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スケジュール

110‥30予定届岡発ケ

ホーチミンまたはハノイ乗継ケ

l夕刻また【掩lシ工ムリアップ着。着後、ホテルへ。

［亘画カンボジア料理
シエムリアップ泊□額田

115：40～16：45予馴福岡莞ケ

ソウル乗継ケ
122：15～22：40予引シ工ムリアップ着。

着後、ホテルへ。
シェムリアップ泊□□㊧

匡司ご希望の方はアンコールワットの夜明けを見学（※1）。

匡画四面仏が刻詞1た川イヨン寺院を流する
「世界道産アンコール串ム」とその周辺の還謝辞を観光。

左右にはナーガを引っ張り合う阿修羅と神様が導く◎南大門、54

碁もの四面仏が全て違う表情をもつ◎パイヨン寺院、◎象のテラ

ス、隠し子の寺院と呼ばれるヒンズー寺院◎パフーオンを見学。

巨太な力■ジュマ柚のキ屋的囁跡を覆引■タ0プロム遺跡」を観光。

巨大なガジュマルの根が遺跡を破壊しつつ、かつ、支えている、自

然のままの遺臥密林の中に埋もれた遺跡のイメージそのもの。

匡亘カンボジア風ヌードル「ウイティウ」とカンボジア料理

匡画アンコールワットL特記光

精密で美しいレリーフが続く回廊や、ヒンズーの神々が住む山を

かたどった中央詞堂など、まさに圧巻です。

［亘］アブサラダン完のショロとデけ一。シエムリアップ泊囲観相

匝司白日行動。★追加代金で選べるプランをご用意

【夕刻または夜l空港へ。

Ⅰ夕刻または夜lシ工ムリアップ発ケ

機中泊園観□

［空包カンボジア料理
123：15～23：40予定lシ工ムリアップ発ケ

機中泊重囲田

園ホーチミンまたはハノイ乗継ケ

匝≡重囲福岡着0解乱函□□
［：璽］ソウル乗継ケ

109＝15～†〇二50矧福掴着0解散0㊥□□

※5日間コースはシェムリアップでの終日自由行動日（朝会付き）が1日増えます。

日本発表時の 利用航空会社 �◇ベトナム航空　◇大韓航空またはアシアナ航空※指定はお受けできません 

出発日 �◇ベトナム航空［室亘画木土曜発［亘巨画日・火曜発 
◇大韓航空またはアシアナ航空毎日出発 

利用ホテル �旅行代金表をご覧下さい。 �食事 �巨頭朝食2回・昼食1回・夕食2回 

貢少催行人員 �2名　　　　極乗員1同行しませんが現地係員がお世話します 

※航空機、現地事情によりスケジュールレストランが変更になる場合があります。

※観光途中にシエムリアップではアンコールクッキーとお土産などの民芸
品店の2店へショッピングにご案内します。

※観光・送迎において、他のお客様と一緒になる場合があります。
※ベトナム航空利用の際のホーチミンまたはハノイ、大韓航空またはアシ
アナ航空利用の際のソウルでの乗り継ぎはお客様自身でお願いします。

（※1）天候によりご覧頂けない場合もあります机その場合でも返金等はございません。

選べるプラン3

陀測球壷蚕Ⅶ出発の2週間前までに

魯プラン2名様以上にてお申し込み下さい。

ルモー（トウクトウク）で巡る市内観

光とラツフルズでのハイティーブラ

選べるプラン4

密林に眠る遺跡へンメリア＆ アンコール郊外の
5大通跡の2つ、コ一一

＆ベンメリア観光プラ

ミ：壬シ＝ムリアップ出発日にはお受けできません。

（4日間コースには追加できません。）

○シ工ムリアップ中心より華で約3時間。

928年から16年間だけ三部だった、幻の都

がコーケ一。7段ピラミッド型の遺跡フラワー

トトムが次第に現れるさまは本当に感動的。

修復の手が入っておらず、通常のツアーでは

訪れないので、密林に取り残された幻想的な

遺跡をゆっくりと静かに見学できる。

※遺跡は現状登ることができません。
㌫まだ地雷撤去作業中の場所もあるので、整備；
た道以外は歩けません。現地係員の指示に従
ください。安全な観光場所のみにご案内します。

‾－　さ＿∴碧柚テ凡てノ′聖二‾

ソカ・アンコール・リゾート　　　　グランドソラックス・　　　　ル。メリディアン
アンコールリルス，リゾート＆スパ　　　　　アンコール

。ハ刷・ヒート仙トメント（6。慧慧讐慧崇讐誓慧慧慧慧慧
分）○アロマテラピーマッサージ（60
分）○スチームサウナ（約30分）　　　　ンチセット茨はコップ工）　　　　　拙さ二・招崩蔓せ扉メニユWのランチ
★ヘルシーランチ（メニュー一例）エビ　　○アロマテラピー・マッサージ（60分）、　　■メニュー（一別）

とフルーツのサラダ、海鮮ワンタン　　○フットリフレクソロジー（30分）、　　　　◇ボディスクラブ◇全身マッサージ
スープ、サーモンのフィレなど　　　　　　○エクスプレスフェイシャル（30分）　　　◇フェイシャル

●ホテル施設・宿泊サービス・特典の内容などについては変更になる場合があります。インフォメーション、アクティビティについては2013年6戸‖0日現在のものです。
●上記ホテルの各種スポーツアクティビティ・スパなどは情報提供であり、当社が収受するオプショナルツアーではありません。●ホ表紙の“ご案内とご注意”朋を必ずお読み下さい。
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†包
i完ンテアスレイ：芸他

アンコールトム
回●タ・プロム

夢番数選凝梅垣盈

描写芳アイ．スレイ

ここW

ンコールトム田ヨ囚

リュオス四日嵐

ンコール国立博物館

大人お1人／単位：円

旅行代金に燃油サーチャージは含まれています。

子供代金：10，000円引き　幼児代金（航空擾乱ベッドを利用しない2線未満のお手酢＝20，000円

スーペリアクラス

サエム・シェムリアップ

プリンス・ドゥ・アンコール

グランドソラックス■アンコールパレス
リゾート＆スパ

ソカ・アンコール

ル・メリディアン・アンコール

ご案内・ご注意

※上記旅行代金には空焉諸税は含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）とシ工ムリアップの空港税（大人2，600円、子供1．350円円）及びハノイの空港税（大人
1，650円、子供850円）またはホーチミンの空港税（大人2．050円、子供1，050円）、は日本出発前にお申込み店にてお支払い下さい。※上記旅行代金には燃油サーチャージが含まれ
ています。※延泊代金及びチェックアウトB／C追加代金は1部屋を2／3名様でご利用頂く場合のお1人様あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍額必要になります。
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11〇二30予定届岡発ケ

ホーチミンまたはハノイ乗継ケ
【夕刻または夜lシ工ムリアップ着。着後、ホテルへ。

圧亘カンボジア料理
シェムリアップ泊口陸〕瓜

＝540～16：45予酎福岡発ケ

ソウル乗継ケ

122：15～22：40予定lシェムリアップ着。

着後、ホテルへ。
シェムリアップ泊ロロ㊧

圧画四面仏が刻まれにバイヨン寺院を擁する
「世界遠産アンコ触ルトム」とその周辺の遺跡群を観光。

左右にはナーガを引っ張り合う阿修羅と神様が導く◎南大門、54基もの
四面仏が全て違う表情をもつ◎パイヨン寺院、◎象のテラス、隠し子の寺
院と呼ばれるヒンズー寺院◎パフーオンを見学。

巨大なガジュマルの根が追跡窄覆う「夕。プ臼ム遠路」を観光。

匡司カンボジア風ヌードル「クイティウ」と
カンボジア料理。

匡画アンコールワット遺跡観光（第3回廊にもご案内）
［：亘］アブサラダンスのショーとディナー。

シエムリアップ泊画園田

囲ご希望の方はアンコールウットの夜明けを見学（※1）。

匡司クメール美術の最高峰「パンテアイ。
スレイ追跡」を観光。

匡亘卜パラダイス・アンコールづィうで飲茶料理。
匡画アンコール国立博物館を見学。

日本語イヤホンガイド付き

東南アジア呂大の湖・トンレサッフ湖／＼　／

ボートに乗って湖を1時間ほど遊覧。水上で生活する人々の様子を見ることができます。

［至司フットマッサージ（約60分）でリフレッシュ

［麺］「カシーア」にて西洋料理。
［：憂］ご希望の方は、ナイトバザールまたはパーストリート散策

（約40分）へご案内　　　　　　　　　　　　シェムリアップ泊画観相

匡憂‖密林の中の遺跡「璃ンメリア遺跡」を見学。
蔦や否に覆われた密林の中にうっそうと庁む、アンコール7大遺跡のひとつ
に数えられる大型寺院で、アンコールワットと類似点が多く、「乗のアンコー
ルワット」とも呼ばれる。発見されたときの姿にもつとも近い形で残る遺跡。

［亘司ブッフ工のランチ

匡画アンコール遺跡群最古の遺跡「⊂】リュオス遺跡」を観光。
879年建設のn聖なる牛”という意味のヒンズー寺院○プリヤコ一、887年

建設のピラミッド型寺院○パコン、古いクメール文字がくっきり残る、893
年建設のヒンズー寺院〇日レイを見学。

アンコールクッキーへショッピングへ。隣のカフェ・プカフカで
マンゴーシェイク1杯付き。

詭瑚瑚碓噸欄醍

1夕刻または剰空港へ。

l夕刻または夜tシ工ムリアップ発ケ
機中泊園囲□

逗璽］カンボジア料理
123：ほ～23：40予定lシェムリアップ発ケ

機中泊重囲Ⅲ

園ホーチミンまたはハノイ乗継ケ
匝重囲福岡着。角牢凱　　　窃□□

［二証］ソウル乗継ケ
109＝か10＝50予定届岡着。解乱　宙□□

◇ベトナム航空　◇大韓航空またはアシアナ航空※指定はお受けできません

◇ベトナム航空匡萱回目・火曜発（匡司火・木・土曜莞）

◇大韓航空またはアシアナ航空　毎日出発

匝亘】朝食3回層食3回・夕食3回 旅行代金表をご覧下さい。

同行しませんが現地係員がお世話します

※航空機、現地事情によりスケジュール・レストランが変更になる場合があります。※網光途中にア
ンコールクッキーとお土産などの民芸品店へ2店の計3店ショッピングへご藁内します。
※観光・送迎において、他のお客様と一緒になる場合があります。※大韓航空またはアシアナ航空利

用の際のソウル、ベトナム航空利用の際ホーチミンまたはハノイでの乗り継ぎはお客様自身でお願
いします。（※1）天候によりご覧頂けない場合もありますが、その場合でも返金等はございません。

旅行代金に燃油サーチャージは含まれています。

大人お1人／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子供代金：3，000円引き　幼児代金相打空座臥へツを利用しない2厳宋君のお子様）＝20．000円

スーペリアクラス

サエム・シ工ムリアップ

プリンス・ドゥ・アンコール

グランドソラックス・アンコールパレス
リゾート＆スパ

ソカ・アンコール

ル・メリディアン・アンコール

※上記旅行代金には空港諸税は含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）とシェムリアップの空港税（大人2．600円、子供1．350円）及びソウル旅客サービス料
（1．900円）、は日本出発前にお申込み店にてお支払い下さい。※上記旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。※廷泊代金及びチェックアウトB／C追カ月代金は1部屋を2／3
名様でご利用頂く場合のお1人様あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍額必要になります。
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5 品 �t∋ 鼻 �スケジュール 

1 �1 �圧］三亘亘三重萱亘云］福岡発ナ（バンコク乗継）ケ ヒ麺画頭重］シェムリアップ着。着後、ホテルへ。　　シェリムアップ泊口鍵田 

2 �2 �匡司ご希望の方はアンコールワットの夜明けを見学（※1） 

匡司四面仏が刻劉1たバイヨン寺院を浣する「世界置屋 アンコールトム」と巨大なカジュマルの頂か罠師宣l■¶r 証う「タ0プロム遺跡」を観光。 ◎南大門、◎ノてイヨン寺院、◎象のテラス、◎バブーオンを見乳l■■艶 

匡憂カンボジア尽ヌードル「タイティウ」とカンボジア芋塁 

匡画世界遺産アンコールワット遺跡観光 

［亘］アブサラダン又のショ円とディナー。　　　　シェムリアップ泊園覿四 

3 �3 �匡司タメール芸術の忘高峰「バンテアイスレイ遺跡」を観光 

匿璽パラダイス・アンコ血ル。ヴィラで飲茶料理。 

匠画にUユオスの遺跡を観光。アンコールクッキーへショッピングへ。 
隣のカフェ・プカフカでマンゴーシェイク1杯付き。 

［至麺重囲シェムリアップ発す 

［選］バンコク着。着後ホテルへ　　　　　　　　　バンコク泊奥観□ 

＼ �4 �匿司自由行動。　　　　　　　　　　　　　　　バンコク泊函□□ 

4 �5 �匪司自由行臥　★観光プランをご用恵　　　　　　　　一．・．・．・．．．＿ 

★バンコクも満喫プラン　　　　　　　　　　　　　　．1日■■三日 

芸禦莞璃蒜）‘覿 
［重訂トムヤムタニ憾カニカ♭－などのタイ料理　】配適正Ea 　　　　　　　　　　　　　＿＿．．・．＿一一 

★世界遺産アユタヤ観光プラン　　　　　　　　　　　　lm■■≡1 

画せ芹二震アユナナこノじ′ハイン怒号吉光 
（◎パンパイン宮殿◎ワットヤイチヤイモンコン◎ワットプラマ 

馳　　　　選べるチェックアウト（A／C） 

［：豆］空港へ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　機中泊奥ロロ 

5 �6 �圧氾50～01：00予定バンコク発ケ匝車重］福岡着。解乱　　固ロロ 

日本発着時の �タイ国際航空 �出発日 �［萱亘巨直］毎日出発 

食事 �匡亘画朝食3回眉食2回・夕食2回　直亘画朝食4回・昼食2回・夕食2回 

利用ホテル �旅行代金表をご覧下さい。（バンコク：スタンダードクラス＝バンコクパレス、ツインタワーのいずれか ／ご希望・指定はお受けできません。） 

添乗員 �同行しませんが現地係員がお世話します �最少催行人員 �2名（追加プランも2名） 

、‾k i ト∵り ∈ ��スケジュール 

5 品 �8 品 

1 �1 �ロ亘璽∃璽］福岡発ケ（ホーチミンまたはハノイ乗継）ケ ［童画童画童画シェムリアップ着。着後、ホテルへ。　　シェリムアップ泊□額田 

2 �2 �匡璽ご希望の方はアンコールワットの夜明けを見学（※1） 

団四面仏が刻まれたパイヨン寺院を擁する「世界遺産アンコールトム」と 
巨大なガジュマルの根が遺跡を覆う「夕・プロム遺跡」を観光。 

◎南大門、◎パイヨン寺院、◎象のテラス、◎パフーオンを見学。 

匡要カンボジア風ヌードル「タイティウ」とカンボジア料理 

匡圏世界道産アンコールワット遺跡観光 

［亘］アブサラダン誌のショーとディナー。　　　　シェムリアップ泊圏園田 

3 �3 �匡司クメール芸術の最高峰「ハンデアイスレイ遺跡」を観光 

［：壷］ホーチミン着。着後ホテルへ　　　　　　　ホーチミン泊画囲□ 

4 �匪司自由行動。　　　　　　　　　　　　　　ホーチミン泊画D□ 

4 �5 �匪亘順由行動0★観光プランをご用憲　　　　．†應 

★ホーチミンも満喫プラン 
［享壷］ホーチミン市内観光とショッピング。（○欝卜会堂0中洲0サイコ淵唸○ペンタイ瀾） 

［重訂パインセ才や生春巻きなどのベトナム料理 

冤芸完す。●匂朗i・．還≡‾Iき 
画工レフアントフィッシュやフルーツなど　　　　　　■■■rL 

［重要ニッコーサイゴンでブッフ工の夕食　　　　　　　藍慧山と・ 

選へるチェックアウト（A／C） 

［：直］空港へ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　機中泊囲□□ 

5 �6 �匝垂］ホーチミン発ケ匝車重］福岡着。解散。　　顔ロロ 

日本発蕎時の 利用航空会社 �ベトナム航空 �出発日 �［亘亘画日曜発匝亘司火土曜発 

食事 �蜃亘画朝食3回・昼食2回・夕食2回　直亘画朝食4回・昼食2回・夕食2回 

利用ホテル �旅行代金表をご覧下さい。 �最少慣行人員 �2名（追加プランも2名） 

添乗員 �同行しませんが現地係員がお世話します 

2コース共通
ご案内ご注意

※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。 ※観光・送迎において、他のお客様と一緒になる場合があります。（※り天候によりご覧頂けない場合もありますが、その場

合でも返金等はございません。（※2）バンコク観光において、王宮・エメラルド寺院が王室行事等で観光できない場合は、代替として大理石寺院を観光します。

勘寄掛かデ′妄三三∈二至純卜沖を妬妄′烹‡才か嚇樹　互サ噂振掬蜜碑をト　鹿銅鉱法益l旅行代金に燃油サーチャージは含まれています。　産由副施与′一多）＝・Ⅲ ������������������������������ �シエムリ777 廷泊代金 （削付き） ��バンコク 絹代主 （削付き） �≡て‾■ ≡l 

大人お1人／単位：円 �基本のチェックアウトAの場合　　　　　　子供代金：3，00 ���������������円等 �き、幼児代金（航空医療＆ヘッドを利用しない2療禾溝のお子様）＝22，00 ���������円 �1人邸屋 追加代金 ��チェック アウトC 追加代金 

ホテル（シ工ムリアップ／バンコク） ��コースコード �8割 �A �8 ���C ����D ��E ���F ��＿与 �佃 � �� �� 

スーペリアクラス ／スタンダードクラス ��VT51く81 �5 �134一800 �138． ��00 � �38． ��00 �143．800 ��152．800 ���152．800 ��1°3．800 �15°．800 �159．800 ��203．800 ��212． �00 �13，000 ��5．000 ��4′0・∞ ��5′∞0 �土・日曜 持田 3，000 

VT引用1 �6 �139．800 �143． ��00 � �43， ��00 �148．800 ��157－800 ���157．800 ��168．800 �181－800 �184．800 ��208．800 ��217． �00 �18 �，000 

ソカ・アンコール ／ウェステイングランデ・スクンヴィット ��VT5K82 �5 �152－800 �158． ��00 � �5°． ��00 �1°1，800 ��183，800 ���170．800 ��194．800 �174．800 �190．800 ��23人800 ��243 �00 �29′000 ��11．000 ��9′000 ��11，m 

VT　K陀 �6 �柑3′800 �167′ ��00 � �87． ��00 �172′800 �� �94′800 ��181′800 ��205．800 �185．800 �201，800 ��245．800 ��254 �00 �40，000 

萱＿断熱蘭第㌢ン卦寧1㌢予サ瀬島諒㌧ニ・二号′・貰，邑ノ写・こ・格闘繊‘互 �������ヰ匿 ��り緑 ��掩碩怖梼－　fj ����津南穐き養」旅行代金に燃油サーチャージは含まれています。Ij童轟亘 �����������施藻＝・萎′一二■摺 ����l ��l－　ミヽ �� 

大人お1人／単位：円 �基本のチェックアウトAの場合　　　子供代金：10，000円引き、幼児代金（航空座席＆ベッドを利用しない2歳未満のお子様）＝20，000円 �������������������������1人部屋 追加代金 ��チェックアウトC 追加代金 ��廷 傭 �泊代金 鮒き） �（ �廷泊代主 観食付き） �≡l 

ホテル（シェムリアップ／ホーチミン） ��コースコード �日数 �A ��8 ����‾C ���D ���E ��F ��G �� �� 

スーペリアクラス ／スタンダードクラス ��VV51くSl �5 �129．800 ��145．800 ����148．800 ���132．800 ���138．800 ��148．800 ��156．800 ��179．800 ��196．800 ��14′000 ��4．000 ��」′000 ��4．000 ��1／2・4・5 描箔 ‘′000 

VV‘KSl �6 �133．800 ��149．800 ����150′800 ���136．800 ���140．800 ��152．800 ��180．800 ��183．800 ��200．800 ��18．000 

ソカ・アンコール ／ニッコーサイコン ��VVSKS2 �5 �147．800 ��185．800 ����184． ��800 �150′800 ���154．800 ��188．800 ��189－800 ��199．800 ��229．800 ��32．000 ��9′000 ��11′000 ��9′000 

VV‘KS2 �6 �158．800 ��174′800 ����173， ��800 �159．800 ���183′800 ��175′800 ��198′800 ��208′800 ��238′800 ��39．000 

※上記旅行代金には空港諸税は含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）とシェムリアップの空港税（2，600円）及び、「＆バンコクコース」はバンコクの空港税 

（2，350円）、「＆ホーチミンコース」 ������まホーチミンの空港税（大人2．050円、子供1，050円）を日本出発前にお申込み店にてお支払い下さい。※上記旅行代金には燃油サーチャー 

ジが含まれています。※延泊代金及びチェックアウトC追加代金は1部屋を2／3名様でご利用頂く場合のお1人様あたりの代金です。1人部屋利用の場合は倍額必要になります。 

※1月31日は旧正月です。

21整調汐と已汐一；完禁芳諾監宗男2票警黒岩諾害悪表芸要望雷ア豊蒜法話芳㌶益詔三富完盲Zと苫霊宝欝き㍊冒翌悪霊需品ぉ閻み，紬
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此V如、amAi輔。S…琵窪田

スケジュール

漉vie〔namAir竜壷r－eS

い0嘲福岡発叫1300予定1ハノイ着。着後、ホテルへ。

［二重］ハメイの伝統芸能・水上人形矧こご案内。

垂「ボルテ1タンナム」にてベトナム料退

ハノイ泊□額田

直す世界遺産ハロン湾剖♭一課鴨。
ハノイから車で約3時間で世界遺産ハロン湾へ。クルーズ途中に，
「天宮洞」と呼ばれる○緩乳洞を見学します。

画船上にてシロフード料理。
巨垂］フレンチヴィラのレストラン「牙ウラックハウス」

にてベトナム料理。　　　　　　　ハノイ泊画固田

匡画ハノイ市内観光へ。
○ホーチミン廟〇一桂等○文鳥○ホアンキエム湖○玉山詞を見学。

匡司約150年前の寺院を改装したレストラン「カイス・ブラザーズ」
にて璃卜づ‾ム料理のブッフ工。

l午後または夕刻lハノイ発す

l夕刻または夜lシェムリアップ着。着後、ホテルへ。　　　シェムリアップ泊盛観田

匡画四面仏が刻謀れたパイヨン苛院を擁する「世界道産アンコールトム」と
巨太なガジュ∇柚の根が這跡を覆う「タ・プロム遺跡」を観光。

◎南大門、◎パイヨン寺院、◎象のテラス、◎パブーオンを見学。

匡司カンボジア風ヌRドJ軒タイティ別とカンボジア料理　苧

匝画アンコールワット追跡観光

［：垂］アブサラダンスのショーとディナ覇。
シェムリアップ泊囲囲田

匝画ご希望の方はアンコールワットの夜明けを見学（※1）。

恒垂］タメール善部拓の最高腔
「パンチアイ。罠レイ道跡」を観光。

直垂］パラダイス。アンコ甲ル。ヴィラにて飲茶料理。

匝画オールドマーケットへご案内。その後、
頁南アジア還太の湖Dトンレ甘ップ湖恥。

⑤保田卓也

ポートに乗って湖を1時間ほど遊覧。水上で生活する人々の様子を見ることができます。

ホテルは18：00頃までご利用頂けます。

l夕亥ほたは刺空港へ。㈱シェムリアップ発ケ　　　機中泊盛観□

わ0別予定1ホーチミン発す㈱福岡着。解乳　　　　酪□□

日本発着時の 利用航空会社 �ベトナム航空 �出発日 �固火土曜発 

利用ホテル �旅行代金表をご覧下さい。 �食事 �朝食4回・昼食4回・夕食4回 

最少催行人員 �2名 �添乗員 �同行しませんが現地係員がお世話します 

※航空機、現地事情によりスケジュール・レストランが変更になる場合があります。
※観光・送迎において、他のお客様と一毒創こなる場合があります。
浜ホーチミンでの乗継ぎはお客様自身で行っていただきます。
※ハノイ・ホーチミン及びシエムリアップ観光時に、総合民芸品店へショッピングに各1店ご案

内します。
（※1）天候によりご覧頂けない場合もありますが、その場合でも返金等はございません。

い0嘲福岡発叫13溺予定lホーチミン着後、国内線へ乗り継いでケ
ヤク刻または夜】タナン着。着後、ホテルへ（約1時間）。タナンまたはホイアン泊□密閉

巨頭］ホイアン発寧串クエン王朝の都・フ工へ（約3時間）
匝画世界遺産フエ観光布。

ベトナム最後の王朝クエン朝の古都。旧市街の中心にある○旧王

宮、フ工のシンボルリし角形で7層の塔がある○ティエンムー等、活

［童画シーフード料乱　　　ダナンまたはホイアン泊函観田

匡画世界道産三一ソン這跡を観光。
2～15世紀にベトナム中南部で栄えたチャンパ王国の聖地に残る
遺跡。周囲を山々に囲まれたジャングルの中にレンガ造りの遺跡が
点在する。

匝画Fiてイアン名物ホワイトローズ桝コすうウなど。

匝画世界道産ホイアン観光。
かつて日本人町もあったノスタルジックな町を観光します。シクロ
＆徒歩にて○ホイアン歴史博物館○タンキーの家、日本人が架け
たとされる屋根付き橋○栗違磯を観光。

l夕刻または夜lダナン発ケ［二重］ハノイ着。着後、ホテルへ。
ハノイ泊画園田

直す世界遺産ハロン湾クルーズへ。直垂］船上にてシ皿フ一軍摺。
［：亘］ハノイの伝統芸能・水上人形劇にご案内。
匝萄「オウラックハウス」にてハノイ名物ブンチャー、矧ブ春巻きなど　ハノイ泊函観相

匝画ハノイ市内観光へ。○ホーチミン■〇一柱等○文■○ホアンキエム湖0玉山司を見乳

垣或約150年前の寺院を改装したレストラン
「カイス・ブラザーズ」にてベトナム料理のブッフ工。

㈱ハノイ発ケl夕刻または夜lシェムリアップ着。着後、ホテルへ。
［夏蚕アジア料理。　　　　　　　　　　　　　　シェムリアップ泊盛観m

匡画四面仏が刻まれたパイヨン寺院を拓する「世界遺産アンコールトム」と
巨大なガジュマルの根が遺跡を覆う「夕・プロム這跡」を観光。

匡垂］カンボジア風ヌードル「クイティウ」とカンボジア料理
匝画アンコールワット遺跡観光［：亘］アブ■ヴラダンスのショーとディナー。

シェムリアップ泊園固田

匡画ご希望の方はアンコールワットの夜明けを見学（※1）。

圏クメール柔術の最高瞳「バンテアイ。スレイ遺跡」を観光。
直垂］パラダイス。アンコールpヴィラにて飲茶料理。

匡画オールドマーケットへご案内。その後、無闇アジア最大の掛トンレサップ湖へ。

ホテルは18ニ00頃までご利用頂けます。

㈱ま夜l空港へ。㈱シェムリアップ発ケ　　　機中泊重囲□

桓020予定lホーチミン発ケ桓730予定l福岡着。解乱　　　　　　窃□D

日本発着時の 利用航空会社 �ベトナム航空 ���出発日l［垂可木日曜発 

利用ホテル � �1　　　　ダナンまたはホイアン ���ハノイ �シエムリアップ】 A � �� � 
（17ページ） 

B � �� �ソカ・アンコールリゾートl 

食事 �朝食6匡卜昼食6回・夕食6回 ���最少催行人員l2名 

添乗員 �同行しませんが現地係員がお世話します 

鷹茶壷蓮華寺′ヨ・竿私学や軒数 ��穐勒主′廃語瑚しこ瀦灘番　数縮得媛逐日旅行代金に防由サーチャージは含まれていますol　　　　　　　　　　靂鶏橿極地・主‥ずニー担‾・ 

大人お1人／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子供代金＝10．000円引き　幼児代金（航空座臥ヘッドを利用しない2歳未満のお子様〉＝20・000円 ��������������1人部屋 追加代金 �二　二二　■ 

ホテノ �レ（シエムリアップ／ハノイ） �コースコード �日数 �A ��8 �C �D �E �F �G �・一一一遇1－　－－ �】■■■■■ ��≡　1 

スーペリアクラス／スタンダードクラス ��VV6KAl �6 �159′800 ��178′800 �17乙800 �－ �18乙800 �179′800 �18乙800 �210，800 �22ス800 �18．000 �1／2・4・5 鰐肩 6．000 

ソカ・アンコール／ニッコーリ＼ノイ ��VV6KA2 �6 � �83′800 �201，800 �200，800 �－ �205′800 �202．800 �225′800 �248′800 �285′800 �42．000 

ヰ榛・ラ �．＆＿巣極．妄′讃．主′賢一澱読＿；！ �蓮だ櫨絹錆爛 ���闘鋤は漆l旅行代金に燃油サーチャージは含まれていますol　　　　　　　　　　　　　　　　　ぎ素量蔦要旨舶・■主■ず〒 �����������【∃ 

大人お1人／単位：円　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子供代金：10，000円引き　幼児代金（航空座臥ベッドを利用しない2歳未満のお子様）＝20．000円 ��������������1人部屋 追加代金 � � 

ホテル（ハノイ／シェムリアップ） ��コースコード �日数 �A ��B �C �D �E �F �6＿＿ �弼　　一ll 

スタンダードクラス／スーペリアクラス ��VV8KAl �8 �199．800 ��215′800 �218－800 �202．800 �208′800 �218．800 �228′800 �249′800 �288一800 �25．000 �1／も岩■5 6．000 

ニッコーハノイ／ソカアンコール ��VV8KA到8 ��222．800 ��238．800 �239．800 �225．800 �244．800 �241．800 �284．800 �28乙800 �304．800 �58，000 

ご案内・ご注意 ��※上記旅行代金には空港諸税は含みません。福岡空港施設使用料（大人945円、子供472円）とシェムリアップの空港税（大人2．600円、子供1．350円）及び、ハノイの空港税 （大人1．650円、子供850円）またはホーチミンの空港税（大人2．050円、子供1，050円） ��������、ま日本出発前 �こお申込み店 �こてお支払い下さい。 
※上記旅行代金には燃油サーチャージが含まれています。 

2013年10声∃

ぺトナ血艇綱用8

※各コースの出発曜日に

ご注意下さい。

※1月31日は旧正月です。

●ホテル施繚・宿泊サービス特典の内容などについては変更になる場合があります。インフォメーション、アクティビティについては2013年6月10日現在のものです0
0上記ホテルの魯和スポーツアクティビティ・スパなどは昭司提供であり、当社が収受するオプショナルツアーではありません。◎幻表紙のて寮内とご注琶”閏を必ずお読み下さい。
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lご案内とご注意l霊書浣禁諷、。

〈お部屋のベッドタイプについて〉
2人用のお部屋には、ベッドが2台の「ツインベッドルーム」とキン
グサイズまたはクイーンサイズの大型ベッド1台の「ダブルベッド
ルーム」の2橿将があります‾。また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、時矧こよってはそれ以外のお客様

もrダブルベッドルームjとなる場合があります。また「ツインベッ
ドルーム」の場合、2つのベッドが織れていない防塵や、2つのベッ

ドサイズ、胴が異なる拓屋が含まれます。

く3名機で1部屋（トリプル）ご利用の場合〉
2人缶屋に簡易ベッドを入れ、3名機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場合がありますので．
予めご了承下さい。その際は2人鯵屋と1人鄭屋（追加代金必翠）
をご利用いただきます。なお、トリプル割引はありません。また、ホ
テルの都合により、トリプルでのご利用ができない場合がありま
すのでご辞琵下さい。

〈お1人または奇取人数でご参加の場合〉
他の方との帽証屋はお受けできません。お部屋をお1人で利用す
る場合は1人蓼屋追加代金が必要となります。1人節屋は原則と
してワンベッドルームとなるため、2人部屋より狭い部屋になるこ
とがあります。また、1人酪屋の使用はホテルに登録された本人以

外は訟められません。また、現地での2人部屋への変更も芦匿めら
れない場合があります。

〈眺望について〉
特に明孟己のない障り．お母屋の眺望及び階数は指定していませ
ん。各ホテル紹介ページに配艦のお部屋カテゴリー名称は、ホテ

ル側が名付けたカテコリー名称を霊己覿しています。眺望によりカ
テコリー分顆されているⅦ合もありますが、ホテルの立地状況、
創業年数、周一託の環境の変化、ご調」用階数などにより、眺望の範囲
や兼職に差異がある場合があります。例えばオーシャンビューで
もベランダから眺めたとき■ヤシの木■や“建物の改装■などで眺望

が多少遮られたり、ラクーンやハーバー越に渇が見えることがあ

ります。また、敷地が広いため海が近くに見えない場合や景観に
差興がある場合もあります。

くその他ホテルについて〉
●ホテルの混嬢具合によってはチェックインに時間がかかる場合

があります。地域により個人チェックインと同様にホテル所定の

宿泊カードへの配人が必要な場合があります。また、l玉際t話
やお部屋のミニバー用として国等クレジットカードまたは現金
でのデポジットを講求されることがあります。

●グループ、ご家族参加で2鈴屋以上をご利用いただく場合、一
股的にホテルの受け入れ事情により、お隣りやお近く、また同じ
階故のお産屋をご用意するのが困難な場合がありますので予
めご了承くた≡さい。

●同じコースでご旅行をしていただいている場合でも、ホテルに
よっては全グループのお客様に同じタイプのお部屋をご提供で
きない場合があります。お部屋割についてはできる照り公平に
行っています。

くホテルのPOINTについて〉
●ホテルのPOINTはホテルから提供されるサービス詩興であ

り、ホテル別の古市合により予告なく変更・中止される場合があり
ます。お客様のこ郡合により利用されない場合の返金はござい
ません色またホテル側より提供がない場合は、現地係員または
ホテルスタッフにお申し出下さい。ごり吊国後の提供返金は一切
できませんので予めこ了承下さいn

U　‾j□「一　一E　］■】Ⅷ

く飛行機の移動について〉
●告日程表内に配虹の航空機発雷時間及び便名は2013年7月1

日を基準としています。あらかじめ債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。また発濃時刻【さ、目安です。確定朱鷺時間および便名は

旅行出発盲引こお濃しする「最終旅行日程表」にてご確認ください。

●出発／帰国便および各国間の移動においては衆継便となる場合が
あります。また、その場合、出発／帰着時間が変更になることがあり
ます。いずれの場合も旅行代金の変更はありません。

●運輸機l野の遅延不適・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モ目的地滞在時間の短縮及び頓
光箇所の変更、解除などが生じる場合もあります。このような場合

■任は負いかねますが、当寄】日程に従った旅行サービスが受けら

れるよう手6己努力いたします。

●現地空港での出血書童後等ハッピーツアーの現地係員がお客機
のお手伝いをできない場所で、航空息の発雷時間の変更や利用
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手す。原則的に通園後の対応
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。
●航空株の座席配列や空港での個人チェックイン化に伴い、グルー

プ、カップルの方でも騙り合わせにならない場合があります。例え

ば遇錨を挟んだ座席、前後の座席また【ま＃れた座席となる句会が

あります。Yクラス（エコノミークラス）席2利用のお客様は、窓側／

脚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、J抗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」覇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、別途事給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・他のコースのお客一膝

と同じハスで観光、空讃～ホテル間の送迎を行います‾。このた
め数カ所のホテルに立ち寄り．時間が必要となる場合や空港な
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事情により．移動の所要時間が大槻に変更
になる場合がありますので、予めご了承ください。

新和＿　　　目　　　　　＝】］　口

●主要な郡市の市内観光ショッピング箇所については、日程表内
または日程表掲載ページ内にてご案内しています。

●予定時間を匿己載している市内横光などは、特にご案内している
Ⅶ合を隙きホテル出発から帰篇までを表し許す。なお．出発・帰
ガの予定時刻はご利用ホテルや交通事Ilにより変更となる場
合があります。

●施設の休館、そのほか現地の宗教的な暮憎や天候等により観
光箇所の変更または実施日が安平になる場合があり宋す。それ
により自由行動時間などに影■のでることもありますのでご了
承ください。また、交通渋滞により、移勤や観光の予定時刻が大
l弓に変更になる場合がありますので、予めご了承ください。

●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。

●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、各コースご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
ンの食事が構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科を差し引いて雇殊を払い戻し致し
ます‾。

●スケジュール等の事偶により、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】賃く場合、畷食はホテルではなく、お弁当や空港内レストラン
などでの嘲食となる場合があります。

●アジアのレストランでは、日程表中に指定星己載されたレストラン
でも、クリスマス正月旧正月ハリラヤ・二ユどの期間や現地の
宗教上の理由により、予告なしに休業となる場合があります。こ
の場合、ご利用予定日が変わったり、また、他のレストランや他
のメニューに変更となり課す。

」′≡］■】Ⅷl■

●男即也係員は現地にて旅行を円滑に実施するために、空港・1択・ホ
テルでの送迎、移動、1毘光、オプショナルツアーのご菓内を行い
ます。これらの賽瀾以外の日程表上の自由行動時、ホテル滞在
時には1系員はありません。また、列車、航空機により移動の梓も
原則として同行いたしません。

●硯地係員は日本眉を昆しますが、日本人とは事弔りません。また
一部コースにおいて、別途孟己！覿されているものは英茫係員がご

茶内します。
●途中、乗継ぎ空題では現地係員のご案内はありません。お客様

ご白身で象継ぎ手続きをしていただきます。また、一部の空譜
では搭乗券をお持ちのお客一躍しか入場できません。従ってこれ
らの空酒では．お客様ご白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。

●‖］正月、ハリラヤなど一蓼の祝祭日では、地元のレストラン、
ショッピング店や市場などが閉店となり、お買物がお楽しみいた
だけない場合があります。観光客向けのお土産物屋ねことは働
いているq合が多いですが、予めご了承ください。

●お客様の便宜をはかるため、t受光中・送迎中にお土産岳にご案
内することがあります。当社では、お店の選定には、万全を期し
ておりますが、l幕人の際には、お客様ご自身の責任でご購入く
ださい。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いはいたしか
ねます‾のでトラブルが生じないように商品の確認およびレシー
トの受け取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しがある
場合は、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用意いただ
き、その手続きは、お土産店空湾において手続き方法をご確招
のうえ、お客二様ご自身の責任で行ってください。ワシントン条約
又はlヨ内緒法令により日本へ持ち込みが禁止されている品物
がございますので、ご」■人には充分ご注意ください。

じ現竜は拒．．甲　　田
●加抗先日刃蜜たは地球）によってはr外剛等、四・地域

の潮こ闘する情報が出されている場合があります。お申し込み
の際に販売店にご確臨ください。また、外潮雀海外安全ホーム
ページなどでもご確認くださしも

（URLhttpノ／切仙WanZenrrdgoIp／）（海外安全相】隣センタT

TELO3・550ト8162FAXサービス0570－023300）

紋山鎚′　‾ほF一・］　山

●酬生状況については「■生労■省海外渡航苔のための感染症債
権ホームページ」（http／／wwwbr廿lgO」p／）でこ確認ください。

●渡航先の国々（または地域）によっては、その四の法律などによ
り渡航者個人に対して空港税等（出入国税、空港施設便用料、
摘緒料など）の支払いが教務づけられています‾。

●複数の四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便の
経由する空雇や昂や都市の巡り万によってその合害十が異なる
ことがあります。

●旅行代金には空；葛税等ほ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鶉翔付けられているものま
た、福岡国際空港施設便用科（おとな945円、ことも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、この他に現地にて下表現員■記載の
通貨にてお支払いいただく空港税等もあります。税鋼などの詳
紙は各コース毎に明記しております。

●日本円換井絆は、下言己の泰に定めるところによります。（参考換事
レート／2013年7月8日現在三井棄京UFJ銀行Selllngレート

調べ（USドル除く）。5⊂〉円単位切上げ）。大幅な為騎変動が生じた
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、徴収舞が密王
になる場合が裾ります。

猥下記日本円換算目安凛は2013年7月8日現在レートによります。

1タイパーツ＝331円、1USドル＝10235円

■お申し込みの旅行職級店でお支払いいただく空港税辱

（）内は子供料金、特に記載のない場合は、大人子供同額、幼児不要

声　名 �税宛名輪 � �＿．＿＿艶．わ 

日　本 �空讃 矩竣使用料 �福岡 聖賢給出発 �945円（472円） 

＿　胃‾‾名 �税の名称 �対　■ �嶺∴雷 �劉棚書 

タ　イ �旅客 サービス料 �バンコク 国際鴇出発 �700 タイパーツ �2．350円 

（サ臓鋸 �100 タイパーツ �350円 

ベトナム �空老視 �ホーチミン 国幹親出発 �20USドル （10USドル） �2．058円 （1．050円） 
ハノイ 【際親出発 �16USドル （8USドル） �1，650円 （850円） 

カンボジア �空フ営税 �臨恥■出発 �25USドル （13USドル） �2．600円 （1．350円） 

韓　国 �旅客 サービス料 �昆陽　累乗醒時 �10．000 ウォン �1．900円 

（2013年788日現在の税額）

：：［コ　印⊂コ出回岬二二・・

●燃油サーチャージとは、燃油に開運する原価水準の興常な変
勤に対応するために、一定の斯間、一定の条件下に蔓弔って航空
各社が魯関係国政府に申韻し認可を受ける、航空券料金には
含まれない付加的な運縄であり、金辞は利用航空会社、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。
ハッピーツアーでは、航空会社に代わりご参加の皆様から収受
いたしておりますので、ご架問ならびにお問い合せは、直接当
該航空会髄へお願いいたします。

●旅行代金に燃油サーチャージは含まれておりません。各コース
ページに夏己載されている燃油サーチャージ金閣は、雷己載日に

おける目安金顔となります。空港税等と合わせてお申し込み
の販売店に日本円でお支払いください。なお、ご出発盲引こご利
用のl抗空会社において燃油サーチャージの新設・増組が招可
された場合は、航空会社に代わりご参加の皆様から追加で収
受させていただきます。また：、廃止・減額された場合は差額分
をご返金いたしますので予めご7ネください。

占蛋三吉i甫11日声1■F l托】D怜
tタイの岨不乳但し、パスポートの青郷はタイ入国時6ケ月以上必要。

【ベトナムの査証］不要。任ル、パスポートの有効間はベトナム出国時3ケ月

以上必要。また、入電矧こ∈チケットの提示が必要となっておりますので、お客

様自身にてチケットをお持ち下さい。

【カンボジアの査証［l必要。パスポートの有効期促はカンボジア入匹時6ヶ月

以上踵。（湖は2ページをご覧下さい）
★外匹藷の方は必ず大使館領事館へお客様自身でご眼下さい。

古人引静の印しり軋lについて
●当社及び下責訂販売店」襖記載の受託旅行業者は、旅行申込の矧こ

提出された申込書に喜己粧された個人爛報について、お客様との連
縞のために利用させていただく【まか、お客様がお申し込みいただ
いた旅行において運送・宿泊機隋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（り会社及び会社と卿する企業の商品やその他、
事やンペーンのご案内。（2）旅行参加後のご意見やご感想の提供

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）

統計黄料の作成。にお客様の個人儒報を利用させていただくこと
があります。

●当社は旅行先でのお客様のシヨツピンク等の便宜のため、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。

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故・盗難などに
備えて、海外旅行保険に必ずご加入されることをおすすめします。

■コースの食事　彊＝機内食　厘＝朝食　画＝昼食　m＝夕食　⊂＝食事なし暮時間帯の目安（移勤の発雷時刻）

諾！票濫崇諾誓下川光。軋臥い」．光　　～‘品F㌔「㌫「一品】1品筒1箭瀾鼎椚宇PMづいていけ・

讐璽碧喜　田監イ禦篭髭だ乱し　　⑳琵琶憲穣蒜蒜言嘉恥課題富ご謡謝′Cクラス）
道三一組巧拙押掛コします　園追加一望て廷肋ヲ姑にな。m　。，車，二十∴′▲……け1，，”ト　1．・・、　一

笹腰禦禁禦盟禦す0　㊨忌歪讐票冨讐要撃警が　ホテル＆お髄の鮒のご糾柵について；三雲二諾㌍諾認黒諾品場合が踊す，

●この旅行は西鉄旅行株式会社（紹同市中央区華院3丁目16番26号　観光庁長田登場旅行業第
579弓）（以下「当社」といいます）が企画課…施する旅行で、ご参加いただくお客機は当社と募集型企

画旅行英が】（以下、「旅行興的」という）を締結することになります。旅行契的の内留条件はパンフレッ
トによる他、別途お渡しする鑑定t面（最終臨行日程褒）及び観光庁l沼可による当寺土旅行業約款（旅行
葬呈約の謬）によります。取引条件説明書面および契約■面の一詳（以下、旅行条件書といいまつ‾）は旅
行契約締鰯の照、必ずお受lブとりください。
●ここに記載のない事項は当社旅行業的軟く旅行契約の謬）によります。
■旅行のお申し込み
1当‡土所定の旅行申込書に所定事項を∈己入しお申込金を添えてお申し込みいただきます。お申込金

2当社は電話琴によこる旅行契約の予的申込を受付けます。この場合、当覆土が予約申込を承諾した白の
翌日から近事して3日以内に申込書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
の蛭出と申込金の支払がなされない場合当初二は申込がなかったものとして取り扱います。
1■旅行要！約の成立時期

旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第1項の申込金を受領した時に成立するものとします。
t確定書面（最終日事呈蛮）のお渡し
当社lま、お客様に集合時刻場所、利用；■送畿開、宿〉自嘲琴に間する確定情報をl己載した最終日量蕃≡
をl堅くとも旅行開始日の罰日までにお渡しします。（原則として旅行開始日の2週間前・～7日前にお渡
しするよう努力します）
■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、申込金、取消科、違約料、変更補償金の計算基準となる旅行代金の
ことで、募集広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として蛮示し
た金敷」マイナス「割引き代金として蛮示した金瓢」をいいます。
2旅行代金は旅行開始日の前日から起暮して遡って21日目に当たる日より駅に全疲お支払いいただ
きます。旅行開始日の前日から起■して遡って21自白に当たる白以降にお申込みの場合は、旅行開
始日前の当事土が指プ宣する期日までに全軒お支払いいただきます。
■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した航空苫】■及び船舶i秩）塁】■翼等、旅行日キヨに明示LJと送迎バスなどの料金。（この
】事賃料金には、運送絶間の課す付加】更策料≡丑（原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期
間及び一定の免停下に限りあらゆる旅行著に一律に課されるものに限ります。以下同様とします。を
含みません。）旅行日I芸に明示した相光等に使用するパス料金、ガイド料金、入場料重野。宿泊料金、税、
サービス料（二人組恵をお二人様での使用が基準）、食零料金、税、サービス料。匝】1本行動中のチップ。
漂乗員付コースの澄黒鼠の同行十用。日月聖薮に含む旨を明示した溝外の空濯税および空港服役使用
料、なおこれらの箱兼用はお客様のこ打合により一部罰」用されなくても払い戻しは空しません。
■旅行代金に含まれないもの
含まない旨を明示した旅行日程中必要な〉毎外の空讃税等及び空ラ彗施己廷使用料、日本国内の空包是設
使用料、ntt繁1’三mの托す村瀬闇摂津円浦サーチャージ）料金、超過手荷物料金、クリ一二ンク代、電話

電1詫料、ホテルのボーイメイドへのチップ、その他iB頚】欧金等個人的性賞の描土用及びそれに伴う税、
ちトービス料。渡航手続き諸費用、オプショナルツアー等の代金。国内タlにおける傷害疾病に間帽‾る医

療】■。日本国内の空冠漣盲淀使用料、日本国内におけるこ自宅から空浩発着までの交通1宿）自■、羽
田伊丹経由となった場合の羽由・一成［ヨ及び伊丹・一間空の地上交通事。日本国内で前）白後泊が必要
な場合の軍容泊暮。白本皿内観予約がとれない唱合や天候等で止むを得ず他の交通1■閑をこ利用いた
だく囁合の地上交通責。
t旅行契約の解除取消科
1お客様はいつでも次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群隙することがで

きます。但し、特定日と特定日以外で取消料が異なる場合がありますのでご注意ください。
2当社の解鯨椎①お客様が弊社に規定する期日までlこ旅行代金を支払1つないとき㌔（むお客様が当社

のあらかじめ明示した性別年令梁格技臆その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかに

なったとき。（参お客様が病気その他の事由により、当該】沢行に耐えられないと邑翌められたとき。（むお客
様が他のお宮槌に迷惑を及ぼし、又は団本行行　の円滑な薬箱を妨げるおそれがあると認められたとき。
（9お客様の人数がパンフレットに8己乾した最少催行人員に満たないとき。（この場合は4／27－5／6、

により旅行契約を解放したときは、既に1瞑受している旅行代金（あるいは申込金）から違約料を渡し引
いて払い戻しいたします。またネこ項（診～（訓こより旅行契約をl好験したときは、【環に収受している旅行代

金（あるいは申込金）の全釘を払い三言しいたします。

旅行企画・実施

西凱旋行㈱
観光庁長官豊録旅行箕第579号

語呂；昌謡畏諾㌫話芸語意盃恵を霊璧碧空窓碧云諾昌男注霊■遣四三▲三Ⅱ■■詣猛獣昌忍詣諜慧丁目16番26号
ご通気】をいたします。）また（むスキーを目的とする旅行における障雲書の不足のように、当社があらか

辛卜十∴．∴　㌦二　㌦・ニー　をボ州じさ・主∴●十［司：＜∴　ニ

■当手土の■任と免■
1当社は旅行契約J■行にあた：つて、当社又は当社の手配代行峯苗が故意又は過失により旅行者に掃智

を与えたときは、その頒害を随償する■に任じます。ただし、鰐晋発生の翌日から主己零して2年以内に当
寺土に通和があったときに限ります。また次のような囁合は原矧」として千住を負いません。天災地変．戦
乱、曇動、運送宿泊横間の事故もしくはサービス提供の中止。官公事の命令、出入臨規制、伝染病によ
る曜≠■、自由行動の事故、食中毒、遍Il等。
2当寺土は、手荷物について生じた前項の輝害については、匡‡項の規毒呈にかかわらず、損害発生の翌日か
ら蓮井して21日以内に遮光】があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度として賠償します。
■署等別補1■

当事土はお客柱が旅行参加】中に、急激かつ偶然な外来の寧故により生命、身体、または手荷物に被った
一定の鰯害について、当社旅行的覿（特別補1■規程の諮別紙）により、一定の縄愴金及び兄わ金を支

払います。
■旅程保更正

旅行契約内宅引こ以下に例示する重要な変更が行われた場合は、当社旅行約款（葉虫型企画旅行契約
の俸）の薦己毒≡により、その変更の内密に応じて旅行代金の1％・－5％に相当する筋の変更補償金を支
払います。ただし、一旅行突的について支払われる変更補償金の陛lま、旅行代金の15％を限度としま
す。また、一旅行契約について変更補償金の餅が、1．000円未満の場合は、変更萄t■金は支払いませ
ん。
1旅行開始日又は終了日の変更、2人Ⅶする観光也配光施設その他の目的地の変更、3運輸1畏閏
の等韻文は設膿のより低い料金のものへの変更、4運送機間の種類又は会社名の変更、5本苑内の
旅行開始地たる空フ芭または旅行終了地たる空滋の異なる1更の変更、6本邦内と本邦列との間におけ
る直行便の乗絶便i栗Jこは経由便への変更、7古瀬1毘間の種顆又は名称の変更、8宿．白朋の晋空の
棒甥、邑受囁または祭舵の変更、9ツアータイトル中に芭己薇があった：事項の変更
■その他
1上記の旅行代金は2013年7月＝∃の運賃料金を基準としています。2当社はいかなる場合も旅
行の鞘実施はいたしません。3こども代金は、旅行開始日当日を墨≦蓼に、満2才以上、12才未満の方
に適用いたします。幼児代壷は釦
用します。4旅行契約の範凶は、
帰事の難問に限ります。

ホームぺ－ジアドレス　http：／／www．nishitetsutravel．jp／

お申し込み・お問合せは
（受託販売）　　　　　　　　　　　　パンフレットNo．13BHOl

DJ＝HP〔611

旅行羞覇取扱管理者とは、お害機の旅行を取り扱う営巣所での取引に問するi任室です。この旅行契

約に間し、担当壱からの説甥にご不明な点があれば、こ遠慮なく上記の取扱背理者にお訊ねください。


