
BORDEAUX 
FRANCE 
(ボルドー/フランス) 

第20回  世界ベテラン 
        卓球選手権 
                        参加ツアー 

      ㈱日本旅行 関西企画旅行支店 TEL06-6209-0707  FAX06-6209-0606 
〒541-0051 大阪市中央区備後町3-4-1 山口玄ビル6階 

大会日程 
2020年6月7日～14日 

第20回世界ベテラン卓球大会～概要～ 

期間：2020年6月7日（日）～6月14日（日） 6/8～9予選ラウンド、6/10休息日、6/11～14決勝ラウンド 

会場：ボルドー市展示場および競輪場 

◆競技種目／ 男女シングルス・ダブルス40歳以上・50歳以上・60歳以上・65歳以上・70歳以上・75歳以上・80歳以上・          

85歳以上※ダブルスパートナーが見つからない場合、パートナーの決定を組織委員会に一任することもできます。 

◆参加資格／1．昭和55年（1980年）12月31日以前に生まれた方  

2．令和1年度において、(公財)日本卓球協会の会員である方 

3．大会組織委員会に定めた大会適用規則を順守できる方 

＊その他詳細については、お申込みの皆様に事前にご案内申し上げます。 

日時 都市名 現地時刻 交通機関 日程 

1 6/6(土) 

関西空港 発 
パリ空港 着/発 
ボルドー空港 着 

10:30 
16:05/21:10 

22:25 

AF291 
AF7630 
専用車 

関西空港より空路、パリ乗り継ぎにてボルドーへ 
パリにて乗り継ぎ 
着後、専用車にてホテルへ 

 【宿泊地】ボルドー 【食事】朝/× 昼/機内 夕/× 

2 6/7(日) ボルドー 
大会登録～練習 

 【宿泊地】ボルドー 【食事】朝/○ 昼/× 夕/○ 

3～4 6/8(月)～6/9(火) ボルドー 
 終日、世界ベテラン卓球参加／予選ラウンド 

 宿泊地】ボルドー 【食事】朝/○ 昼/△ 夕/○ 

5 6/10(水) ボルドー 
休息日／終日、フリータイム 
 ※オプショナルツアー設定予定 

 【宿泊地】ボルドー 【食事】朝/○ 昼/× 夕/× 

6～8 6/11(木)～6/13(土) ボルドー 
終日、世界ベテラン卓球参加／決勝ラウンド 

 【宿泊地】ボルドー 【食事】朝/○ 昼/△ 夕/○ 

9 6/14(日) ボルドー 
終日、世界ベテラン卓球参加／決勝ラウンド 

 【宿泊地】ボルドー 【食事】朝/○ 昼/× 夕/× 

10 6/15(月) 

ボルドー 
ボルドー空港 発 
パリ空港 着/発 

朝 
10:25 

11:45/13:55 

専用車 
AF7625 
 AF292 

専用車にてボルドー空港へ 
空路、パリ乗継にて関西空港へ 
パリにて乗り継ぎ 

 【宿泊地】機中 【食事】朝/○ 昼/× 夕/機内 

11 6/16(火) 
関西空港 着 8:45 着後、解散 

 【食事】朝/機内 昼/× 夕/× 

【Ａプラン/基本コース(大会参加のみ)】 

申込期限：2019年9月30日(月)必着 
別紙申込書を下記宛先へ 

郵送またはFAXお願いいたします 

旅行企画
・実施 

※大会期間中の昼食△の部分は 
   会場に設置した専用サービスルームにておにぎりなどをご提供 



日時 都市名 現地時刻 交通機関 日程 

1 6/5(金) 
羽田空港 発 22:55 AF293 羽田空港より空路、パリへ 

 【宿泊地】機内 【食事】朝/× 昼/× 夕/× 

2 6/6(土） 
パリ空港 着/発 
ボルドー空港 着 

4:35/8:25 
9:40 

AF7620 
専用車 

パリにて乗り継ぎ。空路、ボルドーへ 
着後、専用車にてホテルへ 

 【宿泊地】ボルドー 【食事】朝/機内 昼/× 夕/× 

3 
～ 
10 

6/7(日)～6/14(日) ボルドー 
  

11 6/15(月) 

ボルドー 
ナント・レンヌ 

モンサンミッシェル 

朝 
日中 
夜 

専用車 専用車にてモンサンミッシェルへ 
途中ナントにて昼食、レンヌで観光立寄り予定 
モンサンミッシェルの対岸ホテル到着 

 【宿泊地】ﾓﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙ 【食事】朝/○ 昼/○ 夕/○ 

12 6/16(火) 
モンサンミッシェル 

シャルトル 
パリ 

午前 
夕方 
夜 

専用車 美しすぎる修道院・モンサンミッシェル観光。昼食後、出発 
シャルトルに立寄り、息をのむ美しさ・シャルトル大聖堂観光 
ﾊﾟﾘ到着、夕食     【宿泊地】パリ 【食事】朝/○ 昼/○ 夕/○ 

13 6/17（水） パリ 
終日、フリータイム。パリは翌日午前までゆったり滞在 

 【宿泊地】パリ 【食事】朝/○ 昼/× 夕/× 

14 6/18(木) 
パリ 

パリ空港 発 
午前 
17:40 

専用車 
AF272 

昼ごろまでフリータイム、その後専用車にて空港へ 
空路、羽田空港へ 

 【宿泊地】機中 【食事】朝/○ 昼/× 夕/機内 

15 6/19(金) 
羽田空港 着 12:45 着後、解散 

 【食事】朝/機内 昼/× 夕/× 

【Bプラン/モンサンミッシェル・パリ観光】 

6/7（日）～6/14（日） 練習から大会参加スケジュールにつきましては 

              基本コースと同じです 

【Cプラン/パリ・ベルギー観光コース】 
日時 都市名 現地時刻 交通機関 日程 

1 6/6(土) 

関西又は成田空港 発 
(ヨーロッパ乗り継ぎ) 
ボルドー空港 着 

10:25～13:45 
 

20:40 

航空機 
 

専用車 

関西又は成田より空路、ヨーロッパ乗り継ぎにてボルドーへ 
ヨーロッパにて乗り継ぎ 
着後、専用車にてホテルへ 

 【宿泊地】ボルドー 【食事】朝/× 昼/機内 夕/× 

2 
～ 
9 

6/7(日)～6/14(日) ボルドー 
  

10 6/15(月) 

ボルドー 
ボルドー空港 発 
パリ空港 着 

パリ 

朝 
7:05～11:40 
8:25～13:00 

午後 

専用車 
航空機 
専用車 

専用車にてボルドー空港へ 
空路、パリへ 
パリ着、専用車にて市内へ 
午後、フリータイム。華の都パリに翌日昼過ぎまで滞在 

 【宿泊地】パリ 【食事】朝/○ 昼/× 夕/× 

11 6/16(火) 
パリ 

ブルージュ 
午前 
夕方 

専用車 昼過ぎまでフリータイム、その後、ブルージュへ出発 
ブルージュ到着、夕食 

 【宿泊地】ブルージュ 【食事】朝/○ 昼/× 夕/○ 

12 6/17（水） 
ブルージュ 
ブリュッセル 

 

午前 
夕方 

専用車 絵本のような世界・ブルージュ観光（運河クルーズなど）、昼食 
ブリュッセル到着、その後フリー 

 【宿泊地】ブリュッセル 【食事】朝/○ 昼/○ 夕/× 

13 6/18(木) ブリュッセル 
終日、フリータイム。 
ブリュッセルは世界遺産も、ビールやチョコなど美食も魅力 

 【宿泊地】ブリュッセル 【食事】朝/○ 昼/× 夕/× 

14 6/19(金) 
ブリュッセル 

アムステルダム空港 発 
朝 

9:30～17:50 
専用車 
航空機 

専用車にてアムステルダム空港へ 
空路、直行便またはヨーロッパ乗り継ぎにて帰国の途へ 

 【宿泊地】機中 【食事】朝/○ 昼/× 夕/機内 

15 6/20(土) 
関西空港又は成田空港 着 8:40～12:00 着後、解散 

 【食事】朝/機内 昼/× 夕/× 

6/7（日）～6/14（日） 練習から大会参加スケジュールにつきましては 

              基本コースと同じです 

モン・サン・ミッシェル  海岸線から1kmほど沖に突き出た岩山で、フランスでもっとも有名な巡礼地。 
満潮時の海に浮かぶ修道院の壮麗な姿は世界的に有名。海岸から1kmほ
ど沖へ突き出た岩山に築かれた修道院は、フランスでもっとも有名なカソリッ
クの巡礼地。 
自然、信仰、芸術的な建築が調和するシルエットは美しく幻想的。徒歩で島
内を散策し、おみやげ物屋で賑わう小道を歩きながら、中世より聖地として
息づく歴史をご堪能ください。 

～水に浮かぶ幻想の世界～ Mont Saint-Michel 

ブルージュの鐘楼 
Belfry Of Bruges 

～鐘楼群として世界遺産に指定～ 

中世当時、高さが高ければ高いほど、鐘の数が多けれ
ば多いほど、その街の豊かさを物語ると言われた中で、
高さ83メートル、鐘の数が47個というブルージュの鐘楼
は、最も壮大豪華なものの1つと言われています。 

ブルージュの運河 

☝美しすぎる修道院に朝から入場♪パリは2泊滞在 

☝華の都パリと中世の街並みが美しいベルギーへ 



開催都市 

【Dプラン/南フランス・パリ観光コース】 
日時 都市名 現地時刻 交通機関 日程 

1 6/6(土) 

成田空港 発 
パリ空港 着/発 
ボルドー空港 着 

10:35 
16:10/19:05 

20:15 

AF275 
AF7626 
専用車 

成田空港より空路、パリへ 
パリにて乗り継ぎ。空路、ボルドーへ 
着後、専用車にてホテルへ 

 【宿泊地】ボルドー 【食事】朝/× 昼/機内 夕/× 

2 
～ 
9 

6/7(日)～6/14(日) ボルドー 
  

10 6/15(月) 

ボルドー 
トゥールーズ 
カルカツソンヌ 

朝 
日中 
夕方 

専用車 専用車にて南フランス周遊へ出発 
バラ色の街・トゥールーズの観光、昼食 
歴史的城塞都市・カルカッソンヌの観光、夕食 

 【宿泊地】カルカッソンヌ 【食事】朝/○ 昼/○ 夕/○ 

11 6/16(火) 

カルカッソンヌ 
アルル 

ポンデュガール 
アヴィニヨン 

朝 
日中 
夕方 
夜 

専用車 出発 
古代ローマの面影残す街・アルルにてフリータイム 
築2000年の水道橋・ポンデュガール観光 
アヴィニヨン着後、夕食 

 【宿泊地】アヴィニヨン 【食事】朝/○ 昼/× 夕/○ 

12 6/17（水） 
アヴィニヨン 
マルセイユ 

午前 
午後 

専用車 中世の史跡が残る街・アヴィニヨン観光 
フランス最大最古の港町・マルセイユ観光、夕食 

 【宿泊地】マルセイユ 【食事】朝/○ 昼/○ 夕/○ 

13 6/18(木) 

マルセイユ 
マルセイユ空港 発 
パリ空港 着 

パリ 

朝 
9:20 
10:40 
午後 

専用車 
AF6007 
専用車 

専用車にてマルセイユ空港へ 
空路、パリへ 
パリ着、専用車にて市内へ 
午後、フリータイム。翌日昼頃まで華の都パリに滞在 

 【宿泊地】パリ 【食事】朝/○ 昼/× 夕/× 

14 6/19(金) 
パリ 

パリ空港 発  
午前 
17:40 

専用車 
AF272 

出発までフリータイム 
空路、羽田空港へ 

 【宿泊地】機中 【食事】朝/○ 昼/× 夕/機内 

15 6/20(土) 
羽田空港 着 12:45 着後、解散 

 【食事】朝/機内 昼/× 夕/× 

6/7（日）～6/14（日） 練習から大会参加スケジュールにつきましては 

              基本コースと同じです 

カルカッソンヌ 
                     「カルカッソンヌを見ずして死ぬな」と称えられるヨーロッパ
最大の城塞都市「シテ」を中心とした町。1997年、カルカッソンヌのシテはユネスコの世界遺
産に登録された、まさしく中世にタイムトリップした気分が味わえる街。 
城壁内のコンタル城、サン・ナゼール・バジリカ聖堂はまとめてユネスコ世界遺産に登録され
ています。 

～世界遺産の城塞都市～ Carcassonnel 

ボルドー 

～ワインの産地として有名な港町～ 

Bordeaux 
ボルドーは、フランス南西部の中核都市です。パリからは直線距
離で498kmです。太平島近くに位置し、ガロンヌ川・ジロンド川・ド
ルドーニュ川の3つの川に面した港町です。ワインの産地として、
ワイン通ではない人でも名前を聞いたことがある人が多いのでは
ないでしょうか? ローマに占領された紀元前1世紀には主要交易
港として栄え、ワインの生産が盛んな商業地だったというからその
歴史の深さに驚くばかりです。 
ワインの産地として有名になったのは、ここの土壌は完全にブドウ
栽培に適合していることが理由です。この港町を散歩しながら、疲
れたらぜひワインを飲んで休憩してください。 

☝憧れの南フランスへ。パリにも滞在 

フランス第三の都市として知られるマルセイユ。 
フランス最大級の港を有するマルセイユは、地中海の貿

易の拠点として栄えた輝かしい歴史を持つ港湾都市です。
その歴史はなんと約2600年。 

古くから栄えてきた港町らしく、マルセイユにはエキゾ
チックな雰囲気を楽しめる観光スポットがあります。 

～フランス最大・最古の港町～ マルセイユ 
Marseille 



プラン 日程  旅行代金 お１人部屋利用追加代金 

（基本）Ａプラン 
*大会参加のみ 

2020年6月6日（土） 
     ～ 6月16日（火）  11日間 

３８０,０００円 ＋１１２,０００円 

プラン 日程 （合計の日程です） 旅行代金 お１人部屋利用追加代金 

（観光）Ｂプラン 
*モンサンミッシェル・パリ観光 

2020年6月5日（金） 
     ～ 6月19日（金）   15日間 

５１０,０００円 ＋１５７,０００円 

（観光）Ｃプラン 
*パリ・ベルギー観光 

2019年6月6日（土） 
     ～ 6月20日（土）   15日間 ５３５,０００円 ＋１６５,０００円 

（観光）Ｄプラン 
*南フランス・パリ観光 

2019年6月6日（土） 
     ～ 6月20日（土）   15日間 ５６０,０００円 ＋１６０,０００円 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★募 集 要 項★★★★★★★★★★★★★★★★★★ 
＊上記旅行代金には日本国内空港施設使用料 （関西3,040円、羽田2,570円、成田2,610円）、国際観光旅客税(1,000円)、現地空港税約12,000円 
  （2019年8月現在）、燃油サーチャージ約35,000円（2019年8月現在）は含まれておりません。大会への登録参加料も含まれておりません。 
●ご利用ホテル(２名１室利用) ＊記号について：★はバスタブ付、◆はシャワーのみの表記です。シャワーのみの場合でもバスタブ付になる場合もあります 
【すべてのコース共通】ボルドー/ノボテル・ボルドー・ラック★ 

【Ｂプラン】<モンサンミシェル>ｶﾞﾌﾞﾘｴﾙ◆、ﾒﾙｷｭｰﾙﾓﾝｻﾝﾐｼｪﾙ◆、ﾗﾙﾚﾃﾞｭﾛｲ◆、ﾗﾃﾞｨｰｸﾞ◆、ｻﾝｵｰﾍﾞﾙ◆、ﾙﾚｻﾝﾐｼｪﾙ◆のいずれか利用 
        <パリ>ﾎﾞﾃﾙｾﾝﾄﾚﾄｩｰﾙｴｯﾌｪﾙ★、ｺﾝｺﾙﾄﾞﾓﾝﾊﾟﾙﾅｽ★、ﾏﾘｵｯﾄﾘﾌﾞｺﾞｰｼｭ★、ﾒﾘﾃﾞｨｱﾝｴﾄﾜｰﾙ★、ｴｳﾞｧｰｸﾞﾘｰﾝ★のいずれか利用 
【Ｃプラン】<パリ>ﾎﾞﾃﾙｾﾝﾄﾚﾄｩｰﾙｴｯﾌｪﾙ★、ｺﾝｺﾙﾄﾞﾓﾝﾊﾟﾙﾅｽ★、ﾏﾘｵｯﾄﾘﾌﾞｺﾞｰｼｭ★、ﾒﾘﾃﾞｨｱﾝｴﾄﾜｰﾙ★、ｴｳﾞｧｰｸﾞﾘｰﾝ★のいずれか利用 
        <ブルージュ>マーチンズ ブリュージュ★   <ブリュッセル>ＮＨブリュッセルルイーズ★ 
【Ｄプラン】<カルカッソンヌ>ﾒﾙｷｭｰﾙｶﾙｶｯｿﾝﾇﾎﾟﾙﾄﾃﾞｼﾃ◆、ﾚｼｭｳﾞｪﾘｴ◆、ﾃﾞｭｿﾚｲﾕﾃﾙﾐﾅｽ◆、ﾍﾞｽﾄｳｪｽﾀﾝﾙﾄﾞﾝｼﾞｮﾝ◆、ﾃﾞﾄﾛﾜｸﾛﾝﾇ◆のいずれか 
        <アヴィニヨン>アヴィニヨングランド◆   <マルセイユ>プルマンエアプルト★   <パリ>ノボテルセントレトゥールエッフェル★ 
●ご利用航空会社 
 【Ａ・Ｂ・Ｄプラン】エールフランス利用  【Ｃプラン】エールフランス、ＫＬＭオランダ航空のいずれか利用  ※エコノミークラス利用  
＊ビジネスクラスご希望の方は、お問合せください。＊地方発着の関西空港・羽田空港・成田空港までの航空便もご希望の方は、お問合せください。 
●最少催行人員 基本プラン：２０名  Ｂプラン：３０名   Ｃプラン：３０名    Ｄプラン：３０名 

●添乗員 【すべてのコース共通】全日程同行します 
●食事 【Ａプラン】朝９回、昼４回、夕６回  【Ｂプラン】朝１２回、昼６回、夕８回  【Ｃプラン】朝１３回、昼５回、夕７回  【Ｄプラン】朝１３回、昼６回、夕９回 
＊機内食は除く   ＊大会期間中の昼食も回数に含めておりますが、おにぎりやフルーツなどのご提供となります 
●お申込方法 

 添付の「海外旅行お申込書」に必要事項をご記入の上、下記日本旅行まで、郵送またはＦＡＸにてお申し込み下さい。（パンフレットに申込書が添付されてい
ない場合は弊社までお問い合わせください。）「海外旅行申込書」到着後、請求書を送付いたしますので、お申込み金７０,０００円をお振込みお願いします。 
なお、「海外旅行申込書」とお申込み金を弊社が受領した時点で、お申込みが成立となります。申込締切日：２０１９年９月３０日（月） 
●大会への参加エントリーについて 
 別紙「世界ベテラン卓球選手権 大会参加（エントリー）のご案内」をご参照ください。 大会参加（エントリー）には、別途参加料（２４,０００円～）が必要です。 

旅行企画・実施：株式会社日本旅行 関西企画旅行支店
　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
　〒541-0051 大阪市中央区備後町3-4-1 山口玄ビル６階
　総合旅行業務取扱管理者：弘中　賢悟 　担当：前田、浅井

　 （営業時間 月～金 10:00～17:30　土日祝 休）
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う支店・営業所での取引に関する責任者です。この旅行の契約に際し、担当者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の取扱管理者にご質問ください。

お申し込み・お問い合わせは

TEL:06-6209-0707  FAX:06-6209-0606

メールでも受付中　kansaios_office@nta.co.jp

企画１９-０７８

５．免責事項…お客様が以下の事由により損害を受けられた場合は、 ◆旅券・査証について---（日本国籍以外の方は、自国の領事館、渡
が旅行企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は当 　　当社は賠償の責任を負いません。 　航先国の領事館、入国管理事務所にお問い合わせ下さい）
社と募集型企画旅行契約を締結していただくことになります。 　・天災地変、気象状況、暴動又はこれらのために生ずる旅行日程の   この旅行には有効期間が出国時３か月以上あり、

　　変更若しくは旅行中止 　見開き１ページ以上の余白がある旅券が必要です。
　・運送、宿泊機関の事故若しくは火災又はこれらのために生ずる旅 　現在お持ちの旅券が今回の旅行に有効か否かの確認は、

　　 (旅行代金の20%)を添えてお申込み下さい。お申込み金は、旅行代金、　　行日程の変更若しくは旅行の中止   お客様の責任で行ってください。
　　　取消料、または違約金の一部または全部として繰り入れます。 　・官公署の命令、又は伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中   またこの旅行には、査証は不要です。、

　　毒、盗難   なお、日本国籍以外の方は、これと異なる場合がありますので
　　　受理した時に成立いたします。 　・運送機関の遅延、不通又はこれらによって生ずる旅行日程の変更   事前にご相談ください。

　　若しくは目的地・滞在時間の短縮

６．特別補償…お客様が募集型企画旅行参加中に、生命、身体又は手
　　少催行人員に満たない場合、当社は旅行の催行を中止する場合が 　　荷物に被られた一定の損害については、当社の故意、過失の有無
　　あります。この場合、旅行開始日から起算してさかのぼっ 　　にかかわらず特別補償規程に定めるところにより、補償金及び見 ◆個人情報の取扱について---当社は申込書に記載された個人情報
　　て23日目にあたる日より前に連絡させていただき、お預かりして 　　舞金をお支払いします。 　について、お客様との連絡、運送・宿泊機関などの提供するサー
　　いる旅行代金全額をお返しします。 　ビスの手配に必要な範囲で利用させて頂きます。また、旅行先で

《海外旅行保険加入のおすすめ》 　のお買い物などの便宜の為に、お客様の個人データを土産物店に
安心してご旅行をしていただくため、お客様ご自身で 　提供する事があります。土産物店への個人データの提供停止を希

　　事代、入場料、消費税等諸税が含まれます。 保険をおかけになることをおすすめいたします。 　望される場合は、旅行出発までにお申し出下さい。この他、当社
　　旅行日程に記載のない交通費等の諸費用、空港施設使用料、燃油 　では、当社の提供する商品やサービス、キャンペーン、統計資料
　　サーチャージ・航空保険料及び個人的性質諸費用は含まれません。 ７．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、 　の作成などにお客様の個人情報を利用させていただく事がありま

　　当社旅行業約款（募集型企画旅行契約の部第29条別表）に掲げる 　す。これら提供案内等の停止を希望される場合は、お申出下さい。
　　行契約を解除することができます。なお、取消日とは、お客様が 　　重要な変更が生じた場合は、同条に定めるところにより変更補償
　　当社の営業日、営業時間内に解除する旨をお申し出いただいた日 　　金をお支払いします。 ◆海外危険情報について---渡航先（国または地域）によっては「外
　　とします。 ８．お客様の責任…お客様は、当社から提供される情報を活用し、お 　務省危険情報」等の渡航に関する情報が出されている場合があり

　取　消　料（おひとり） 　　客様の権利・義務その他募集型企画旅行契約の内容について理解 　ます。その場合、お申込みの際に「海外危険情報に関する書面」
　　する様に努めなければなりません。また、お客様は、旅行開始後 　をお渡しします。また、外務省海外安全ホームページでもご確認
　　に、契約書面に記載された旅行サービスについて記載内容と異な 　下さい。（http://www.pubanzen.mofa.go.jp/）。
　　るものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の
　　手配代行者または旅行サービス提供者にその旨を申し出なければ
　　なりません。

14日目に当たる日以降 ９．このパンフレットに記載の旅行日程等旅行条件は2019年8月19日
3日目に当たる日まで 　　現在を基準としています。

旅行代金の50％ ◆渡航先の保健衛生について---渡航先の衛生状況に付いては厚生
旅行代金の全額 詳しい旅行条件を説明した書面をお渡しいたしますので、  　労働省検疫感染症ホームページでご確認下さい。

事前にご確認の上、お申し込み下さい。 　 （http://www.forth.go.jp/）

旅行代金の20％

 旅行開始日の前々日・前日及び当日

 旅行開始後又は無連絡不参加の場合
※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。

２．旅行中止の場合…ご参加のお客様が当パンフレットに明示した最

３．旅行代金に含まれるもの及び含まれないもの
　　パンフレットに記載された日程に明示された送迎費、宿泊費、食

４．取消料…お客様は、次の取消料をお支払いいただくことにより旅

取　消　日　区　分

旅行開始日の前日

から起算してさか

のぼって

40日目に当たる日以降

31日目に当たる日まで
無料

30日目に当たる日以降

15日目に当たる日まで

旅行代金30万～50万円未満・・・70,000円

旅行代金50万円以上・・・100,000円

      22日目に当たる日までにお支払いいただきます。

ご旅行条件（要約）必ずお読みください。【このパンフレットは、旅行業法第１２条の４に定める取引条件の説明書面及び同法第１２条の５に定める契約書面の一部となります。】

この旅行は、㈱日本旅行関西企画旅行支店（以下「当社」といいます）

１．お申込み方法と契約の成立
　(1) 当社所定の申込書に必要事項をご記入の上、お申込金70,000円

  (2) 募集型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を

　(3) 旅行代金は旅行出発日の60日目に当たる日以降


