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ニウィーン
ウィーンでは

やっぱり菖楽を

堪能したい

ルーブルを堪能
世界最大級の美術館であるとともに、世界最

大級の史跡のひとつ。ミロのヴィーナス、サモ

オペラ座やシェーンブルン宮

殿などでモーツアルトをはじ
めクラシックコンサートを楽

しめます。

また、ベルヴ工デーレ宮殿で

クリムトの接吻や、美術史美

術館でブリューゲルやフェル

メールなど美術鑑賞も堪能
できます。

●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

口欄マ

バチカンへ
トラケのニケ（2013年9月より修復予定）、：バチカン美術館のシステイーナ礼拝堂で

モナリザという、ルーヴルの三大責婦人に会．は、ミケランジェロの最高傑作といわれる

うのはお忘れなく。夜のライトアップも素敵。●「最後の審判」は必見。

：ニアムステルダム
ゴッホ、フェルメール、ミツフィーの故郷で

ホンモノを見たい
ゴッホ生誕160周年、ゴッホ美術館40周●

年を記念して「仕事をするゴッホ展」が●
2013年5月2日～2014年1月12日まで：

開催。200点以上のゴッホの油彩画、素描、●
【

l書簡などが展示されゴッホの制作過程が

紹介されます。また、もともとゴッホ美術

館が所蔵する「ひまわり」に加え、ロンド
ンナショナルギャラリーから貸出され、2

点の「ひまわり」が展示予定。

10年の改修を終え、2013年4月「アム

ステルダム国立美術館」も再オープン。

レンブラントの「夜警」やフェルメールの

「牛乳を注ぐ女」など8．000点の絵画が

展示される。

●　だ上記のインフォメーションは情報提供であり、当社が収受

●　　するオプショナルツアーではありません。

≡　‥′●

一一一・」－　」
鉄道で約1．5時間のユトレヒト
へ。ディックブルーナハウスで

ミツフィーを満喫



ウィ1ン＆パリ6・8日間 
6 日 �8 日 �KLMオランダ航空利用 

月・木・土曜出発 

1 �1 �「而享岳こて下面多面福岡発す（アムステルダム乗継汁 
［蚕］盲フ二；姦 
☆現地係員（現地語ドライバー）がお出迎えし、ホテルへご案内 

ウィーン泊口唇□ 

2 �2 二∋ �匝司自由行動　　　　ウィーン治国□□ 

3 �4 �出発まで自由行動 

☆お客様自身にて空港へ。 
追加代金にて「出発日送迎プラン」をご用意 

10：00～17：30予定lウィーン発す 

12：00～19：30予定lパリ着 

☆現地係員（現地語ドライバー）がお出迎えし、ホテルへご案内 

パリ泊画□□ 

4 �亨 6 �匝亘自由行動　　　　　パリ泊囲□□ 

う �7 �☆お客様自身にて空港へ。 

追加代金にて「出発日送迎プラン」をご用意 

匡画パリ発す（アムステルダム乗継け 　　　　　　機中泊画□画 

6 �8 �匝空室率頭福岡着解散　　　画□□ 

※航空機・現地事情によりスケジュールが変更になる場合があります。
※アムステルダムでの乗継の手続きはお客様自身で行って頂きます。

日本発着時の 利用航空会社 �KLMオランダ航空 

出発日 �匝画月・土曜出発 
匝画月・木・土曜出発 

利用ホテル �旅行代金表をご覧ください ※パリのホテノ �レま3～4ページをご覧下さい 

食　事 �匝自画朝食4回・昼食0回・夕食0回 
匝自画朝食6回・昼食0回・夕食0回 

最少催行人員 �2名 �添乗員 �同行しません 

ホテル→空港間の送迎を追加します。

釧人7，000円

※現地語ドライバーがロビーにてお迎えします。

までに2名様以上にてお申込み下さい。※取消料はツアー本体に準じます。

■出発日カレンダー～KLMオランダ航空利用～
［亘亘司月・土曜発国月・木・土曜発
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ご掛細竿才＼′完友旛コアツエルト相季i
なセッション　　　　　　　　　アカデ逃威喝
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オペラ座そばのデラックスホテルに滞在

ウィーン中心オペラ座の嚢、ケルント
ナー通りに隣接するのでショッピング
にも便利。ザッハートルテが生まれた
ホテル。
※トリプルでのご利用巨
はできません。

ケルントナー通りに立地

ケルントナー通
りに立地する

㍍三下詑ホテルのいずれかとなり、ホテルの
希望・指定はお受けできません。

※シャワーのみのお郡凰こなる場合が
あります。

拙霊　芝詰責苫㌣トハウス
テル。　　　　　　▲　川

○メルキュールセセッション・
ウィーン

○グラーベン
○トレンドオイローパ
○スターライト・スイーテンアム・

ホイマルクト

．三三ウィーン発、オフシ三i血豆卓二蒜去読
※オプショナルツアーの「ご案内・ご注意」は1ページをご覧下さい。※最少催行人員1名（音楽チケット＆送迎は2名）

‥………ご嘲・ウィーン音梵チケット＆プライベート送迎付き

ウィーン半日観光

大人6，600円（2～12歳うう，600円

毎日（12／24・31、1／1除く）09：〇〇一（約3時間）

リンク通りを車窓観光後、シェーンプルン宮
殿を観光します。（日本語ガイド付き／食事
なし）　　　　　　　運行事業者ミキトラベル

率－＿＿昌一＿－＿＿＿＿ �l鱒時紺所鄭網1 �1　‾御念一一‾‾　‾－ 

レジデンツ・オーケストラ �19．15頃～／ �④1 ㊥1 �4，600円 3，400円 
・コンサート �所要約3時間15分 

シェーンブルン宮殿 �17：45頃～／ �⑪23，000円 ④20，000円 ⑧18，800円 

コンサート＆ディナー �所要約5時間 

クアサロン・ �17：30頃～／ �（㊤23，300円 ④19，700円 ⑧18，700円 

コンサート＆ディナー �所要約5時間 

モーツ上ルト・ �19：15頃～／ 所要約3時間15分 �⑨19，000円 （参16，600円 ⑧15，400円 

1ンサート 

黒現地語ドライバーによるホテルへの往復送迎付き。日本語アシスタントはつきま
せん。　※カジュアルな服装はご遠慮下さい。6歳未満のお子様は入場できません。
また、6歳以上のお客様でも公演の妨げになる場合、退場を命じられる場合がありま
す。誉販売料金はチケットと手配代行料をあわせた料金です。チケットに印字され
ている料金とは異なります。※回答にお時間がかかる場合があります。　※お申
込み時より変更取り消しの喝合は100％
●　七　〇　e l・●　●　■　●　■　■　●　●　●　●　●　●　●・・■　●　●　●　●　●　●

ウィーン＆パリ6・8日間　旅行代金品 ����������� � � 

1人普8屋 �ウィーン � 

コースコード �日数 �A �B �C　　‾ �D �E �F＿＿＿ �＿　G �ヨ �迫力］代金 � �（朝食付） 

旧市街スーペリア オペラ地区スタンダード �ELOⅥ仏息 �8 �229．800 �229，800 �237′800 �239′800 �237，800 �243，800 �257′800 �329．800 �38′000 �11．000 �8′000 

【uⅥlA8 �8 �248，800 �249．800 �259′800 �258′800 �259．800 �269．800 �288′800 �358．800 �57′000 

アンバサダー／ ホテル・ルテシア �臥L　W仏 �る �287′800 �300′800 �289′800 �277′800 �283′800 �281′800 �303，800 �375′800 �78′000 �18．000 �20′000 

【u机仙A �8 �305．800 �357．800 �307′800 �315，800 �329′800 �328′800 �358′800 �428′800 �114．000 

ホテル・ザッハー／ ホテル・ルテシア �【LふⅥlAS �る �293．800 �315．800 �295′800 �303．800 �310．800 �294．800 �328，800 �400′800 �104′000 �32．000 �20，000 

【uWlAS �8 �345．800 �380′800 �347′800 �355′800 �370′800 �348′800 �394′800 �488，800 �158．000 

ご案内・ご注意 �※上記、旅行代金には空港税は含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）と現地空港税12．750円（エコノミークラス席利用の場 �燃油サーチャージ を含みます 合）は日本出発前にお申込み店にてお支払い下さい。 
※延泊代金は1部屋を2／3名でご利用いただく場合の1名様あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍額必要です。 
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ムステルダム＆パリ6・8日間 
6 日 �8 日 �KLMオランダ航空利用 �大韓航空利用 

月・木・土曜出発 �毎日出発 

1 �1 �10：25～11：05予訂 �匝垂短］福岡発す 

福岡発す �（ソウル乗継）す 

両事衰1 �17：30～18：45予定】 

アムステルダム着 �アムステルダム着 

☆現地係員（現地語ドライバー） �がお出迎えし、ホテルへご案内 

アムステルダム泊□囲□ �アムステルダム泊□薗□ 

2 �2 3 �匝司自由行動　　ァムスチルダム姻□□ 

3 �4 �出発まで自由行動 

☆お客様白身にて駅へ。 

匡画アムステルダム莞pbパリ着（タリス2等にて約3時間10分 

☆現地係員（現地語ドライバー �）がお出迎えし、ホテルへご案内 

パリ泊画□□ 

4 �5 g �医司自由行動　　　　　パリ泊画□□ 

5 �7 �☆お客様自身にて空芸へ。 �出発まで自由行動 

追加代金にて「出発目送 �★お客様自身にて空港へ。 
迎プラン」をご用意 �追加代金にて「出発日送 

匡画パリ発す �迎プラン」をご用意 
（アムステルダム乗継）す 　機中泊囲□囲 �「i石盲＝了盲面亭画パリ発す 

機中泊囲口唇 

6 �8 �08：20～09：10予定l �（ソウル乗継）す 福岡着解散 　　　画□□ �「福東商 
福岡着解散　画□□ 

※航空機・現地事情によりスケジュールが変更になる場合があります。
※アムステルダム・ソウルでの乗継の手続きはお客様自身で行って頂きます。

日本発着時の 利用航空会社 �KLMオランダ航空 ��大韓航空 

出発日 �匡頭月・土曜出発 画月・木・土曜出発 ��直垂画毎日出発 

利用ホテル �旅行代金表をご覧ください 
※パリのホテルは3～4ページをご覧下さい。 

食　事 �匡画朝食4回t昼食0回・夕食0回 
匡巨画朝食6回・昼食0回・夕食0回 

最少催行人員 �各コース毎に2名 �添乗員 ��同行しません 

※アムステルダムの出発日送迎プランは設定なし。
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中央駅そばの立地

■了㌶㌫館
●旧教会

アムステルダム
ダイヤモンドセンター

箋
●アムステルダム

歴史博物館

●

ペギン会修道院

窒諸芸ド●空書芸ド

レンブラントの萩　●－●了ペリエンス
ワーテルロー

市庁舎●　広場　　　●
●　　ユダヤ

ミュージックシアター　　歴史博物蔑

●ムント塔 マヘレの

レンブラント　　はね囁●

シングル花市　　　∃†イ広場
I　　　　▲〉

■、

中心地の運河沿いに建つホテル

アムステルダ
ム中心地に立
地。歴史ある建
物を利用した
ホテル。

；●；下記ホテルのいずれかとなり、ホテルの希望・指定はお受け

できません。‥シャワーのみのお部屋になる場合があります。

○ベルビュー

○アヴェニュー

○フローリス・フランス

○シタデル

◎ナディア

0イビスアムステルダムセンター

「‾ラ云云手元ラム＆パリ6・8日間　旅行代金表　～KLMオーラング航空利用～ ������������ �カレ �ダー囲 
大人・子供同書、攣位：円 ������������1人謬屋 �アムステルダム �パリ延泊代金 

コースコード �日数 �A �8 �C �D �E �F �G �H � �追加代金 �延泊代金（寧浪付） �（朝食付） 

スタンダード／ オペラ地区スタンダード �【L丘AA8 �る �224，800 �228．800 �231，800 �234′800 �232．800 �232．800 �236．800 �250，800 �323．800 �34′000 �9，000 �8．000 

【L8仙8 �8 �241．800 �245′800 �254．800 �251．800 �252．800 �252．800 �259．800 �278．800 �349，800 �51．000 

ダブルツリー・ヒルトン／ ホテルリレテシア �【L丘仙○ �る �260．800 �298，800 �318．800 �270′800 �282．800 �278，800 �304′800 �328，800 �399，800 �70，000 �15′000 �20，000 

札8仙D �8 �295，800 �351′800 �383′800 �305′800 �297′800 �319，800 �381．800 �391．800 �4°4，800 �105．000 

クランドアムラス／ ホテル・ルテシア �【L古AA¢ �8 �273′800 �303，800 �303′800 �283′800 �275′800 �289′800 �307，800 �330，800 �403，800 �84，000 �22，000 �20．000 

臥AAG �8 �315′800 �382，800 �382′800 �325．800 �317．800 �339′800 �386′800 �397′800 �470．800 �12°′M 

ご案内・ご注意 �※上記、旅行代金には空港税は含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）と現地空港税8．350円（エコノミークラス席利用の場合） �燃油サーチャージ を含みます は日本出発前にお申込み店にてお支払い下さい。 
※延泊代金は1部屋を2／3名でご利用いただく場合の1名様あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍顔必要です。 

アムステルダム＆ �バリ　6・8日間　旅行代金表　～大韓航空利用～ ����������������� � �カレン �i 

大人・子供拘欄、里位： �円 くり）コースコード日数　A　　　　苺浩た‾　D　　E　　F　　G　　≡－　　　　　　　　1 �����������������1人釦差 迫加代金 �7ムス・抽ダム 現帽畑鮒） �パリ駐白代金 （和樹） �三．l 

スタンダード／ オペラ地区スタンダ �ード �川丘AA8 �6 �202′800 �21 �00 �211．800 �214，800 �222．800 �2け．800 �22°，800 �231′800 �239．800 �242．的0 �242．800 �257．800 �287，800 �叫0α） �9．000 �8．000 �土・日 印00 

【K8AA8 �8 �219，800 �23 �00 �231′800 �231′800 �242．800 �236′800 �249．800 �248′800 �259．800 �2°5．800 �259．800 �283．800 �313，800 �51．000 

ダブルツリー・ヒルト、 ホテルリレテシア �ン／ �【MAD �占 �238′800 �24㌧800 ��255′800 �250∫800 �252．800 �287，800 �311．800 �2d7′800 �283′800 �310，800 �278，800 �333．800 �363，800 �70．000 �鴨的0 �20，000 

【l柑仙D �8 �273，800 �276′ �00 �298．800 �285．800 �287月00 �342－800 �378，800 �302，800 �326，800 �347，800 �313，800 �398．800 �428．800 �105．（伽 

グランドアムラス／ ホテル・ルテシア � �【KOAAG �る �251，800 �254 �00 �268′800 �2°3，800 �285．800 �294．800 �297．800 �280．800 �296．800 �313．800 �291，800 �337．800 �387．800 �叫000 �22′000 �20．000 

【K8仙6 �8 �293．800 �296′ �00 �318，800 �305，800 �307月00 �353．800 �35°．800 �322．800 �34も800 �372．800 �333．800 �404．800 �434．800 �126′000 

ご案内・ご注意 �※上記、旅行代金には空港税は含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）と韓国旅客サービス料1900円と現地空港税6．950円 �燃油サーチャージ を含みます （エコノミークラス席利用の場合）は日本出発前にお申込み店にてお支払い下さい。 
※延泊代金は1部屋を2／3名でご利用いただく場合の1名桜あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍貌必要です。 
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ローマ＆パリ6・8日間 
6 日 �8 日 �KLMオランダ航空利用 

月・木・土曜出発 

1 �1 �卸両頭画福岡発す（アムステルダム乗継汁 ［：亘］ローマ着 

★現地係員（現地語ドライバー）がお出迎えし、ホテルへご案内 

ローマ泊□園□ 

2 �2 3 �匝亘自由行動　　　ローマ泊画□□ 

3 �4 �出発まで自由行動 

★お客様自身にて空港へ。 
追加代金にて「出発日送迎プラン」をご用意 

10：00－17：30予定1ローマ発す 

12：00－19：30予定lパリ着 

☆現地係員（現地言計ごライバー）がお出迎えし、ホテルへご案内 

パリ泊画□□ 

4 �5 6 �匝亘自由行動　　　　パリ姻□□ 

5 �7 �★お客様自身にて空港へ。 

追加代金にて「出発日送迎プラン」をご用意 

匡画パリ発す（アムステルダム乗継け 
機中泊図□画 

6 �8 �【08二20－09：10予定l福岡着解散　　　画□□ 

※航空機・現地事情によりスケジュールが変更になる場合があります。
※アムステルダムでの乗継の手続きはお客様自身で行って頂きます。

日本発着時の 利用航空会社 �KLMオランダ航空 

出発日 �匝亘画月・土曜出発 
匝亘画月・木・土曜出発 

利用ホテル �旅行代金表をご覧ください 

食　事 �匝亘画朝食4回・昼食〇回・夕食0回 
匝亘画朝食6回・昼食0回・夕食0回 

最少催行人員 �2名 

添乗員 �同行しません 

∴巨＿書
ローマのホテル　　　　　　　　　　　　　　　　　　パリのホテル 

ァンバシアトリ・パレス　デ・ラ拗ル‾・溺匠辺匹琵辺1－＿凍責轍軽シ才 

1漉一蒜著書等等等削那＿三　　相－　　　㍗酬　　　「■ ���� 

声訂避腔瑚■腰帯・造血日． Ⅶ闇Ⅷ・随巴張出遮此脚絆か細針撒．．盲．． 「．．′照憑・許帯苛滞日ピ肇 ，．lJ掴．．・‾き．■，話芸 �号 l ●★ �「 ji 軋　● 　外債 �！ 　‾－】ゝ，′　弓 i響 一鍼査鵠・捕．や外臨 � 

套・一豪華‾、ニーii那■■信ノ．′．、菰 ��かZ �圭 一欄凋題 � 

立、ノ二転子中草生虜，…・　－王＿宅凄沌≡例） ���責妻誓・鳥ぎぎ▲三 　二一三′・ 

圃＝弔問服叩細田樹齢　　　　　■出発日カレンダー顔～KLMオランダ航空利用～［亘亘画月・土曜発匡亘司月・木・土曜発

2013年10月　　　　　　　2013年11月 2013年12月 2014年1月 2014年2月 2014年3日

＆パリ �6・8日間旅行代金表 ���������� �力 � �ノダ一国 

大人・子供用軒、 �単位：円 ����������1人部屋 追加代金 �（朝会付） �パ �リ延泊代金 （朝食付） 

ホテル（ロ �一マ／パリ） �コースコード �日数 �A �8 �‾■　扇脚■ �D �E �r �1　＋　G 

アンパシア 　ホテル �トーリ・パレス ・ルテシア �【L丘R】仏 �8 �257′800 �287′800 �258′800 �272′800 �291．800 �287′800 �360′800 �鎚．000 �13．000 � �20．000 

【L8Ⅲ仏 �8 �290′800 �300′800 �291．800 �313′800 �344．800 �332′800 �405′800 �99′000 

デう・ヴイツレイ、 　ホテル �ンターコンチネンタル ルテシア �【L〇m �る �271′800 �281，800 �272′800 �288′800 �322．800 �313．800 �388′800 �80′M �20．000 � �20′000 

【L8RXD �8 �311，800 �321′800 �312．800 �334′800 �392′800 �371′800 �444′800 �120，000 

ご案内・ご注意

※上記、旅行代金には空港税は含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）と現地空港税11，850円（エコノミークラス席利用の場

合）は日本出発前にお申込み店にてお支払い下さい。
※廷泊代金は1部屋を2／3名でご利用いただく場合の1名様あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍額必要です。

燃油サーチャージ
を含みます

こ　．；；…　　■出発日カレンダーEl

～KLMオランダ航空利用～匝亘司月・土曜発匝萱画月・木・土曜発

2013年10月 2013年11月 2013年12月

甲莞J三一、H一・

｛出発日カレンダー日
～大韓航空利用～毎日出発

2013年10月 2013年11月 2013年12月

幸⊃・ここ三〇＝＝⊃’

□曇㌔□㌔亭□睾㌔□睾㌔㌔㌔□毒口善□睾㌔□睾㌔□睾㌔□毒口亀□亀㌔□亀㌔□■㌔腰多野コ



糾し掛の書に担型季華些型型璽型型．lll．lll．lll．＿lllj諸て晰
必ずお読みください。

くお部屋のベッドタイプについて〉
2人用のお岱屋には、ベッドが2台の「ツインベッドルーム」と大型
ベッド1台の「ダブルベッドルーム」の2種類があります。ハネムー

ナーやご夫婦などのカップルでご参加の場合、また、時期によっては

それ以外のお客様も「ダブルベッドルーム」となる場合があります。

〈3名標で1部屋（トリプル）ご利用の場合〉
2人部屋に簡易ベッドを入れ、3名様でご利用いただくた
め手狭となります。簡易ベッドの搬入時刻は夜遅くなるこ
とが一般的です。また、ホテルによりトリプル利用ができ
ない土ヨ合がありますので、予めご了承下さい。その際は2
人部屋と1人部屋（別途追加代金要）をこ利用頂きます（

〈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。お部屋をお1人で
利用する喝合は1人部屋追加代金が必要となります。

〈その他ホテルについて〉
国際電鰭やお部屋のミニバー用として国際クレジットカード
または現金でのデポジットを靖求されることがあります。

〈その他ヨーロッパのホテルについて〉
●ヨーロッパのホテルでは予告なくホテルの改修工事を行
うことがあり、改修中であってもホテルは通常通り営業す
ることが多くありますので予めご了承ください。
●ヨーロッパのほとんどのホテルにはお部屋に歯ブラシ、ス
リッパの用意がありませんので日本からお持ちください。ま
た、ヨーロッパの多くのホテルでは、エコロジーの慎点から、
持にご要望のない限り、お部屋のタオルやシーツの交換を数
日に1回しか行わない喝合があります。交換をご希望の場合
lま、意思表示が必要となります。

●∃一口ツパのほとんどのホテルでは喫煙室と禁煙室が分か
れており、禁煙室の割合が非常に多くなっています。指定はお
受けできません。なお、一郭のホテルは全館翠煙となります。
●ヨーロピアンスタイルのホテルは古き良きヨーロッパ
の雰囲気を味わえる半面、建物の老朽やサービス面で不
便を感じる場合がございます。客室は、日本に比べて狭
く．10～16∩うくらいとなります。客室設矧こもテレビ・三
二八一・ドライヤーがなかったり、シャワーや洗面の水圧や

お湯の出が不充分な場合もあります。予めご了承下さい。
チェックイン後、客室設備その他で問題がございました
ら、お早めに現地連絡先までご連絡下さい。

イタリア・スペインでの宿泊税について
●イタリアのローマ・フィレンツェ及びスペインのバルセ
ロナ等のホテル宿泊時には「宿泊税」が隈税されます。お
1人様1泊あたり3～5ユーロをチェックアウト時に現金に
てお支払いいただきます。お支払額はホテル・滞在日数・
滞在時閉により異なります。

ヨ誓・乗経について

く飛行機の移動について〉
●魯日程表内に記毅の航空偽発着時聞及び便名は2013年7月
10日を基準としています。萄らかじめ便名が指定されている場合

も航空会社のスケジュール変更等に伴い、便名が変更される場合が

あります。また発語時刻は、邑安です。確定発蕾時間および便名は
旅行出発前にお渡しする「最終旅行日程表」にてご確琵ください。

●運輸機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、ま
た、これらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時問の海
相及び観光箇所の変更、削除などが生じる場合もあります。こ
のような場合責任は負いかねますが、当初日程に従った旅行
サービスが受けられるよう手配努力いたします。
●現地空港での出国審査後等ハッピーツアーの現地係員がお客様

のお手伝いをできない唱所で、航空機の発着時問の変更や利用航
空便の運休が生じる場合があります。その際は航空会社の地上係員

の指示により行動していただきます。原則的に通関後の対応は航空

会社側となりハッピーツアー係員からのご案内はできなくなります。
●航空機の座席配列や空港での個人チェックイン化に伴い、ク
ループ、カップルの万でも隣り合わせにならない場合がありま
す。例えば通路を挟んだ座席、前後の座席または離れた座席と
なる場合があります。Yクラス（エコノミークラス）席ご利用のお
客様は、窓側／通路側のご希望は事前にお伺いいたしかねます。
●航空会社にお預けになる荷物には、航空会社により重さ・大き
さに制限があります。制限を越える場合は超荷手荷物料金がか
かる場合やお預かりできない場合があります。また現地の空港
～ホテル間において、別途運搬料を頂く場合があります。

くパス等の移動について〉
●特に表示のあるものを除き、他のツアーや他のコースのお客
様と同じパスで観光、空港～ホテル間の送迎を行います。この
ため艶カ所のホテルに立ち寄り、時間が必要となる垣合や空港
などの出発地でお待ちいただく場合があります。
●交通渋滞などの現地串矧こより、移動の所要時間が大矧こ変
更になる場合がありますので、予めご了承ください。

●ヨーロッパの各都市では祝祭日に美術館、博物館など
が休館となります。祝祭日以外でも各観光箇所の突然の
休館、入場制限、交通状態等の現地率偶や天候により、観
光箇所の変更または実施日が変更になる場合がありま
す。また、これにより、自由行動時間などに影響のでる場
合もありますので、ご了承ください。
●各地の教会・博物館・美術虎などの‡兄光・見学箇所では、
規模の大小を問わず修復工事が行われていることが頻繁
にあります。これにより、外観、内部の一部をご覧いただけ
ない場合があります。
●教会や寺院などは、ミサや特別な行事が行われている間は入
場出来ない場合があります。また、教会・寺院内などでの説明が
制限されているためご自身で見学していただく場合があります。

くショッピングについて〉
●ヨーロッパの各都市では祝祭日にデパート、有名ブランド店
をはじめほとんどの商店が閉店となります。クリスマスから年
末年始にかけては、休館日や開店日が特に多くなりますので
ご注烹ください。
●現地でのお買い物につきましては、お客様ご自身の責任に
おいて商品をお買い求め下さい。
●ご購入に際して生じたトラブルにつきまして臥ご旅行条件に基づ
き当社は一切の責任を負うものではありません。予めご了承下さい。

く美術館・博物館での写真撮影について〉
●美術館・博物館では、フラッシュ書腰影を禁止している所が多
いので、扁感度フイルムをご持参されることをおすすめしま
す。なお、檀影が許可されている遺跡や博物餞でも、カメラ
やビデオなどの持ち込み料が必要となる場合があります。

くオプショナルツアーについて〉
●オプショナルツアーは現地にて別料金でご参加いただ
ける現地主催の小旅行です。

食事について
●ホテルの朝食はコンチネンタル・プレックフアストまたは
ブッフ二・プレックプアストまたはアメリカン・プレツクプアス
トとなります。コンチネンタル・プレツクフアストは、パン・
コーヒー・ホ工茶だけの朝食が基本となります。ブッフエ■プ
レツクプアストでも、パン、コーヒー、ジュース、シリアル顆
のみの場合もあります。
●旅行代金には各コースごとの日程表に明示した食事の
料金・税・サービス料が含まれています。但し、お客様が注
文された飲物代や追加料理代はお客様払いとなります。
●機内食については、各コースことの日程表に明示した
食事回数には軽食は含まれており、機内食は含まれてい
ません。但し、利用便により機内食がホテル・レストランの
食事に変更になった場合、食事代は別途負担して頂きま
す。また、逆にホテル・レストランの食事が機内食に変更と
なる場合もありますが、その場合レストランの食事代から
取消料を差し引いて差願を払い戻し致します。
●スケジュール等の事情により、食事がお弁当になる場合
がありますが、旅行代金の変更はありません。また早朝フ
ライトをご利用頂く喝合、朝食はホテルではなく、お弁当や
空港内レストランなどでの朝食となる場合があります。

即倒割引こついて
●日程表上の自由行動時、ホテル滞在時には現地係員は
ありません。また、列車、航空機により移動の額も原則とし
て同行いたしません。
●途中、乗継ぎ空港では現地係員のご案内はありません。
お客様ご自身で乗継ぎ手続きをしていただきます。また、
一郡の空港では控乗券をお持ちのお客様しか入唱できま

せん。従ってこれらの空港では、お客様ご自身でチェックイ
ンしていただくことになりますのでご了承ください。

〈ポーターサービスについて〉
●当パンフレット掲載コースでは、ホテル、空港、駅での
ポーターサービスは含まれておりません。荷物はご自身
でお運び下さい。

海外危険情報について
●渡航先（国または地域）によっては「外務省危険情報」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
し込みの際に頗売店にご確認ください。また、外務省海外安全
ホームページなどでもご確認ください。
（URLhttp／／WWWanZenmロfaEO」P／）（海外安全相談セン

ターTELO3－5501－8162FAXサービス0570－023300）

渡航先の保健衛生について
●渡航先の衛生状況については「厚生労働省海外渡航者のた
めの感染症情報ホームページ」（http／／WWWforthgoIP／）

でご確認ください。

■お申し込みの旅行取1汲店でお支払いいただく空港税等
（）内は子供料金、与引こ記虹のない場合は、おとな　ことも同額、幼児不課

立　名 �我の名称 �対　象 �税　額 �掴丹紳d・ 

日　本 �空港詰責使用料 �福間匹階級出発 �945（472）円 �－ 

イタリア �搭乗機 �国内椴出発（ローマ） �12．92ユーロ �1700円 

6．86ユーロ �950円 

旅客サービス料 � �0．33ユーロ �50円 
0．89ユーロ �150円 

保安料 � �2．44ユーロ �350円 
1．81ユーロ �250円 

ティタックス � �7．50ユーロ �1．000円 
6．50ユーロ �900円 

荷物保安料 � �2．06ユーロ �300円 
1．91ユーロ �300円 

スペイン �保安科 �国原綿出発 �4，13ユー・□ �550円 （バルセロナ発） �15．19ユーロ �aDOO円 

16．28ユーロ �2．150円 

フランス （シ仙レ・ �民間航空税 � �7．75ユーロ �1，05D円 

4．31ユーロ �60D円 

旅客サービス料 � �27．60ユーロ �3．650円 
11．99ユーロ �1，600円 

空港税 �国際線／国内線出発 �12．75ユーロ �1．700円 

トコール） �国辱連帯税 �（Yクラス） �4．00ユーロ �550円 

（Cクラス〉 �4口．00ユーロ �5．300円 

l卦内郷（Yクラス） �1．ロ0ユーロ �150円 

逐発音結髪雪雲∃ �10．00ユーロ �1，350円 

オランダ �誤写サービス科 � �6．69ユーロ �900円 

認照縁／包内線出発 �15．40ユーロ �2．050円 

腐音税 �国際線／四内線出発 �2．00ユーロ �300円 

空港保安科 �題順引象／盈内縁出発 �12．77ユ・一口 �1，700円 
国際線／皿内線兼継ぎ �715ユーロ �950円 

オーストリア （ウィーン） �塁艮け－ビス科 �皿間組 �1已02ユーロ �2．400円 
旅等保安料 � �7．70ユーロ �1，D50円 

航空輸送税 � �7．00ユー・口 �950円 

批玩 �沃野サービス科ノ 　保安科 �国際線出発 �28．38ユーロ �3，750円 

イギリス �汚名サービス料 � � �6．250円 

4，450円 

韓国 �策等サービス料 �盛畷繰乗艇時 �10．000ウォン �950円 

（2013年7月10日現在の税額）

罠上記日本円換算目安韻は2013年7月8日現在レートによります。
（50円単位切り上げ）1ユーロ＝13149円、1英ポンド＝15474円

●渡航先の国々（または地域）によっては、その国の法律など
により渡航者個人に対して空港税等（出入国税、空港施冨受使
用料、税関審査料など）の支払いが義務づけられています。
●複数の園や都市を訪問する旅程では、空港税等はその都度必要と

なります。また、同じ旅程であっても使用する航空機硬の経由する空
港や国や都市の巡り方によってその合計が異なることがあります。

●旅行代金には空港税等は含まれておりません。空港税等
のうち、航空券発券時に徴収することを義精付けられてい
るものまた、有岡国際空港施設使用料（おとな945円、こど
も472円）は、お申し込みの旅行取扱店に旅行代金と合わ
せて日本円でお支払いください。また、この他に現地にて上
表横顔禰記載の通矧こてお支払いいただく空港税等もあ
ります。税額などの詳細は各コース毎に明記しております。
●日本円換算覇は、上記の表に定めるところによります。（参
考換算レート／2013年7月8日現在・三菱東京UFJ銀行
（TTSレート）調べ。50円単位切上げ）。大幅な為替変動が
生じた場合は変更（追加徴収・返金）する場合があります。
●空港税等の新設または増税が変更された場合、徴収陸が
変更になる場合があります。

■コースのかl　居＝機内食　些＝印食　耐＝昼食　四＝夕食　□＝食事なし　■移動交通機関　す＝飛行機で移動隅＝パスで移動由＝列軍で移動

■観光マーク　◎＝入場観光　○＝下車観光　△＝車窓より観光

■抑……舶仰榔声帯樟和議ll箭「r完In蒜i崇禁諾諾…岩野弧n、打・

●この旅行は西鉄鰭行株式全署土（福岡市中宍区巽院3丁目16番26号　現光庁長習塁鐸旅行異邦
579号）（以下「当社」といいます）が企画・突贋する旅行で、ご参加いただくお客様は当毒士
と軍袋型企画旅行契約（以下、「旅行英約」という）を締結することになります。旅行契約の内
容　条件はパンフレットによる他、別途お渡しする程定書面（環宰旅行日程蛮）及び眼光庁認可
による当社旅行来約款・こ旅行契約の缶）によります。取引条件説明書面および安≡約！翳面の－郡
（以下、旅行条件藷といいます）は旅行契約締結の澤、必ずお受けとりください。

●ここに記載のない串丁矧ま当社旅行三架約款（旅行誓約の郡）によります。
■旅行のお申し込み
1当寺土所定の旅行申込雷に雨空要項を絶入しお申込金を′添えてお申し込みいただきます。お申込

2当寺土は曜話等による旅行契約の予悉勺申込を受付けます。この囁合、当社が予約申込を承諾した
日の翌日から起昇して3日以内に申込四の提出と申込金の支払をしていただきます。この期間中
に申込書のj是出と申込金の支払がなされない場合当寺土は申込がなかったものとして取り扱います。
■旅行契約の成立l時期
方荒行契約は、当寺土が契約の締結を承⊆若し、押1項の申込金を受印した昭に成立するものとします。
l■砕定書面（愚終日亨里奈）のお渡し
当社は、お宮機に盛合時刻　場所、利」同運送樵俣L　石ノヨ幾傑1等に関する確定情報をで己範した最終日
程芸iを速くとも旅行開始日の布ほ］までにお渡しします。（原則として旅行開始日の2週間閥～7日間
にお渡しするよう多写力します）
■お支払い対象旅行代金（基準旅行代金）
1「お支払い対象旅行代金」とは、申込壷、取消料、】窪的料、変更楕償金の計芦墨革となる旅行
代金のことで、帯狼広畠またはパンフレットに「旅行代金として薮示した金額」プラス「i昌刀口代金
として表示した念願」マイナス「割引き代金として蛮示した金較」をいいます。
2旅行代金は旅行開始日の即日から起算して1遡って21日白に当たる白より前に全閉お支払いい
ただきます。摂行開始日の前日から起算してi遡って21日胃に当たる日以降にお申込みの場合は、
旅行開始自前の当社が指定する期日までに全顔お支払いいただきます。
●旅行代会に含まれるもの
摂行目指に開示した抗空理躍及び船舶　鉄】召還賃等、旅行日一里に明示した送迎パスなどの料金。（こ
の運賃料金には、運送機関のE果す付加】選評　料金（原価の水準の罪常な変動に対応するた反）、一定の
期間及び一定の条件下に限り石らゆる旅行者に一律に書漢されるものに限ります。以下同様とします。
を含みません凸）旅行日程に明示した椙光等に使用するバス料金、ガイド料金、入唱料等。宿ノ評判金、
税、サービス閏（二人郡屈をお二人枝での使用が基準）、毘寧料金、啓三、サービス判。団体行動中のチ
ップ。′奈吏員付コースの添乗員の同行渾用。巳提要に含む臼を明示したノ毎外の空色税および空壱施隈
使用料、なおこれらの言責費用はお客様のご都合により一部利用されなくても払い戻しは致し戻せん。
■旅行代会に含まれないもの
含まない旨を明示した旅行日程中必要な′象外の空浩税等及び空忍点眼慣用閏、日本国内の空焉招設使
用料、運送無間の課す付皿運鍔　料金、相通手間閏料金、クリーニング代、懸琶喜怒稲料、ホテルのボー
イメイドへのチップ、その他迫力ロ飲食等個人的性質の柑費用及びそれに伴う現、サービス料∴級抗手続
き相集用、オプショナルツアー等の代金。屋内外における傷害　疾病に関する医療眉㌧日恵国内の空港
應E三使用料、日本国内におけるこ自宅から空沼発帝までの交避膚卜箔′自乗、羽田　伊丹経由となった喝
合の羽眉ト一・成田及び伊丹・一間空の地上交通責。日太国内で前泊　後／白が必要な場合の7苫ノ自費。日太国
内粗予約がとれない甥台や天候等で止むを醤ず伯の交通機関をご利用いただく場合の地上交通1。
■方策行詞的の解除　取′甘料

1お筈様はいつでも次に冠位）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
ができます。但し、特定日と特定日以外で取消科が異なる場合が左〉りますのでこ；主君ください。
2当社の解除権①お琴様が弊‡土に規定する期日までに旅行代盆を支払わないとき。のお等枝
が当‡土のあらかじめ明示し′こ性別　年令i3楕　技能その他の旅行密力条件を票たしていない
ことが明らかになったとき。伝）お客枝が病気その他の事田により、当≡薮旅行に耐えられないと

認められたとき。④お客様が他のお客様に迷慾を及ぼし、又は団体行動の円洒な突j透を妨げる
おそれがあると認められたとき。⑤お等横の人敬がパンフレットにE己乾した最少催行人員に満
たないとヨ㌔（この場合は4／27一）5／6、7／20～8／31、12／20～1／7に旅行開始するときは、
旅行開始日の前日から重三井して33日日にあたる日Jこり前に、またそれ以外の期間に旅行開始す
るときは、23日目にあたる日より宵引こ旅行中止のご退却′巨いたします。）また序）スキーを白的
とする旅行にお【ナる随塁三豊の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施粂牛力成就し
ないとき、あるいはそのおそれが協めて大きいと替。⑦天災地変、戦乱、零動、運送　宿泊泊樵間
等の旅行サービス提供の申」上、胃公翠の命令その他の当社の関与し得ない幸正目こよりパンフレ
ットに吉己載寧項が実施不可鵜となるおそれが憶壁）て大きいとき。当寺土は本項①により方荒行契約
を解除したときは、既に収受している旅行代金（透5るし1は申込金）から遇的料を差し引いて払
い戻しいたします。まJこ：忘Ⅰ酉だ）～⑦により旅行契約を芹冒陳したときは、既に収受している旅行
代金（あるい【ま申込金）の全監責：匿払い戻しいたします。

興I何－Il亀の日 � 

1当社は旅行契約博行にあたって、当寺士又は当社の手記代行典者が故古文は週天により旅行番に臓
串を与えたときは、その頂吾を曙償する東に任じます。ただし、招筈発生の翌日から起算して2年以内
に当社に過栗拍あったときに限ります。またノ欠のような喝合は原則として責任を負いません。天災地
変、戦乱、黍動、運送　宿ノ白熱閑の軍政もしくはワ一ビス提供の中止。官公等の命令、出入現税制、伝
染病による曙盤、自由行動の奉故、食中葦、盗難等。
2当社は、宇荷詔について生じた前項の絹容については、同項の1睨程にかかわらず、掴害発生の翌日
からミ己芳して21日以内にi密矢口があったときに限り、旅行者1名につき15万円を開店≡として閏償します。
l■特別補償
当寺土はお等様が旅行さ方口中に、魚激か＼つ偶然なタト実の串故により生命、身体、または手荷物に等笈
つJこ一定の壬目苔について、当社旅行約款（詩別硝慣規程の郡　別紙）により、一定の相調壷及び見
舞金を支払います。
l■旅程傑呈正

旅行罪的内宙に以下に例示する！聖賢な変iEが行1つれた場合は、当宇土旅行約択（募集型企匡」旅行契
約のき3）の規程により、その変更の内容に応じて旅行代会の1％～5％に相当する額の変更鞘償金
を支払います。ただし、一旅行・契約について支払1つれる変更詔イ賞金の駁ま、惜行代金の15％を限
度とします。また、一旅行契約について変更簡潔壷の願が、1000円未満の喝合は、蛮箪三礪賞金
は支払いません。
1万荒行開始日又は樺了巳の変軍、2入場する組光地　t発光方5g受　その他の目的地の変更、3運輸
借間の等鯉又は設備のより低い料金のものへの変更、4運送機関の鳩芸文は会寺土名の変更、5
忠邦内の旅行開始地たる空彗または旅行終了地たる空港の異なる懐の変更三、6本邦内と桑：邦列と
の問におけるt空行使の典は引便または糧由優への変更、7箔′自艶聞の確認又は名称の変更、8宿泊
機関の苔空の不重美巧　邑受（角または貝取の変更三、9ツアータイトル甲にぎ己■芸があった琴頂の変更
■その他
1上∈己の旅行代合は2013年7月10日の1翌翼　料金を王墓準としています．2当寺土はいかなる燭台
も旅行の胃宍花はいたしません。3こども代金は、旅行開始眉当日を基準に、）竃2才以上、12才
未満の方に迅用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、瑠2才未満で抗空座席を使用
しない万に適用します。4旅行契約の零巨囲【言、パンフレットに明示された晃穎空巷まこはヨ際摘
発帯地から出発～・周文‡の期間に限ります。

●燃油サーチャージとは、燃油に関連する原価水準の異常
な変動に対応するために、一定の開聞、一定の条件下に
限って航空貴社が吾関係国政府に申消し巨悪可を受ける、航
空券料金には含まれない付加的な運賃であり、金線は利用
航空会社、利用区間によって異なり、利用する旅行者すべて
に課せられます。
●旅行代金に燃油サーチャージは含まれています。旅行契
約成立後に、燃油サーチャージが増額居たは点節、廃止さ
れても、増取分の追徴ならびに廃止を含む三受容頁分の払い戻
しはございません。

旅券・査証について　　　　伯本馴合）
〔フランスの査証］不要。但し、パスポ」トの有効期限は　フラン
ス出国時3ケ月以上必要。また旅券の未使用至証積が見開き2
ページ以上必要。
［イタリアの査証］不要。但し、パスポートの有効期限はイタリア
出国時90日以上必要。
［スペインの蛮記］不要。但し、パスポートの有効閉園は帰国時ま
で有効なものが必要。また、浬航矧こ①往復航空券①渡航費用
証明書（現金・クレジットカード・TC等）③滞在目的を証明する
もの（観光±日程表やホテル予約証明書等）が必要。
［オランダの喜証］不要。但し、パスポートの有効開聞はオラン
ダ出国時3ケ月以上必要。また、旅券の未使用査証鞠が見開き2
ページ以上必要。
【ドイツの査証】不誓。但し、パスポートの有効期限がドイツのみ
濾抗の場合は、帰国時まで、他のシェンゲン協定加盟国も訪問
する場合は、ドイツ出国時3ケ月以上必要。また、旅券の未使用
歪証欄が1ページ以上必要。
【オーストリアの査証］不要。但し、パスポートの有効期限が帰国
時まで必要。
［ベルギーの書証］不要。但し、パスポートの有効期限が入国時3
ケ月十滞在日数以上必要凸また、旅券の未使用査証欄が連続3
ページ以上必要。
［チェコの査証】不要。但し、パスポートの有効開聞が入国時6ケ
月以上必要。また、旅券の未使用重言正機が2ページ以上必要。
［ノルウェーの空証】不要。但し．パスポートの有効期闇が滞在日
数以上必要。また、旅券の未使用査証筍が1ページ以上必要。
【デンマークの査証コ不要。但し、パスポートの有効朋隈がデン
マークのみ渡航の場合は、帰国時まで、他のシェンゲン協定加
盟国も訪問する場合は、シェンゲン協定加盟国出国時3ケ月以
上必要。また∴旅券の未使用雪江欄が1ページ以上必要。
【イギリスの査証］不要。但し、パスポートの有効期限が帰国時ま
で有効なものが必要。また出国用予約清航空券（乗寧券、乗船
券も可）、滞在費用証明（英文残高証明書．トラベラーズチェッ
ク等）が必要。

最上E己、イギリスを除きシェンゲン協定加盟国です。
★原則として、シェンゲン協定加盟国で乗り継いで目的地へ向か

う場合は、最初の到着空港での入国となり、その国の規定が適
用されます。（KLMオランダ航空利用コースではオランダの出
入亀にオランダ出国時3ケ月以上の有効期間が布るパスポート
が必要）

★外国籍の方は必ず大使館領事館へお客様自身でご確認下さい。

手　書∵純取り扱Llについて

●当社及び下記「販売店」儒記載の受託旅行業者は、旅行申
込の際に提出された申込書に言己載された個人情報について、
お客様との連結のために利用させていただくほか、お客様が
お申し込みいただいた旅行において運送・宿泊機関等の提供
するサービス手配及びそれらサービスの受領手続きに必要な
範囲内で利用させていただきます。その他（1）会社及び会社
と連携する企業の商品やその他、キャンペーンのご案内。（2）
旅行参方円後のご憲見やご感想の提供のお願い。（3）アンケー
トのお願い。（4）特典サービスの提供。（5）統計資料の作成。
にお客様の個人情報を利用させていただくことがおります。
●当社は旅行先でのお客様のショッピング等の便宜のため、当
社の保有するお客様の個人データをデューティーフリーシヨツ
パースなどの土産店に提供することがあります。この場合、お

客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名を、あら
かじめ電子的方法等で送付することによって提供いたします。

翫
旅行企画・実施

西　j旅行㈱
観光庁長官登録旅行業第579号

■剋■三品品㌶援浣忘霊宝誓芸3丁引6番26号

◎ポ⊃Ⅶ舎■金慧警宣誓呈直】書芸冨蓋慧≡慧
より安心してご旅行いただくためにも、ご旅行中
の病気や事絞　盗窪などに蔦えて、海外旅行保
険に必すご加入されることをおすすめします。

Vl81tWDrld〔amp8t叩

ホームページアドレス　http：／／www．nishitetsutraveL．jp／

お申し込み・お問合せは
（受託版元）

DJ・・HP（602

パンフレットNo73BMO3

旅行芙詫取扱管理者とは、お宮様の旅行を取り扱う営巣所での取引に間する1住宅です。この旅行契

約に開し、担当壱からの説明に＝不明な点があれば、ご退店なく上記の取扱哲理者にお訊ねください。


