
ビジネスクラス／プレミアムエコノミーで快適な空の旅を！

2018.
7月

2018.
5月
羽田発

●ペアシートは対象外となります。●ご利用いただける区間は、原則として羽田Lヨーロッパの最初の到着地／ヨーロッパの最
終出発地L羽田間となり、それ以外の区間はエコノミークラスとなります。●ビジネスクラス、プレミアムエコノミーご希望のお
客様は、窓側／通路側のご希望（シートリクエスト）は、ツアー予約時にお申し出ください。尚、座席数には限りがあり、ご希望に
添えない場合もありますので予めご了承ください。●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ビジネスクラス及び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。
【写真及び各種データについて】  
掲載の情報は、2018年2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、運航計画の変更等により、ご搭乗日に
おいて掲載の仕様と異なる場合があります。予めご了承ください。
上記データは機材及び路線により異なります。
【プレミアムエコノミー追加代金・ビジネスクラス旅行代金の有効期間】  
2018年5月1日～2018年7月31日に日本を出発するツアーに有効です。

全長約2mのフルフラットにな
る新シートや、厳選されたワイ
ンと共にいただくお食事など、
長距離フライトを快適にお過
ごしいただけます。

「ベスト・ビジネスクラス・エア
ラインシート」賞を日本の航空
会社で初めて受賞。開閉可能
なプライバシーパテーション
で、個室のようなプライベート
空間を実現しました。

座席の前後間隔を約10cm拡
大し、機能性を強化しました。エ
コノミークラスのお食事に加え、
シャンパンやおつまみなどの
サービスもご用意しています。

ルフトハンザ ドイツ航空 日本航空
「ビジネスクラス」 プレミアムエコノミー・ビジネスクラスご利用時のご案内とご注意「JAL SKY SUITE」

（ビジネスクラス）

エコノミークラスよりスペース
が全方向に合計最大50％広い
シートをご利用いただけます。

「プレミアムエコノミークラス」 「JAL SKY PREMIUM」
（プレミアムエコノミークラス）

ヨーロッパ
羽田空港から行く

339,900円～399,900円
旅行代金／フランス夢紀行8日（添乗員同行／2名１室利用／エコノミークラス利用／大人・子供同額／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！！

京急沿線
新規オープン記念！

ベニス本島に泊まる
　魅惑のイタリア紀行8日
～ベニスでシーフード料理の名店のディナークーポン付き～

P1

「最後の晩餐」予約完了済！

モンサンミッシェル地区に泊まる
　フランス夢紀行8日

～パリで「ラデュレ・サンジェルマン」のカフェクーポン付き～

P2

万一の場合（急なご病気、お怪我、ロストバゲージ）でも、海外旅行保険が付いているので安心です。
掲載のコースは海外旅行保険が付いています。

※上記保険の詳しい内容はhttp://www.nta.co.jp/kaigai/information/hoken/をご覧ください。※「羽田
空港から行くヨーロッパ」に付帯される海外旅行保険の補償内容をご確認のうえ、別途お客様の必要に応じて
海外旅行保険にご加入ください。※「羽田空港から行くヨーロッパ」にお申込みのお客様が対象となります。
（日本から旅行に参加されない場合は対象外となります。）※ご旅行開始前に発病した疾病は補償できません。
※「羽田空港から行くヨーロッパ」に付帯される海外旅行保険の旅行期間とは募集型企画旅行期間と同一
期間になります。※当社が引受保険会社と別途契約する海外旅行総合保険約款に基づいて補償されます。

治療・救援費用と賠償責任を補償！治療・救援費用と賠償責任を補償！
治療・救援費用
賠償責任

保険
金額1億円

航空機寄託手荷物
担保特約

保険
金額10万円

航空会社 クラス シートピッチ（cm） リクライニング角度（度） シート幅（cm）

日本航空
ビジネス 非公開 180 約52

プレミアムエコノミー 約107 約128 約48
エコノミー 約79～86 約8cm 約47
ビジネス 162 180 50

プレミアムエコノミー 97 130 48
エコノミー 78 113 44

ルフトハンザ ドイツ航空

Ⓐ

Ⓑ
Ⓒ

Ⓐ シートピッチ　Ⓑ リクライニング角度　Ⓒ シート幅

【シートピッチについて】

イメージ イメージ

イメージ イメージ
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フリータイムにうれしいお知らせ 追加代金不要
斜塔で有名なピサへご案内します。

フィレンツェでの午後のフリータイムを利用して、ご希
望の方には、斜塔で有名なピサへご案内します。散策
のお時間を各自でお楽しみいただいた後、フィレンツェ
へ戻ります。（13：30発/19：00着予定）
※添乗員が同行します。現地で添乗員にお申込みく
ださい。※�斜塔の入場は含まれておりません。 ピサの斜塔／イメージ

4日目 フィレンツェ／
午後フリータイム

※P1掲載コースにお申込みの方のみのプランとなります。※観光プランは出発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。※観光プランは、弊社企画・実施の他のツアーと同じバスで観光、添乗案内を行うことがご
ざいます。そのため、出発・帰着に際して他のホテルへ立ち寄ることがございます。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。※ご参加人数により現地日本語観光バスをご利用させていただきます。この場合は現地日本語ガ
イドがお世話いたします。ホテルからご集合場所までは添乗員が同行します。ツアー解散後は、各自でホテルにお戻りい
ただく場合があります。※取消（変更料）については、裏表紙「追加プラン」をご覧ください。

〈ご案内〉

販売店の方へ 予約方裏表紙参照/ ：アクティビティ ：観光・ショッピング

追加代金
（お1人様） 20,000円 天候、波の状況によりご覧いただけない場合

があります。注

ローマからナポリへバスで向かいます。その後、高速船でカプリ島へ。カプリ島では小船
に乗り換え「青の洞窟」へ向かい、神秘的な青い世界をご堪能いただきます。
（06：30発／19：30着予定）

カプリ島1日観光プラン� 昼食付き

羽田発�旅行代金〔大人お1人様（子供同額）・2名1室・エコノミークラス利用〕及び出発日� 単位：円（券種）BC
ツアーコード
エコノミークラス：80009330　ビジネスクラス：80009331　プレミアムエコノミー：80009332
赤文字の出発日は2名様より出発保証＊
5 月 12土A 19土A 26土B  
6 月 2 土C 16土D 23土D 30土D
7 月 14土E 21土E 28土F  

A349,900B359,900C369,900D379,900 E399,900
F 409,900 ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊ ＊＊＊＊＊
1人部屋追加代金 60,000（利用部屋タイプは裏表紙をご覧ください）
プレミアムエコノミー追加代金
（表紙参照）

160,000
※片道利用の設定はございません。

ビジネスクラス旅行代金
（表紙参照） 959,000

早期申込割引　※裏表紙参照
エコノミークラス 早期申込得60 10,000円割引!!
プレミアムエコノミー・ビジネスクラス 早期申込得12025,000円割引!!※�5/12〜6/23発は除く

旅行代金には�燃油サーチャージが含まれております。（裏表紙参照）
現地空港諸税及び国内空港施設使用料・旅客保安サービス料は別途必要です。（詳細は裏表紙参照）
現地空港諸税目安額 約3,790円〜10,350円

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 羽田出発から羽田帰着まで同行いたします。

最 少 催行人 員 20名＊（赤文字の出発日は2名様より出発保証。ただし、ご出発から60〜90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あります。 ）
日 本 発 着 時
利用航 空 会 社 ルフトハンザ�ドイツ航空
利 用 ホ テ ル
いずれも部屋指定なし

〈ベニス（本島）、ミラノ〉Sクラス�〈他都市〉Aクラス以上
※詳細は下記利用ホテル一覧及び左記日程表をご参照ください。

ローマ� 2連泊 �A
（バスタブ付き）

●ベストウェスタン・ウニベルソ
●ベストウェスタン・ロイヤル・サンティーナ
●ベストウェスタン・プレジデント
●ヒルトン・ガーデン・イン・クラリッジのいずれか

フィレンツェ� 2連泊 �A
（バスタブ付き） ●グランドホテル・メディテラネオ

ベニス（本島）� �S
（バスタブ付き）

●アマデウス●プリンチペ●ベリーニ
●カールトン・グランド・カナルのいずれか

ミラノ� �S
（バスタブ付き）

●アタホテル・エキスポ・フィエラ●ザ・ハブ
●ダブルツリー・バイ・ヒルトン
●ホリデイ・イン・ミラノ・ノルド・ザラのいずれか
コース及び渡航に関するご案内

観　光 ●�2日目ローマは日曜にあたります。
●�3日目、フィレンツェ/ミケランジェロ広場からの眺望観光は、翌日にご案内する場合
があります。その場合、夕景または夜景ではない場合がございます。
●�7日目ミラノ/「最後の晩餐」鑑賞は、6日目にご案内する場合がございます。

ショッピング●�ツアー中、5ヶ所の土産物店（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。

その他 ●�2日目、カプリ島1日観光プランにご参加の場合、ホテル発が早朝となるためボックス
ブレックファスト（お弁当）となります。予めご了承ください。
●�ゆったりバス利用コースのゆったりバス利用区間は各コースページ記載の長距離区
間となります。ホテル〜レストラン間やホテル〜コンサートホール間などの短距離移
動は通常バスを利用する場合があります。

パスポート・査証●�当コースにご参加の場合、ドイツ出国時3ヶ月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2月現在/JATANAVIより）

3名グループ
応援

行　程 コース内容
◎印：入場観光　○印：下車観光　△印：車窓観光

朝
食
昼
食
夕
食

1

12：35〜14：05 羽田空港発L
ドイツ国内乗継L
21：05〜23：25 ローマ着

■空路、ルフトハンザ ドイツ航空で、ローマへ。
添乗員は全行程同行します。

追加代金なしでペア・仲良しシートをご用意。（裏表紙参照）
� �2連泊���ローマ泊

－G－

2 ローマ滞在
■終日、フリータイムです。
「カプリ島1日観光プラン（昼食付き）」注（右記参照）
� ��ローマ泊
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この日より6日目ミラノ着までは、シートピッチが85cm以上の
快適なゆったりバスでご旅行をお楽しみいただきます。

08：00ローマ観光

 バチカン美術館見学 

午後ローマ発
約4時間（WC1）

19：30 フィレンツェ着

■午前、 ローマ市内観光。○コロッセオ
や○トレビの泉、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し
ます。観光後フィレンツェへ。
■夕刻、ミケランジェロ広場よりフィレンツェの 

夕景または夜景をご覧いただきます｡
� �2連泊� �市内中心部のホテル����フィレンツェ泊
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08：00 フィレンツェ観光
 ウフィッツィ美術館見学 

フィレンツェ滞在

■午前、 フィレンツェ市内観光。◎ウフィッ
ツィ美術館、◎ドゥオモなどをめぐります。
■午後（13：30頃から）、フリータイムです。
フリータイムにうれしいお知らせ（追加代金不要／右記参照）

斜塔で有名なピサへご案内します。
� �市内中心部のホテル����フィレンツェ泊
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08：00 フィレンツェ発
約3.5時間（WC1）

午前ベニス着

 ゴンドラ遊覧 

■午前、水の都ベニスへ向かいます。
■午後、 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などを徒歩でめぐりま
す。また、ベニス名物のゴンドラで運河をゆっ
たりとめぐるひとときもお楽しみください。
■観光後（16：00頃から）、フリータイムです。

新規オープン記念
シーフード料理の名店「アンティコ・ピニョー
ロ」でディナーをお楽しみください。
※右ページのディナークーポンについてをご参照ください。

� �ベニス本島内のSクラス���ベニス（本島）泊

本
場
イ
カ
ス
ミ
の
パ
ス
タ

「
ア
ン
テ
ィ
コ・
ピ
ニ
ョ
ー
ロ
」で
デ
ィ
ナ
ー

6

14：00 ベニス発
約2時間

ベローナ
約2.5時間

19：30 ミラノ着

■出発まで、フリータイムです。引き続き、水の都
ベニスの滞在をお楽しみください。
■午後、ミラノへ向かいます。途中、中世の古都

ベローナで、旧市街の散策をお楽しみ
いただきます。
� �快適なアメリカンタイプのSクラス���ミラノ泊
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09：00ミラノ観光

 「最後の晩餐」鑑賞 

歩行時間 B
午後ミラノ発L
ドイツ国内乗継L

■午前、充実のミラノ市内観光。
　◎ドゥオモ、○ビットリオ・エマヌエーレⅡ世
アーケード、○スカラ座などをめぐります。

◎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」をご覧いただきます。

こだわり観光（予約完了済みです）

■空路、ルフトハンザ ドイツ航空で帰国の途へ。
追加代金なしでペア・仲良しシートをご用意。（裏表紙参照）
� ��機中泊

－G

8 10：50〜12：15 羽田空港着 G－－

注 �青の洞窟は、天候不良等により入場できない場合があります。この場合は、当日の天候により、カプリ島クルーズま
たはヴィラ・サン・ミケーレまたはソラーロ山の展望台へご案内します。その場合でも旅行代金の変更はありませ
ん。（カプリ島1日観光プラン）

歩行時間 B

歩行時間 B

歩行時間 B

歩行時間 A

魅惑のイタリア紀行8日
シーフード料理の名店のディナークーポン付き！

ルフトハンザ ドイツ航空で行く

別冊｢感動のシンフォニーヨーロッパ｣P13・14に
歴史あるホテルに泊まる類似コースと
別冊｢ベストBUYヨーロッパ｣P33・34に
類似コースを掲載しております。
※類似コースを含め当社の他のツアーのお客様と一緒に1名の添乗員がご案内します。

（3〜6日目）

新規オープン記念



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、WC1�：長距離移動中のトイレ休憩の回数 2
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モンサンミッシェル島の対岸に位置し、レストランなどから美しいモンサンミッシェル
を望めるホテル。ここに泊まるからこそ楽しめる素晴らしい景観をご堪能ください。

モンサンミッシェル地区 ルレ・サンミッシェル Sクラス

ホテルからモンサンミッシェルを望める唯一
のSクラスホテルをご用意！！

無料（全館）

レストランからの眺め
／イメージ

お部屋の一例

宿泊
Hotel

スーパー

モンサンミッシェル
を望むデッキ

対岸へ（約2km）

ムートン・ブラン

オーベルジュ・
サンピエール

ルレ・
サンミッシェル

ガブリエル
ベール

テラス・プーラール

メール・プーラール

デラディグ
ルレ・

ドュ・ロイ

メルキュール・
モンサンミッシェル

サン・オベール

H

HH

H
H
H

H

H

H

H

H

モンサンミッシェル

行　程 コース内容
◎印：入場観光　○印：下車観光　△印：車窓観光

朝
食
昼
食
夕
食

1

10：35 羽田空港発L
約12時間35分
16:10 パリ着

■日本航空の直行便でパリへ。添乗員は全行程
同行します。

追加代金なしでペア・仲良しシートをご用意。（裏表紙参照）
■着後、ホテルへ向かいます。� �パリ泊

－G－

2

08：00 パリ発
B約1.5時間
ジヴェルニー
B約1.5時間
ルーアン
B約3.5時間（WC1）
18：30 モンサンミッシェル着

モンサンミッシェル
の夕景・夜景

■午前、ジヴェルニー観光。
� 印象派のモネが晩年暮らしたジヴェルニーで
は、◎モネの家と庭園へご案内します。
■午後、ルーアン市内観光。モネの連作で知ら
れる◎ノートルダム寺院、○ジャンヌ・ダルク
教会のある旧市場広場へご案内します。
■お泊まりは、ホテルからモンサンミッシェルを

望める唯一のSクラスホテル「ルレ・サンミッ
シェル」です。
■夜、ホテルから徒歩圏の場所で、美しいモンサン

ミッシェルの夕景や夜景をお楽しみください。
� �Sクラス���モンサンミッシェル地区泊
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09：00  モンサンミッシェル観光 

午後 モンサンミッシェル発
B約4時間（WC1）
17：30 ロワール地方着

■午前、 ◎モンサンミッシェル観光。
� 西洋の驚異といわれる海上に浮かぶ幻想的
な景観は見る人を圧倒します。
■午後、美しい自然の中に古城が点在するロ
ワール地方へ向かいます。途中、○アンボワー
ズ城へご案内します。� �ロワール地方泊

オ
ム
レ
ッ
ト
・
モ
ン
サ
ン
ミ
ッ
シ
ェ
ル

ポ
ー
ク
メ
ニ
ュ
ー

4

08：00  ロワール古城めぐり 

午後ロワール地方発
B約2時間
 シャルトル大聖堂 
B約1.5時間
20：00 パリ着

■午前、 ロワール地方の古城めぐり。
� ロマンティックな◎シュノンソー城、○シャン
ボール城などをめぐります。ロワールワインの
試飲もお楽しみください。
■観光後、パリへ。途中、「シャルトル・ブルー」
として讃えられるステンドグラスが美しい

◎シャルトル大聖堂へご案内します。
� �3連泊���オペラ座に徒歩圏のSクラス���パリ泊
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09：00 パリ観光
 ルーブル美術館見学 

■午前、 パリ市内観光｡△ノートルダム寺
院、パリのシンボル△凱旋門、エッフェル塔を
望む○シャンド・マルスなどをめぐります｡さら
に◎ルーブル美術館を見学します｡
■午後、フリータイムです。
� �オペラ座に徒歩圏のSクラス����パリ泊

－－

6 パリ滞在

■終日、フリータイムです。
新規オープン記念

マカロンで有名な「ラデュレ・サンジェルマン」
でケーキとマカロンをお楽しみください。
※下記のカフェクーポンについてをご参照ください。

� �オペラ座に徒歩圏のSクラス����パリ泊

－－
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09：00 パリ発 B約50分
 ヴェルサイユ宮殿 
B約50分�午後パリ着
20：30 パリ発L
約11時間55分

■午前、 ◎ヴェルサイユ宮殿観光。絢爛
豪華な宮殿では、「鏡の間」などにご案内します。
■�空路、日本航空の直行便で帰国の途へ。
追加代金なしでペア・仲良しシートをご用意。（裏表紙参照）
� �機中泊
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8 15：25 羽田空港着 G－－

歩行時間 B

歩行時間 B

歩行時間 B

歩行時間 C

羽田発�旅行代金〔大人お1人様（子供同額）・2名1室・エコノミークラス利用〕及び出発日� 単位：円（券種）BC
ツアーコード
エコノミークラス：80010390　ビジネスクラス：80010391　プレミアムエコノミー：80010392
赤文字の出発日は2名様より出発保証＊
5 月 3 木A 17木C 31木B    
6 月 7 木D 14木D     
7 月 26木E      

A339,900B349,900C359,900D369,900E399,900
1人部屋追加代金 80,000（利用部屋タイプは裏表紙をご覧ください）
プレミアムエコノミー追加代金
（表紙参照） 120,000

ビジネスクラス旅行代金
（表紙参照）

5/3・31発� 699,000� 6/7・14発� 789,000
5/17、7月発� 759,000

早期申込割引　※裏表紙参照
エコノミークラス・プレミアムエコノミー 早期申込得60 10,000円割引!!
ビジネスクラス 早期申込得12025,000円割引!!※�5/3〜6/14発は除く

旅行代金には�燃油サーチャージが含まれております。（裏表紙参照）
現地空港諸税及び国内空港施設使用料・旅客保安サービス料は別途必要です。（詳細は裏表紙参照）
現地空港諸税目安額 エコノミー、プレミアムエコノミークラス：約7,130円　ビジネスクラス：約12,540円

食 事 朝食（アメリカンまたはビュッフェ）6回、昼食4回、夕食3回（機内食は除く）
添 乗 員 羽田出発から羽田帰着まで同行いたします。

最 少 催 行人 員 20名＊（赤文字の出発日は2名様より出発保証。ただし、ご出発から60〜90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あります。）
日 本 発 着 時
利 用 航 空 会 社 日本航空
利 用 ホ テ ル
いずれも部屋指定なし

〈モンサンミッシェル地区、パリ4〜6日目〉Sクラス�〈他都市〉Aクラス
※詳細は下記利用ホテル一覧、上記ホテルコラム及び右記日程表をご参照ください。

パリ（1日目）� A
（シャワーのみ）

●ノボテル・ポンドセーブル（郊外）●ティモテル・ベルティエ
17（20区内）●イビス・パリ・17クリシー・バティニョール（20
区内）●イビス・ポルト・ド・オルレアン（郊外）●イビス・アレジ
ア●キリヤード・パリ・スッド・ポルト・ド・イブリー（郊外）●イ
ビス・ラ・ビレット・シテ・デ・シアンス（20区内）のいずれか

モンサンミッシェル地区� �
（バスタブ付き） S ●ルレ・サン・ミッシェル

ロワール地方� A
（バスタブ付き）

●イビス・スタイルズ・トゥール・シュット●ル・グラン●イビス・
スタイルズ・トゥール・サントル●イビス・スタイル・トゥール・
スッド●キリヤード・サントルのいずれか

パリ（4・5・6日目）� 3連泊 �S
（シャワーのみ） ●ベストウェスタン・プレミア・オペラ・フォーブル（20区内）

コース及び渡航に関するご案内
宿　泊 ●�このコースは3名様1室でのお申込みはお受けできません。3名様でお申込みの場合、

1人部屋追加代金が必要となります。
●�パリ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きとなる
場合があります。

観　光 ●�4日目、シャルトル/シャルトル大聖堂は個人入場となり館内での説明ができません。
入館前にご説明します。

●�5/3出発の6日目はパリが祝祭日にあたります。
ショッピング●�ツアー中、3ヶ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。
パスポート・査証●�当コースにご参加の場合、フランス出国時3ヶ月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2月現在/JATANAVIより）

フランス夢紀行8日
「ラデュレ・サンジェルマン」のカフェクーポン付き！

日本航空往復直行便で行く

往復
直行便

別冊｢感動の宝石箱ヨーロッパ｣P29・30に
食事・ホテルなどをアレンジした類似コースと
別冊｢ベストBUYヨーロッパ｣P53・54に
類似コースを掲載しております。
※類似コースを含め当社の他のツアーのお客様と一緒に1名の添乗員がご案内します。

新規オープン記念

●�現地でディナー・カフェクーポンをお渡しします。レストラン・カフェへ（から）は、ご自身で移動してい
ただきます。（その際に必要な交通費はお客様払いとなります。）
●�ディナーは18：00〜20：00前後、カフェは15：30〜18：00前後にご予約しておりますが、時間の変
更をご希望の場合、前 日々までに添乗員にお知らせください。
●�紛失時の再発行及び未使用クーポンの支払いは一切いたしません。またスニーカーやジーンズなど
ラフな服装はお避けください。
●�レストラン・カフェが突然の休業またはその他現地事情でご用意できない場合は他の同等クラスの
レストランへのご案内となります。

ディナー・カフェクーポンについて



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。

588525 2018年2月発行
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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）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）

（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）

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（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。
■イタリア・フランスの宿泊税は旅行代金に含まれております。左記都市では都市によって宿泊
税（滞在寄付金）が宿泊者に課金され、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。

■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1月25日現在（換算レート：みずほ銀行TTS売渡レート） 1ユーロ＝137.2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。

■次の空港では国内線出発・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、中部空港=大人：310円/子供150円、北九州空港=大人：100
円/子供50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
※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）。

■ホテルや駅など、空港以外ではポーターサービスが含まれていますが、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。

■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。

■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。

■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。

■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。

ペア・仲良しシートをご用意！ 【ご案内】※ご用意する区間は羽田空港→ヨーロッパ最初の到着地、
ヨーロッパの最終の出発地→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。※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10,000
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、同一ツアー（同一行程、同一日数）に、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。※ビジネスクラス及
びプレミアムエコノミークラスをご利用のお客様は対象となりません。

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。

エコノミークラスでご参加のお客様には、
日本発着の国際線は
「ペア・仲良しシート」
をご用意します。

早期申込　 60・120プランをご用意。 ●旅行開始日の前日より起算してさかの
ぼって60日または120日前までに予約を
完了いただいた場合のみ適用されます。
●ご予約後、適用日を過ぎてからの氏名
変更及び訂正、コース変更（日数変更、
延泊プラン等の出発・帰着日が変更にな
るものを含む）、航空座席のクラス変更、
基本プランからグレードアッププランへの
変更、国内線利用追加及び発地変更が
発生した場合は通常のご予約となり割引
プラン対象外となります。●取消待ち予
約で、適用日を過ぎてから予約が完了し
た場合は割引対象外となります。 

ご出発の60・120日前までのご予約完了で、
旅行代金よりお1人様（大人・子供同額）

販売店の方へ 自動適用となります

エコノミークラス
プレミアムエコノミー（P2）

プレミアムエコノミー（P1）
ビジネスクラス

10,000円割引

25,000円割引120日前
までのご予約完了で

60日前
までのご予約完了で

※早期申込　120の適用は6/29出発以降となります。得

○得

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。

※少人数の場合は送迎・観光にはタクシー利用することがあります。

【スケジュール表の見方】
●時間帯の目安 早朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

04：00　　06：00　　  08：00　 　12：00　 　17：00　　  19：00　 　23：00　 　04：00
朝

●マーク L=飛行機  B=バス　　=ゆったりバス  G=機内食  C̶=食事なし

■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）
国名 税の名称 対象旅客 税額（現地通貨）日本円換算額

フランス

旅客サービス料 国際線出発 パリ発 27.91ユーロ 3,830円
民間航空税 国際線出発(EU圏外行き） 8.06ユーロ 1,110円
空港税 国際線・国内線出発 パリ発 12.75ユーロ 1,750円

国際連帯税 国際線出発(EU圏外行き）
エコノミークラス搭乗 4.51ユーロ 620円
上級クラス搭乗 45.07ユーロ 6,190円

イタリア

出国税 国際線出発(EU圏外行き）ミラノ発 17.70ユーロ 2,430円
旅客サービス料 国際線・国内線出発 ミラノ発（マルペンサ空港） 1.08ユーロ 150円
手荷物保安料 国際線・国内線出発 ミラノ発 0.91ユーロ 130円
保安税 国際線・国内線出発 ミラノ発 2.99ユーロ 420円
地方税 国際線・国内線出発 ミラノ発 6.50ユーロ 900円

日本 空港施設使用料 国際線出発 羽田空港発 大人:2,570円 子供:1,280円



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）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）

（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）

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（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。
■イタリア・フランスの宿泊税は旅行代金に含まれております。左記都市では都市によって宿泊
税（滞在寄付金）が宿泊者に課金され、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。

■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1月25日現在（換算レート：みずほ銀行TTS売渡レート） 1ユーロ＝137.2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。

■次の空港では国内線出発・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、中部空港=大人：310円/子供150円、北九州空港=大人：100
円/子供50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
※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）。

■ホテルや駅など、空港以外ではポーターサービスが含まれていますが、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。

■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。

■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。

■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。

■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。

ペア・仲良しシートをご用意！ 【ご案内】※ご用意する区間は羽田空港→ヨーロッパ最初の到着地、
ヨーロッパの最終の出発地→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。※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10,000
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、同一ツアー（同一行程、同一日数）に、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。※ビジネスクラス及
びプレミアムエコノミークラスをご利用のお客様は対象となりません。

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。

エコノミークラスでご参加のお客様には、
日本発着の国際線は
「ペア・仲良しシート」
をご用意します。

早期申込　 60・120プランをご用意。 ●旅行開始日の前日より起算してさかの
ぼって60日または120日前までに予約を
完了いただいた場合のみ適用されます。
●ご予約後、適用日を過ぎてからの氏名
変更及び訂正、コース変更（日数変更、
延泊プラン等の出発・帰着日が変更にな
るものを含む）、航空座席のクラス変更、
基本プランからグレードアッププランへの
変更、国内線利用追加及び発地変更が
発生した場合は通常のご予約となり割引
プラン対象外となります。●取消待ち予
約で、適用日を過ぎてから予約が完了し
た場合は割引対象外となります。 

ご出発の60・120日前までのご予約完了で、
旅行代金よりお1人様（大人・子供同額）

販売店の方へ 自動適用となります

エコノミークラス
プレミアムエコノミー（P2）

プレミアムエコノミー（P1）
ビジネスクラス

10,000円割引

25,000円割引120日前
までのご予約完了で

60日前
までのご予約完了で

※早期申込　120の適用は6/29出発以降となります。得

○得

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。

※少人数の場合は送迎・観光にはタクシー利用することがあります。

【スケジュール表の見方】
●時間帯の目安 早朝 午前 午後 夕刻 夜 深夜

04：00　　06：00　　  08：00　 　12：00　 　17：00　　  19：00　 　23：00　 　04：00
朝

●マーク L=飛行機  B=バス　　=ゆったりバス  G=機内食  C̶=食事なし

■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）
国名 税の名称 対象旅客 税額（現地通貨）日本円換算額

フランス

旅客サービス料 国際線出発 パリ発 27.91ユーロ 3,830円
民間航空税 国際線出発(EU圏外行き） 8.06ユーロ 1,110円
空港税 国際線・国内線出発 パリ発 12.75ユーロ 1,750円

国際連帯税 国際線出発(EU圏外行き）
エコノミークラス搭乗 4.51ユーロ 620円
上級クラス搭乗 45.07ユーロ 6,190円

イタリア

出国税 国際線出発(EU圏外行き）ミラノ発 17.70ユーロ 2,430円
旅客サービス料 国際線・国内線出発 ミラノ発（マルペンサ空港） 1.08ユーロ 150円
手荷物保安料 国際線・国内線出発 ミラノ発 0.91ユーロ 130円
保安税 国際線・国内線出発 ミラノ発 2.99ユーロ 420円
地方税 国際線・国内線出発 ミラノ発 6.50ユーロ 900円

日本 空港施設使用料 国際線出発 羽田空港発 大人:2,570円 子供:1,280円
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