
ザ・ヴェネチアン・マカオ
部屋指定なし

ヴェネチアをテーマに運河を再項ル、400以上のショップ、30以上のレストランやフードコート、巨

大なカジノ、シルクドゥソレイユのシアターなどを揃える巨大エンターテインメントリゾート。

客室は70m2の全室スイートタイプ。

ホテルオークラマカオ
部屋指定なし

コタイ地区の巨大複合リゾート「ギャラクシー・マカオ汀M）」内に立地。モダンかつアジアンテイストな

雰囲気の中、日本文化「おもてなし」の心を兼ね備えたホテル。

キャセイパシフィック航空利用と■cATHAY臥CIFIC日毎日出発（11／7～17出発は除く）
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雄蓼貰逆逓芸書道i重盗迅重盗遷駁 ��雉希匿奉義盛薫 ��謙憲怒帝を �翫髄獅浄細拒・　　　舶ごく■r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　動機 ���������議i■■ 

大人お1人／単位：円　　　　　　　　　　　　　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回あたり） 朝食付き 追加代金 �1人部屋 追カロ代金 �延泊代金 （食事なし） �≡l 

ホテル �コースコード �日 払 �A �B �‾　C �D �E �F �G �磯等露l瀾駄 

グランドラバ （部屋指定無し） �NX3仙【L �3 �94′800 �101′800 �114．800 �114′800 �127′800 �131′800 �139′800 �178，800 �3′000 �20，000 �－ �日曜 帰着 5．000 

NX4…【L �4 �104′800 �111，800 �124′800 �124′800 �137′800 �141，800 �149，800 �188′800 ��30．000 �10．000 

シエラトン・マカオ・ コタイセントラル （部屋指定無し） �HX3細ES �3 �104．800 �111′800 �124′800 �123′800 �138．800 �140′800 �149′800 �185．800 �3，000 �32，000 �－ 

HX4川ES �4 �120′800 �127．800 �140′800 �139，800 �152′800 �156．800 �185′800 �201．800 ��48′000 �18，000 

ホリデイイン・マカオ・ コタイセントラル （部屋指定無し） �NX3州EH �3 �108′800 �115．800 �128′800 �123′800 �138′800 �140．800 �153．800 �185，800 �3．000 �38′000 �－ 

NX4州【H �4 �126′800 �133′800 �146′800 �141．800 �154，800 �158′800 �171′800 �203．800 ��54．000 �18．000 

ホテルオークラ マカオ （部屋指定無し） �NX3日【鵬 �3 �117′800 �124，800 �137．800 �139′800 �152，800 �156′800 �189′800 �201．800 �朝食付き �42．000 �－ 

NX4MEM �4 �138′800 �145′800 �158，800 �180′800 �173．800 �177，800 �190．800 �222′800 ��63，000 �21′000 

ザ・ヴェネチアン・ マカオ （部屋指定無し） �NX3机EV �3 �118′800 �125′800 �138′800 �139′800 �152′800 �158′800 �189′800 �201，800 �3′000 �4d．000 �－ 

M4仙【V �4 �141，800 �148．800 �181，800 �182．800 �175．800 �179，800 �192′800 �224．800 ��69．000 �23′000 

グランドリスボア （部屋指定無し） �M3川ER �3 �125′800 �132，800 �145，800 �149．800 �182′800 �188．800 �179，800 �211，800 �3，000 �48，000 �ー 

NX4帆【R �4 �149．800 �158′800 �189′800 �173′800 �188．800 �190′800 �203．800 �235′800 ��72′000 �24．000 

ご案内・ご注意 �※上記旅行代金には空港税は含みません。香港の空港諸税（大人：2－100円、子供：不要）と福岡空港施設使用料（大人：945円、子供：472円）は日本出発前にお申し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を含みます。 
※延泊代金l封部屋を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。（最大旅行日数11日間まで延泊可） 

9欄ツ醇汐一；≡孟宗警‰誓謹言諾‡男警冒警告完呈忘鳥篭冨誌掌孟冒認宗三妄言三三㌶諾浅識誌禁蒜芸法器墓誌等5≡詔㌶読み下恥



二　㌔∫量l　弓

クランド・リスボア
部屋指定なし

ジノ・リゾートをお楽しみ下さい。

j・リノ　r rJ・こ′りト＿二嘉′′γヒントノIl
部屋指定なし

蓮をモチーフの外観が特乱大型カジノの他・ミシュラン星付きレストランが3軌コージャスな力　2012年5月にオープンした3つのホテル、2つのカジノなどが揃う「サンズ・コタイ・セントラル」に

立地。客室もホリデイインらしく明るくカジュアルな雰囲気。

㌣∵針㌢宜塞工パ∵許捗横言持す芋ウ

シ工ラトン・マカオ・コタイセントラル
部屋指定なし

ピンクやカジノ、エンターテインメントもすぐそば。客室は42n了。

二　　・・」l・

グランド・ラバ
部屋指定なし

2012年9月にコタイ・セントラルにオープンしたNEWホテル。ヴェネチアンも向かいにあり、ショッ　ポルトガルと東洋が混ざり合う、オリエンタルな雰囲気。ウォータースライダー付きのプールなどリ

ソートの雰囲気。

チャイナエアライン利用富豪kHINAAIRLINES lヨ毎日出発（11／7～17出発は除く）

2013年10 2013年11日 2013年12月

※1／31～2／2は旧正月です。

＝き■・二軍こきノ豪を淳二環境凄参簿 � ��願凝迩最新溌重野矛弓施潮雛　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　務趣致・克、； 

大人お1人／単位：円　　　　　　　　　　　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）＝20000円 ���������（1回あたり） 朝食付き 追加代金 �1人部屋 追カロ代金 �延泊代金 （食事なし） �鵬R 

ホテル �コースコード �目 数 �A �B �‾C �D �E �I F ����≡l　詰 

グランドラバ （部屋指定無し） �N13日EL �3 �107′800 �112′800 �134′800 �138，800 �155．800 �174，800 �3，000 �20，000 �－ �日曜 帰茄 5′000 10／14 1り4 12／23 1／2～5 1／13 3／23 12′000 

N14仙EL �4 �117′800 �122．800 �144，800 �148，800 �165．800 �184′800 ��30′000 �10′000 

シェラトン・マカオ・ コタイセントラル （部屋指定無し） �M3日【S �3 �117′800 �122．800 �143′800 �147．800 �184′800 �183′800 �3．000 �32．000 �－ 

N14MES �4 �133′800 �138′800 �159′800 �183．800 �180′800 �199，800 ��48′000 �18．000 

ホリデイイン・マカオ・ コタイセントラル （部屋指定無し） �M3日EH �3 �121′800 �128．800 �143，800 �151′800 �168．800 �187′800 �3′000 �36′000 �ー 

Nl4川【H �4 �139，800 �144′800 �181′800 �189′800 �188．800 �205′800 ��54．000 �18′000 

ホテルオークラ マカオ （部屋指定無し） �剛3掴E州 �3 �130，800 �135′800 �159．800 �187，800 �184．800 �203．800 �朝食付き �42′000 �職 

州4仙EM �4 �151′800 �156′800 �180，800 �188′800 �205，800 �224′800 ��83，000 �21′000 

ザ・ヴェネチアン・ マカオ （部屋指定無し） �M3州EV �3 �131′800 �138′800 �159′800 �187′800 �184′800 �203′800 �3，000 �46，000 �－ 

Nl4納EV �4 �154，800 �159′800 �182′800 �190，800 �207′800 �228．800 ��69．000 �23′000 

グランドリスボア （部屋指定無し） �NI3MER �3 �138，800 �143′800 �189，800 �177′800 �194，800 �213′800 �3，000 �48′000 �職 

M4肌ER �4 �182′800ト87，800 ��193′800 �201′800　　218′800 ��237′800 ��72，000 �24，000 

ご案内・ご注意 �※上記旅行代 ��’金には空清矧椙みません。マカオの空港諸税（1．550円）と福岡空港施設使用料（大人：945円、子供：472円）は日本出発前にお申し込み店にてお支払い下さい。 ※上記旅行代金には燃′由サーチャーソを含みます。 腋延泊代金は1部屋を2／3名でご利用いただく喝合の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。（最大旅行日数11日間まで延泊可） 

●ホテル施包卜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7月10日現在のものです。
●遁ホテルの各種スポ‾ツアクティビティ●スパなどは情報提供であ。、当社が収受するオプショナルツア‾ではあ。ません0…表紙の“ご銅とご′娼”欄を必ずお読那さい。　　　　　　　　　胸が汐一日1⑳



※ホテルクラスは「オフィシャルホテルガイド」等の信頼ある賃料の他、添乗員の報告
酉、お客様のご意見などを参考に独自の基準により、デラックス／スーペリア／スタンター
ドのカテゴリー分けを行っています。X利用予定ホテルは各コース執こ表示したクラスの
ホテルをご用意しますが、場合によっては表示したクラスより上のホテルになる場合があ
ります。※ホテルの名称はホテル側の都合により、変更になる場合があります。※ホテル
クラス卦ナのコースについては、ホテルの希望・指定はお受けできません。

九　蘭 �香　港　島 

蓄‾〔を 炎小で二 明 葬 �■キンバリー■ハーバープラザt8・デイクリ十ズ（※） � 
■ハーパ十プラザ・メトロポリス（※） 

■プルデンシャル▲ハーバ⊥プラザ■ノ「スポイント（※） 

（※）のホテルはシャワーのみのお部屋になる場合があります。 

トリ■カレ利用時はシャワーのみになります。 

蓼■ �1パンダ　「リーガルオリエンタル �■アイランド・ ■リーガルリバーサイド �パシフィック 
妻】 紆 �■ランプラーオアシス（青衣地区／トリ功レ不可／シャワーのみ） 

lご案内とご注意l需品ぞ監、。
く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
：ノグサイズまたはクイーンサイズの大型′くッド1台の「タブル
ヘッドルーム」の2檀頓が転ります。また：ハネムーナーやご夫婦
などのカップルでご参力口の場合、また、昭閥によこつてはそれ以夕†
のお客様も「ダブルヘッドルーム」となる囁合があります。まJこ
「ツインベッドルーム」の場合、2つのベッドが離れていない部
屋や、2つのベッドサイズ、稚三甲が異なる部屋が含琶れます。

く3名標で1部屋（トリプル）こ利用の喝合〉
2人gB歴に簡易ベッドを入れ、3名標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酎」用ができない場合がありま
すので、予めご了承下さい。その芦票は2人部屋と1人部屋（追加
代金必要）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、ホテルの郡合により、トリプルでのご利用ができな
い場合がありヨ≡すのでご確認下さい。

〈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lブできません。お部屋をお1人で利用
する場合は1人苦拝眉迫力別電金が必要となります。1人部屋は原
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
なることがありま筍‾。また、1人部屋の使用はホテルに塁5現され
た本人以タlは已忍められません。また、現士也での2人部屋への変
更も夏雲められない場合廿壊わます。

く眺望について〉
特に明記のない関り、お部屋の眺望及び階級は指定していませ
ん。各ホテル扁留介ページに邑己載のお那崖カテゴリー名称は、ホ
テル側が名付けたカテ：ゴリー名称を琶己載しています。眺望によ
りカテゴリー分顆されている場合もありますが、ホテルの立地
状況、副業年数、周囲の環境の変化、こ利用階数などにより、眺
望の範囲や景1現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山ヤシの木”や■■建物の改
装●’などで眺望が多少逸られたり、ラクーンやハーパー越に満
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】晩に≡婆異があるj霧合もあります。

〈その他ホテルについて〉
●ホテルの三見雑兵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
所定の宿泊力一ドへのE己人が必要なユ居合があります。また、
詞票電話やお部屋のミニノて一用として国閻クレジットカード
または項金でのデポジットを請求されることがあります。

●グループ、ご家族参力Bで2g霹靂1よ上をご利用いただく場合、
一筋耶】にホテルの壁け入れ事情により、お隣りやお近く、また：

同じ悶教のお紆屋をご用意するのが困難な場合があります
ので予めご了承ください。

●同じコースでこ旅行をしていただいていあ場合でも、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
供できない喝合があります。お部屋割についてはできる限り
公平に行っています。

〈ホテルのP01NTについて〉
●「ホテルのP01NT」はホテルから提供されるサービス特典で

砺り、ホテル爪Uの郡合により予告なく変三2中止される囁合が
85ります。お客様のご都合により利用されない場合の返金は
ございヲ＝せん。宇たホテル別より提供がない税金は、現地イ系
貝誘たは符こテルスタッフにお申し出下さい。ご用匹】随の提供
返金は一切でき≡芙せんので予めこ了軒下さい。

打．⊥王　‾j J≡　山■】川口叫

く飛行毒幾の移動について〉
●各日程表内に旨己l蛇の航垂1幾莞鸞時聞及び便名は2013年7

月10日を基準としています。あ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琴に伴い、便名が変
更される場合があります。また発■時亥肌ま、白安です．確定
発着時間および便名は旅行出発引こお渡しする「最終旅行

白糠」にてこ昭ください。
●出発／脚更おJこび魯匹】間の欄においては相便となる

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。いずれの喝合も旅行代金の変更はありま
せん。

●運輸4幾関の遅延不通・スケジュール変∵更経路変12など、ま
た、これらによって∃≡じる旅行日程の変更・巨的地溜在時間の
短縮及び観光箇所の変亘至、削除などが生じる場合もありま
す。このような場合大任は負いかねますが、当毛刀日程に従っ
た旅行サービスが受けられるよう手配努力いたします。

●脚での出国審査後等ハッピーツアーの現地係員がお
客　のお手伝いをできない場所で、メ抗窒機の発着時間の変
更や利用駅屋川柳≦とじる場合があります。その贋棚沢
空会‡土の地＿上係員の指示lこより行動していた：だきます。原則
的に通関後の対応は噺：空会社側となりハッピーツアー1系見
からのご案内はできなくなります。

●航空機の座席層別や空港での個人チェックイン化に伴い、グ
ループ、カップルの方でも隣り合わせにならない場合があり
ます。例えl撒格を挟んだ座席、甫耶塾の座席または触れた座
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
用のお都連は、雷1刑／遇罰引別（かご希望は夢前にお伺いいたし
かねます。

●航空会社にお預けになる欄こは、鵬吐により重さ大き
さに服があります。制限を越える場合は超荷手荷物料金が
かわ、る場合やお印わ、りできない場合があります。また抑也の
掛ホテル間において、別途選おか料を頂く場合がありま
す凸

くバス等の移雇かこついて〉
●特に表示の奄るも朗祁薫き、他のツアーや他のコースのお客
様と同じハスで駁七、掛7Rテル閏の送迎を行います‾。こ
のため数カ所のホテノいこ立ち番り、暗闇が必要となる場合や
空莞萱などの出発地でお待ちいただく喝合力懐ります。

●交腸渋滞などの現地事偶により、移動の所要時間が大幅に
糎になる場合があり手すので、予めご了承ください。

一1謀1■才コE■捌JMHi■1■暮－
●重要な都市の市内隕光・ショッピンク適所については、日程案

内または日程表掲載ページ内にてご案内しています。
●予定時間を記載している市内観光などは、持lこご案内してい

る場合を除きホテル出発から掃う響までを表します。なお、出
魚帰兼の予定時刻はご劉1吊ホテルや交通事憫lこより安平と
なる場合があります。

●施設伽欄、そのほか窮地の宗≡教的な事絹や天候等により
観光箇所の変更または実随臼が変更になる場合があります。
それにより自由行那洞などに抑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、移晰定
時刻が大嶋に変更になる場合がありますので、予めご了承く
rヒさし㌧

●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
地三と鮎叫＼が肝ごす。

●旅行代金には各コースごとの日1璽表に明示した食事の料金
税サービス科が含まれています。但し、お客様が注文された
飲物代や追加料層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lこ明示した白謬【司
教には軽食は含まれており、機内良は含まれていません。但
し、利用便によ畑馳内金がホテル・レストランの金串に変更に
なった場合、金串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！幾内金に変更となる場合もあります
が、その唱合レストランの食事代から取消料を差し引いて差
額を払い戻し！改します。

●スケジュール等の寧偶により、余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
ご利用頂く場合、朝二島はホテルではなく、お弁当や空湾内レ
ストランなどでの朝】彗となる量易合があります∩

●アジアのレストランでは、日塁萩中に指定記載されたレスト
ランでも、クリスマス正月l日正月ハリラヤ＝ユどの持］間や
‡発地の宗2枚上の理由により、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ます。

L Eノ　⊇　□　　□

●】究地係員は現地にて旅行を円滑に実施するために、塁；琶駅・
7Rテルでの送迎、移動、綬光、オプショナルツアーのご案内を
行います。これらの薬療以外の日程表上の自由行動時、ホテ
ル滞在時には係員はありません。また：、列申、航空機により移
動の際も原則として同行いたしません。

●現地i系鼻は日本語を指しま‾夢が．日本人とは限りません。また：
一軒コースにおいて、別途音己載されているものは宍邑吾係diが

ご案内Li要す。
●途中、j穀i避ぎ空港では現地イ系鼻のご案内はありません。お客

様ご自身で粟継ぎ手続きをしていただきます。また、一郡の空
港では招発券をお礪ちのお客様しか入】鵡できません。従って
これらの空；篭では、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。

●＝∃正月、ハリラヤなど一gBの祝既目では、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lブない場合があります。籾光客向けのお土産物局などは
聞いている場合が多いですが、予めご了承ください。

●お客様の便宜をはかるため、t男光中・送迎中にお土産店にご案
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、購入の際には、お客様ご白身の貫任でヱ購入
ください。当封二では、商品の交換や返品等のお手伝いはいた
しか袷ますのでトラブルが生じないように商品の確喜忍および
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lま、ご購入品を必ず手荷物としてお手元にご用憲
いただき、その手続きは、お土産店空‡巷において手続き方法
をご確紀のうえ、お客様ご白身の★任で行ってください。ワシ
ントン条約又は匡】内夏雲法令により日本へ持ち込みが潔止され
ている品物がございますので，こ購入lこは充分（＝）主意くださ
Ll。

た；－▲　一　一rlH岳■】川ul■

●渡飢先日ヨまたは地或）によっては「外務省危険簡報」等、盟
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
申し込みの照に販売店にご確裏忍ください。また、タ帽右省海外安
全7h－ムページなどでもこ稽王忍ください。
（URLhttp／／wvvw白nZenmO紬gOJP／）（濁外安全相談センター
T∈」03－5501－8162FAXサービス057〇・023300）

ド■1一・　‾〔盲　・■■】ⅧH

の　‾　　）についてはJ亨　　　　　　　　　　　のため

の感染症†爾幸琵ホームページ」（http／／wwwfortngojp／）で

こ確認ください。

三　一一】【H■】Lt】l■

●渡航先の温々（またはi也】或）によってl才、その屈の法律などに
より濱航者収入に対して空港税等（出入国税、空漕施設使用
料、税関番更科など）の支払いが職務づけられています。

●複数の【翌や郡市を訪問する旅程では、空酒税琴はその瓢脛必
要となります。まJこ、同じ旅雪空であっても使用する航空機便の

短日］する空〉巷や園や郡市の巡り万によってその合計が異なるこ
とがを5ります。

●旅行代金には空漕税等は含まれておりませんJ空雇蛸紗等のう
ち、航空券発券時に徴収することを乗務付けられているもの
また、福岡国際空港施設イ更用料（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1つせて日：転
円でお支払いください。また、この他に現地にて下表税額欄
岩己鮫の通貨にてお支払いいただく窒；吾税等もあります。悦≠顔
などの諜和は各コース毎に明星己しております。

●日本円換算額は、下声己の零己に定めるところによります。（参考
楔書レート／2013年7月10日現在三菱東京UFJ銀行
SelllngレートE周べ（USドル除く）。50円串イ立切上げ）。大幅な

毒〉留変動が生じた唱合は変更（迫力ロ徴収・i垂金）する喘合があ
り要す。

●空港税等の新殴または増税が変更された場合、徴収辞任が変更
になる場合がありま‾訂。

■お申し込みの隋行取扱店でお支払いいただく空港税等

（）内は子供料金、矧こ妃範のない頓合臥大人子供同額、幼児不要

1蓉讃ドル＝約1347円1パタカ＝約1347円（2013年7月10日現在）

仏：：Uj［＝コ巨三つ［コ出回甲二二・・

●燃油サーチャージとは、燃油に間三重する原価水準の異常な変
動に対応するために、一定の期間、一定の条件下に関って航
空各毒土が各関係国政府に申l再し㍑可を受ける、航空券料金
には含まれない付加的な運賃であり、金按は利用航空会社、
利用区間によって異なり、利用する旅行者すべてにE果せられ
ます。

●旅行代金に燃油サーチャージは含まれています。旅行㌍的成
立後に、燃油サーチャージが増額または沼柘、戊止されても、
璃取分の追徴ならびにJ充止を含むノぷ巨頭分の払い戻しはこざ
いません。
一　≡≡　］■】座Dr■

［否フ香の盃医正］不宴。但し、パスポートの有効期限は香漕入国時
1ケ月十滞在日数以上必要。

［マカオの空相正〕不聖。但し、パスポートの有効開聞闇マカオ入

国時30日＋滞在日数以上必要。
★外国曙の方は必ず大使館、領事館へお客様自身でこ確呈窓下

さい。

個人情報の取り扱いについて
●当社及び下！己「販売店」I■！己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互己載された個人情報について、

お客様との逓鰻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（り会社及び
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）旅行参加後のご意見やご感想の薯是供のお願い。（3）

アンケートのお願い。（4）特典サービスの掟供。（5）続き十資

料の作成。にお客様の個人間報を利用させていただくことが

ありま‾訂。

●当社lま旅行先でのお客様のショッピング等の便宜のため、当

事土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

ツパーズなどの土産店に壷壁供することがあります。この場合．

お客様の氏名、パスポート商号及び搭乗される航空便名を、
あらかじめt子的方法等で送付することによって提供いたし

ます。

田：重奉還琵琶芸；≡…窓≡憲二＝食事なし■脚の目安‘捗柑時刻’‘1品「＝㌔肯蘭岸ill〇品「竃l完中細朋抑闇矧粁■に■ついていt1㌧

竺誓讐ゴ　ロコ禁忌崇君；漂歪放し」．⑳琵提議蒜宗吾葦舶莞諾雷言霊言語J′Cクラス）
J三丁周一てこi▲〔Jニー±‘モ’；－乱－∫　11d・一tLいこい二・一別小さに†申FJ　　．佃，，州　　－、’▲‾‘′‾■l一．●．．ェ，8，，．。．　　．－

⑰禦讐禦さ艶ミ禁喜怒　（裏書）忌歪≡讐鷲警慧便名が　ホテル＆お部屋の担闇のご案内蘭こついて；三三2＝諾竺ゴ業謡宗講究警告課三豊誓紙晰あ。紺。

57⊆㍗弓）（以下「当社」といいます）が企盃薬用する旅行で、⊂完封叩いただくお客矧ま当社と募集型企　　の人数がパンフレットに記載した最少催行人員に讃たないとき。（この吻合は4／27～5／6、7ノ20～
画旅行契約（以下、「旅行事空的」という）を節結することになります．旅行契約の内富条件はパンフレツ　　白／3112／20ん1／7に旅行間始するときは旅行開始日の前日からま∃拝して33日目におたる日より
卜による他、別途お渡しする確定書面（最終旅行日号望支）及び観光庁芦忍可による当社旅行楽約軟（旅行　　前に、またそれ以外の欄間に旅行開始するときは、23日目にあたる日より前に旅行中」上のご週刃】をいた
契約の那）によります。取引条件鋭明書∈岳および深ま約書面の一那（以下旅行条件事といいます）は旅　　します。）まJこ（申スキーを白粥とする旅行にお【ブる降雪ヨ■の不定のように、当社があらかじめ明示した方策
行契約時柘の搾、必ずお安【プとりください。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　行宗一陀条件が成況しないとき、あるいはそのおそれが怪めて大きいとき。⑦天災地変、戦乱、震動、一里送

旅行契約は、当社が契烹勺の碕活を承諾し、a亨
■石否定書面（愚終日柁蛮）のお渡し
当寺土は、お富枝に舞台時刻壌所、利用運5三や

るよう】浮力し課す）
l●お支払い対象斤篤行代金墨孤旅行代金）
1「お支払い対象旅行代金」とは、申込金取′酬斗違約料、変更桶tT金の百十1痺塑碑となる旅行代金のこ
とで、募奥広告またはパンフレットに「旅行代金として表示した金閣」プラス「退方口代金として鼓示した金

田」マイナス「割引き代金として表示LJと墓園」をいいます。
2旅行代金は旅行閻魔眉の前日からま昌■してi遡って21日日に当たる巳より前に全滅お支払いいただき
苛＝す。旅行開始日の前日から起離して遡って21日目に当たる日以降にお申込∂の場合ま、旅行開始日
前の当社が指定する期日宗でに全噺お支払いいただ吉宗す。
■旅行代金に含まれるもの
旅行日程に明示した航空運賃及び憾顔金談；慧選書等、旅行日矧こ明示した送迎ハスなどの閏金。（この選
1露料金には、運送鞭間のg零す何万□運賃料金（原層の水主鉱の異常な変動に対応するため、一定の期間及
び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに間ります∵以下同寸頚とします。夜宮みま
せん．）旅行日程に明示した硯光琴に使用するパス料金、ガイド料金、入場寧斗i啓。箔フ白料金、悦、サービス
料（二人郡腿をお二人倭での使用力、塁主聾）食事料会、税　り■－ビス料。ロ］体行動中のチップ。蕎東員付コ
ースのノ悉免責の同行費用。［〕1塁雲に含む旨を明示した′毎夕†の空〉重税および空ユ芭應岩畳使用料、なおこれら

の �ミ　　　　お　とl 

‾　　の10％　1万 

行　孟の50％ 

■旅行代金に含謀れないBの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部）の撰亨三により、その変更の内容に応じて旅行代金の1％～5

含まない旨を明示した旅行日程中必要な′窃外の空讃横等及び望莞権限使用㌍L日奉こ国内の空莞施隈使　　ます。ただし－旅行契約について支払われる変更補償金の常【
用洞、コ這よ空間のFです付六〇m㌶（ソ誓′卦サーフ17－シ）料金、超過宇7百三ヨ料金、クリーニング代、■巨言t額　　た、－旅行簗約について変更補償金の顕が、1000円未′己の損

料、れテルのボーイメイドへのチップ、その他追加欧風等個人的性背の謂t用及びそれに伴う税、サー　　1m行開始日又は路7日の変更、2入場する閃光地！暁光乃至艮
ビス料。渥抗手続き報犬用、オプショナルツアー等の代金。国内外にお【ブる儒雷涙網に関する医双翼。日　　等紐又は星空儀のより低い料金のものへの変更、4一重送機関の細
石国内の空力施設使用咽、日石国内におけるこ自宅力、ら空楚発鷹までの交通集宿泊責、羽田伊丹鐘由　　開始地たる空港または旅行終了地たる空沼の異なる便の変更、
となった場合の羽田一成田及び伊丹～関空の地上交う遜■。日石国内で閥／自後泊が必要な場合の7日泊兼。　値の衆縫便または経由便への変更、7宿泊機関の確頴又は名号
日本lヨ内線予約がとれない場合や天候琴で止むを絹す他の交通偲間をこ劉」用いただく場合の地上交三色　　儲または長閑の変電を、9ツアータイトル中に言己暇があった寧堰は
柔。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■その他
l■旅行契約の解除取′削斗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1上官己の旅行代金は2013年7月10日の－軍曹料金を基準とし

1お宮椛はいって‾羊，〉万に‡戸臍〉るmノ目算封狩iR冒払いし17㌢7㌢＜rrLによn隅ギ〒家⊇紆1を陪臣態するrrトわでモモ　　　行の閂突放はいたしません。3こども代金は　旅行間的日当日フ

す∵侶し、一持定日と指定日以外で取消判が異なる甥台があり課すのでこ′王者ください凸　　　　　　　　　　　　適用いたします．

2当寺土の員軍隊確①お富徳が弊尋土に規定する糊口までに旅行代金を支払わないとき。②お客粗が当寺土の　　ます凸4旅行契縁

あらかじめ明示した性別年令】キ蒐l支能その他の旅行参加菜件を満たしていないことか、明ら訓こなった　　∋萌問に限ります。
とき。①お宮桟が病気その他の卓ヨ目］により　当亥旅行に耐えられないと認められたとき。（むお宮唖が他の

目白勺地の変更　3）垂範借間の
宇土名の変更5石こ邦円の旅行
lと志邦外との闇におlブるt百行
8冒召／臼慨間の客歪の種謂　右足

。2当軍士はいかなる場合も旅
濁2才以上12才未満の方に

旅行企画・実施

西鉄旅行（株）
観光庁長官登録旅行業第579号
〒810－0022福岡市中央区薬院3丁目16茜26号
一般社団法人日本旅行業協会正会員

私闘欄…主’　望］　、
ホームページアドレス　http：／／www．nishitetsutraveI．jp／

お申し込み・お問合せは
（受託販売）　　　　　　　　　　　パンフレットNo13B002

DトHP〔601

旅行熱絞取扱哲理竜とは、お客様の旅行を取り扱う営巣所での取引に関する賀住宅です。この旅行契
約に関し、担当畜からの説軌こご不明な点があれば、ご退屈なく上記の取扱哲理者にお訊ねください。


