

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）

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

予約操作方法 　：素材種別 　：素材種別詳細
：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

）→検索→表示（在庫を調べる場合）当該項目を

オプションまたはプランを追加する
利用日/素材種別/素材種別詳細を設定

※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。

飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船
=昼食 B=夕食HH軽H

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。

当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別
表第二左側）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお客様に支
払います。尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値

お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お一
人様につき10,000円の手数料を頂戴します。尚、既に航空券を発行している場合には、別途再発券

（1）当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・
宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④当社の旅行契約上の責任
において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサー

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）

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

：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
）→検索→表示（在庫を調べる場合）当該項目を

オプションまたはプランを追加する→
利用日/素材種別/素材種別詳細を設定）→検索→予約

※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。

飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船
H=軽食 H=食事なしH軽H



ご旅行条件（要約） 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。

〈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％

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、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

申込金（おひとり）
旅行代金の20％以上旅行代金まで

●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、右記の申込金
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
旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって２１日目に当たる日（以下「基準日」といいます。）
よりも前にお支払いいただきます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃・料金。　尚、運賃・料金はコースにより等級
が異なります。別途明示する場合を除きエコノミー・クラスとなります。（2）旅行日程に含まれる送迎バス等
の料金（3）旅行日程に明示した観光の料金（バス等の料金・ガイド料金・入場料金等）（4）旅行日程に明示した
宿泊料金及び税・サービス料金（旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。２人部屋に２人ず
つの宿泊を基準とします。）（5）旅行日程に明示した食事料金（機内食は除きます。）及び税・サービス料金。
（6）お１人様につきスーツケース等１個の受託手荷物運搬料金（航空機で運搬の場合お１人様２０㎏以内が
原則ですが、クラス・方面によって異なります。また利用航空会社により別途受託手荷物運搬料金が必要とな
る場合があります。詳しくは係員におたずねください。）（7）現地での手荷物の運搬料金（一部含まれない
コースがあります。）。但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に
運搬していただく場合があります。（8）添乗員付きコースの添乗員の同行費用（9）運送機関が課す付加運
賃・料金（例：燃油サーチャージ）（但し、旅行代金に含まれない旨、別途表示している場合を除きます。）
●旅行代金に含まれないもの
第１１項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（1）超過手荷物料金（2）クリーニング・電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等
個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料（3）渡航手続関係諸経費（旅券印紙・証紙料金・査証料・予防
接種料金及び渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等。）（4）日本国内におけるご自宅から発着空港まで
の交通費や宿泊費等（5）日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料（6）日本国外の空港税・出国税及
びこれに類する諸税（7）希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の料金（8）お客様が
個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う
医療費及び諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用

●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。

●旅程保証
当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別
表第二左側）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお客様に支
払います。尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値
以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
●お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お一
人様につき10,000円の手数料を頂戴します。尚、既に航空券を発行している場合には、別途再発券
に関わる費用を請求する場合があります。
●個人情報の取扱い
（1）当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・
宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④当社の旅行契約上の責任
において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサー
ビス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願い
のため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成のために利用させて
いただきます。（2）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、パスポート番号、搭
乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店、大使館、出入国管理官等に書類又は電子データにより、提供するこ
とがあります。また、ご旅行代金を精算する目的で決済システム会社、クレジット会社にクレジット番号や
決済金額を電子的方法等で提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希
望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出く
ださい。（注：10日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申し出下さい）（3）当社及び当社グループ
各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレ
ス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきま
す。共同利用する個人情報は、当社が責任を持って管理します。なお、当社の個人情報の取扱に関する方
針等の詳細、当社グループ会社の名称については当社の店頭又はホームページのプライバシーポリシー
でご確認をお願いします。（4）当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。（5）お客様は、当社の
保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問合せ窓口は訂
正のみ販売店、それ以外は本社お客様相談室となります。（6）一部の任意記入項目にご記入いただけな
い場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
個人情報保護管理者（お客様相談室長）問い合わせ先窓口：本社お客様相談室
電話：03‐6895‐7883　ＦＡＸ：03‐6895‐7833、ｅ－ｍａｉｌ：sodan_shitsu@nta.co.jp
営業時間：平日　09：45～17：45
●パンフレット表示の旅行開始地までの国内航空券の取り扱いについて
パンフレット掲載の特別運賃を利用した国内航空券の手配に関する契約は当社が承諾したときに成
立します。国内航空線の区間について当社が承諾した後は、当該のコースの海外旅行部分を含めて
募集型企画旅行契約とし、特別補償、旅程管理、旅程保証の対象とします。尚、お客様が申し込まれた
パンフレット記載の特別料金での国内航空券について予約・確保ができず、お客様が該当コースを取
り消しする場合は、該当コースに関わる所定の取消料をお支払いいただきます。
●ご旅行条件の基準
この旅行条件は2018年2月1日を基準としています。また、旅行代金は2018年2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2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。
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Let’s 

Access!!

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。

〒131-8565　東京都墨田区堤通1-19-9 リバーサイド隅田6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

東日本海外旅行統括部

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）

お申込み・お問い合わせ旅 行 企 画 ・ 実 施

川崎アゼリア支店（川崎地下街アゼリア内）
☎044-245-1832
営業時間/10：00～21：00（年中無休）
総合旅行業務取扱管理者 鈴木 朋子

横浜ポルタ支店（横浜駅東口地下街ポルタ内）
☎045-453-6321
営業時間/10：00～21：00（年中無休）
総合旅行業務取扱管理者 中山 嘉洋

上大岡京急支店（上大岡駅構内）
☎045-848-7131
営業時間/10：00～20：00（年中無休）
総合旅行業務取扱管理者 長谷部 政紀

金沢文庫支店（金沢文庫駅構内）
☎045-782-5538
営業時間/11：00～19：00（年中無休）
総合旅行業務取扱管理者 村松 加奈子

横須賀中央支店（横須賀中央駅構内）
☎046-822-1330
営業時間/11：00～19：00（水曜定休）
総合旅行業務取扱管理者 楠本 寿幸

ウィング久里浜支店（ウィング久里浜4階）
☎046-834-0360
営業時間/10：00～21：00（年中無休）
総合旅行業務取扱管理者 島岡 忍

ご旅行条件（要約） 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。

〈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％

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、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

申込金（おひとり）
旅行代金の20％以上旅行代金まで

●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、右記の申込金
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
旅行代金は旅行開始日の前日から起算して、さかのぼって２１日目に当たる日（以下「基準日」といいます。）
よりも前にお支払いいただきます。
●旅行代金に含まれるもの
（1）旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃・料金。　尚、運賃・料金はコースにより等級
が異なります。別途明示する場合を除きエコノミー・クラスとなります。（2）旅行日程に含まれる送迎バス等
の料金（3）旅行日程に明示した観光の料金（バス等の料金・ガイド料金・入場料金等）（4）旅行日程に明示した
宿泊料金及び税・サービス料金（旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。２人部屋に２人ず
つの宿泊を基準とします。）（5）旅行日程に明示した食事料金（機内食は除きます。）及び税・サービス料金。
（6）お１人様につきスーツケース等１個の受託手荷物運搬料金（航空機で運搬の場合お１人様２０㎏以内が
原則ですが、クラス・方面によって異なります。また利用航空会社により別途受託手荷物運搬料金が必要とな
る場合があります。詳しくは係員におたずねください。）（7）現地での手荷物の運搬料金（一部含まれない
コースがあります。）。但し、一部の空港・駅・港・ホテルではポーターがいない等の理由により、お客様ご自身に
運搬していただく場合があります。（8）添乗員付きコースの添乗員の同行費用（9）運送機関が課す付加運
賃・料金（例：燃油サーチャージ）（但し、旅行代金に含まれない旨、別途表示している場合を除きます。）
●旅行代金に含まれないもの
第１１項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示します。
（1）超過手荷物料金（2）クリーニング・電話料金・ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等
個人的性質の諸経費及びそれに伴う税・サービス料（3）渡航手続関係諸経費（旅券印紙・証紙料金・査証料・予防
接種料金及び渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等。）（4）日本国内におけるご自宅から発着空港まで
の交通費や宿泊費等（5）日本国内の空港を利用する場合の空港施設使用料（6）日本国外の空港税・出国税及
びこれに類する諸税（7）希望者のみ参加されるオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の料金（8）お客様が
個人的な案内、買物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う
医療費及び諸費用、お客様の不注意による荷物紛失、忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用

●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。

●旅程保証
当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別
表第二左側）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお客様に支
払います。尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値
以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
●お客様の交替
お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お一
人様につき10,000円の手数料を頂戴します。尚、既に航空券を発行している場合には、別途再発券
に関わる費用を請求する場合があります。
●個人情報の取扱い
（1）当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・
宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④当社の旅行契約上の責任
において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサー
ビス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願い
のため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成のために利用させて
いただきます。（2）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、パスポート番号、搭
乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店、大使館、出入国管理官等に書類又は電子データにより、提供するこ
とがあります。また、ご旅行代金を精算する目的で決済システム会社、クレジット会社にクレジット番号や
決済金額を電子的方法等で提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希
望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出く
ださい。（注：10日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申し出下さい）（3）当社及び当社グループ
各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレ
ス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきま
す。共同利用する個人情報は、当社が責任を持って管理します。なお、当社の個人情報の取扱に関する方
針等の詳細、当社グループ会社の名称については当社の店頭又はホームページのプライバシーポリシー
でご確認をお願いします。（4）当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。（5）お客様は、当社の
保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問合せ窓口は訂
正のみ販売店、それ以外は本社お客様相談室となります。（6）一部の任意記入項目にご記入いただけな
い場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
個人情報保護管理者（お客様相談室長）問い合わせ先窓口：本社お客様相談室
電話：03‐6895‐7883　ＦＡＸ：03‐6895‐7833、ｅ－ｍａｉｌ：sodan_shitsu@nta.co.jp
営業時間：平日　09：45～17：45
●パンフレット表示の旅行開始地までの国内航空券の取り扱いについて
パンフレット掲載の特別運賃を利用した国内航空券の手配に関する契約は当社が承諾したときに成
立します。国内航空線の区間について当社が承諾した後は、当該のコースの海外旅行部分を含めて
募集型企画旅行契約とし、特別補償、旅程管理、旅程保証の対象とします。尚、お客様が申し込まれた
パンフレット記載の特別料金での国内航空券について予約・確保ができず、お客様が該当コースを取
り消しする場合は、該当コースに関わる所定の取消料をお支払いいただきます。
●ご旅行条件の基準
この旅行条件は2018年2月1日を基準としています。また、旅行代金は2018年2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2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。

（1）パスポート・査証・渡航手続きなど

（3）燃油サーチャージ（旅行代金に含まれています）

（2）旅行代金

（5）移動時（航空機及びその他の交通機関）

（6）宿泊

（7）追加プラン

（8）現地係員

（9）その他

（10）特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて

（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）

■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）

ご案内とご注意（各ツアー共通） ※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。

■当パンフレットは2018年2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・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。
●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。
■オーストラリア査証について　査証又はETASカードが必要です。各自ご取得ください。
詳しくは販売店にご確認ください。
■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。

■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（2歳以上12歳未満）、幼児代金（0歳、1歳）です。往
路の国際線搭乗日の年齢を基準に適用します。
■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。
■トリプル割引はベッドを利用する大人・子供が合計3名の場合に各旅行代金に対し適用
されます。ベッド利用のない特別子供や幼児代金には適用されません。
■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。

■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】
　2018年1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（Ａ＄）＝90.8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。

■国内線出発・到着の旅客に対し空港施設使用料が課金されます。
　羽田空港=大人：290円/子供140円
※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）。

■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。
■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…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。

■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。

■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」「レイトチェックアウトプラン」「プレミアムエコノミークラスプラン」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）」「食事プラン」「観光プラン」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。

■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。

■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。

■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。

販売店の方へ

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）

手配メッセージ
見積り&リクエスト

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

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

※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。

p=飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船
D=機内食　  E=朝食 L=昼食 B=夕食 H=軽食 H=食事なし軽

国名

日本

オーストラリア

税名称 対　象 日本円
目安額

税額
（A$）

羽田空港施設使用料

羽田空港旅客保安サービス料

出国税
旅客サービス料 シドニー到着及び出発

国際線出発

国際線出発

国際線出発（子供不要）
国際線

̶

̶ 100
（幼児も要）
5,450
2,780

2,570
（1,280）

60.00
30.51

●ツアーお申込み時に、あわせて販売店にお申込みください。●総旅行日数は、14日までとなります。
●基本日程の宿泊地の宿泊ホテルと同一ホテルに限りお受けいたします。
●延泊代金は2名又は3名1室利用の場合のお1人様1泊の代金です（大人・子供同額）。
●1人1室利用をご希望の場合は倍額となります。
●お申込み後の手配となり、予約状況により回答が出発間際となったり、手配できない場合もあります。その場合、基本日程でご参加いただきます。
●延泊代金に含まれるもの／ホテル宿泊代（朝食は付きません）、ホテルから空港までの送迎、空港チェックインのお手伝い。
代金に含まれるサービスを一部ご利用にならない場合でも減額、払戻しはありません。
●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」を参照ください

販売店の方へ 照会・予約方（下記参照）／ 延泊：●素：宿泊 ●詳：延泊・減泊 ※減泊はお受けできません。
 レイトチェックアウト：●素：宿泊 ●詳：チェックイン・チェックアウト 

ペア・仲良しシートをご用意！ 延泊プラン（レイトチェックアウト含む）【ご案内】※ご用意する区間は羽田空港→シドニー、シドニー→羽田空港の国際
線区間となります。※ご旅行お申込み後、氏名・性別の変更（訂正）、参加人数の
変更があった場合、ペア・仲良しシートをご用意できない事があります。※通路側、
窓側及び座席番号のご希望はお受けできません。又、事前に座席番号の回答は
いたしません。※バシネット（幼児用簡易ベッド）や車椅子等、特別なシートを利用さ
れる場合は対象外となります。※大人2名＋幼児2名以上でお申込みの場合、航
空安全上の規定により、横並び席をご用意できない場合があります。この場合、
通路を挟んだ並び席又は縦並びの席をご用意します。※最終日程表でご案内す
る集合時間までにお越しいただけなかった場合、ペア・仲良しシートをご用意できな
い事があります。※ご出発当日急にご用意できなくなった場合は、1組5,000円の
UCギフトカードを羽田空港でお渡しします。但し、ご出発当日の運航取消（フライト
キャンセル）及び機材変更が理由の場合を除きます。※同一の出発日、帰国日、フ
ライト、ホテル、日数のコースを、同一の販売店で同時にお申込みいただいた場合
に限ります。※対象外：●バシネット（幼児用簡易ベッド）など、特別なシートを利用
される場合。●ビジネスクラスを利用される場合。

2名様で
ご参加の場合

通路を挟まない横並び席
「ペアシート」をご用意します。

3・4名様で
ご参加の場合

お近くの席
「仲良しシート」をご用意します。

往復の国際線は「ペア・仲良しシート」を
ご用意します。
※右記マークの付いた
　コースが対象です。

もう少しゆっくりしたい、そんなあなたのご旅行日数をアレンジ！
要追加代金

ください。

（横浜駅東口地下街ポルタ内）

045-453-6321
営業時間/10：00～21：00（年中無休）

（金沢文庫駅構内）

045-782-5538

において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサーにおいて事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサーにおいて事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサー
ビス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願いビス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願いビス、キャンペーン情報の提供、旅行に関する情報提供のため、⑥旅行参加後のご意見やご感想のお願い
のため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成のために利用させてのため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成のために利用させてのため、⑦アンケートのお願いのため、⑧特典サービス提供のため、⑨統計資料作成のために利用させて
いただきます。（2）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、パスポート番号、搭いただきます。（2）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、パスポート番号、搭いただきます。（2）上記②、③の目的を達成するため、お客様の氏名、住所、電話番号、パスポート番号、搭
乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店、大使館、出入国管理官等に書類又は電子データにより、提供するこ乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店、大使館、出入国管理官等に書類又は電子データにより、提供するこ乗便名等を運送・宿泊機関、土産物店、大使館、出入国管理官等に書類又は電子データにより、提供するこ
とがあります。また、ご旅行代金を精算する目的で決済システム会社、クレジット会社にクレジット番号やとがあります。また、ご旅行代金を精算する目的で決済システム会社、クレジット会社にクレジット番号やとがあります。また、ご旅行代金を精算する目的で決済システム会社、クレジット会社にクレジット番号や
決済金額を電子的方法等で提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希決済金額を電子的方法等で提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希決済金額を電子的方法等で提供することがあります。なお、土産物店への個人情報の提供の停止をご希
望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出く望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出く望される場合は、当該するパンフレットに記載する旅行申込窓口宛にご出発の10日前までにお申し出く
ださい。（注：10日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申し出下さい）（3）当社及び当社グループださい。（注：10日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申し出下さい）（3）当社及び当社グループださい。（注：10日前が土・日・祝日の場合はその前日までにお申し出下さい）（3）当社及び当社グループ
各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレ各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレ各社はお客様から書面によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、メールアドレ
ス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきまス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきまス等の連絡先を、各社の営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきま
す。共同利用する個人情報は、当社が責任を持って管理します。なお、当社の個人情報の取扱に関する方す。共同利用する個人情報は、当社が責任を持って管理します。なお、当社の個人情報の取扱に関する方す。共同利用する個人情報は、当社が責任を持って管理します。なお、当社の個人情報の取扱に関する方
針等の詳細、当社グループ会社の名称については当社の店頭又はホームページのプライバシーポリシー針等の詳細、当社グループ会社の名称については当社の店頭又はホームページのプライバシーポリシー針等の詳細、当社グループ会社の名称については当社の店頭又はホームページのプライバシーポリシー
でご確認をお願いします。（4）当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。（5）お客様は、当社のでご確認をお願いします。（4）当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。（5）お客様は、当社のでご確認をお願いします。（4）当社は、個人情報の取扱を委託することがあります。（5）お客様は、当社の
保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問合せ窓口は訂保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問合せ窓口は訂保有する個人データに対して開示、訂正、削除、利用停止の請求を行うことができます。問合せ窓口は訂
正のみ販売店、それ以外は本社お客様相談室となります。（6）一部の任意記入項目にご記入いただけな正のみ販売店、それ以外は本社お客様相談室となります。（6）一部の任意記入項目にご記入いただけな正のみ販売店、それ以外は本社お客様相談室となります。（6）一部の任意記入項目にご記入いただけな
い場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。い場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。い場合、未記入の項目に関連するサービスについては、適切にご提供できないことがあります。
個人情報保護管理者（お客様相談室長）問い合わせ先窓口：本社お客様相談室個人情報保護管理者（お客様相談室長）問い合わせ先窓口：本社お客様相談室個人情報保護管理者（お客様相談室長）問い合わせ先窓口：本社お客様相談室
電話：03‐6895‐7883　ＦＡＸ：03‐6895‐7833、ｅ－ｍａｉｌ：sodan_shitsu@nta.co.jp電話：03‐6895‐7883　ＦＡＸ：03‐6895‐7833、ｅ－ｍａｉｌ：sodan_shitsu@nta.co.jp電話：03‐6895‐7883　ＦＡＸ：03‐6895‐7833、ｅ－ｍａｉｌ：sodan_shitsu@nta.co.jp

●パンフレット表示の旅行開始地までの国内航空券の取り扱いについて●パンフレット表示の旅行開始地までの国内航空券の取り扱いについて●パンフレット表示の旅行開始地までの国内航空券の取り扱いについて
パンフレット掲載の特別運賃を利用した国内航空券の手配に関する契約は当社が承諾したときに成パンフレット掲載の特別運賃を利用した国内航空券の手配に関する契約は当社が承諾したときに成パンフレット掲載の特別運賃を利用した国内航空券の手配に関する契約は当社が承諾したときに成
立します。国内航空線の区間について当社が承諾した後は、当該のコースの海外旅行部分を含めて立します。国内航空線の区間について当社が承諾した後は、当該のコースの海外旅行部分を含めて立します。国内航空線の区間について当社が承諾した後は、当該のコースの海外旅行部分を含めて
募集型企画旅行契約とし、特別補償、旅程管理、旅程保証の対象とします。尚、お客様が申し込まれた募集型企画旅行契約とし、特別補償、旅程管理、旅程保証の対象とします。尚、お客様が申し込まれた募集型企画旅行契約とし、特別補償、旅程管理、旅程保証の対象とします。尚、お客様が申し込まれた
パンフレット記載の特別料金での国内航空券について予約・確保ができず、お客様が該当コースを取パンフレット記載の特別料金での国内航空券について予約・確保ができず、お客様が該当コースを取パンフレット記載の特別料金での国内航空券について予約・確保ができず、お客様が該当コースを取
り消しする場合は、該当コースに関わる所定の取消料をお支払いいただきます。り消しする場合は、該当コースに関わる所定の取消料をお支払いいただきます。り消しする場合は、該当コースに関わる所定の取消料をお支払いいただきます。

この旅行条件は2018年2月1日を基準としています。また、旅行代金は2018年2月1日現在有効この旅行条件は2018年2月1日を基準としています。また、旅行代金は2018年2月1日現在有効この旅行条件は2018年2月1日を基準としています。また、旅行代金は2018年2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2月1日現在国土交通大臣に認可申請なものとして示されている航空運賃・適用規則又は2018年2月1日現在国土交通大臣に認可申請なものとして示されている航空運賃・適用規則又は2018年2月1日現在国土交通大臣に認可申請

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。

当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別
表第二左側）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお客様に支表第二左側）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお客様に支表第二左側）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお客様に支
払います。尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値払います。尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値払います。尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値
以上の物品・サービスの提供をすることがあります。以上の物品・サービスの提供をすることがあります。以上の物品・サービスの提供をすることがあります。

お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お一お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お一お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お一
人様につき10,000円の手数料を頂戴します。尚、既に航空券を発行している場合には、別途再発券人様につき10,000円の手数料を頂戴します。尚、既に航空券を発行している場合には、別途再発券人様につき10,000円の手数料を頂戴します。尚、既に航空券を発行している場合には、別途再発券

（1）当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・（1）当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・（1）当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・
宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④当社の旅行契約上の責任宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④当社の旅行契約上の責任宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④当社の旅行契約上の責任
において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサーにおいて事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサーにおいて事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサー

（10）特別な配慮を必要とする方のお申し込みについて

■「延泊プラン」「レイトチェックアウトプラン」「プレミアムエコノミークラスプラン」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）」「食事プラン」「観光プラン」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。

■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

■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。

■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。

■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

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）

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

予約操作方法 　：素材種別 　：素材種別詳細
：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

）→検索→表示（在庫を調べる場合）当該項目を

オプションまたはプランを追加する
利用日/素材種別/素材種別詳細を設定

※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。

飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船
=昼食 B=夕食HH軽H

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。

当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別当社は、当パンフレットに記載した契約内容のうち、当社旅行業約款（募集型企画旅行の部第２９条別
表第二左側）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお客様に支表第二左側）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお客様に支表第二左側）に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、定められた変更補償金をお客様に支
払います。尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値払います。尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値払います。尚、当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値

お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お一お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お一お客様は、当社の承諾を得て旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。この場合、お一
人様につき10,000円の手数料を頂戴します。尚、既に航空券を発行している場合には、別途再発券人様につき10,000円の手数料を頂戴します。尚、既に航空券を発行している場合には、別途再発券人様につき10,000円の手数料を頂戴します。尚、既に航空券を発行している場合には、別途再発券

（1）当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・（1）当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・（1）当社らは、ご提供いただいた個人情報について、①お客様との間の連絡のため、②旅行に関して運送・
宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④当社の旅行契約上の責任宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④当社の旅行契約上の責任宿泊機関等のサービス手配、提供のため、③旅行に関する諸手続きのため、④当社の旅行契約上の責任
において事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサーにおいて事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサーにおいて事故時の費用等を担保する保険手続きのため、⑤当社及び当社と提携する企業の商品やサー

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）

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

：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
）→検索→表示（在庫を調べる場合）当該項目を

オプションまたはプランを追加する→
利用日/素材種別/素材種別詳細を設定）→検索→予約

※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。

飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船飛行機　　  =車（バス、バンなど）　　  =列車　　 =船
H=軽食 H=食事なしH軽H




