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●観光地　田ホテル

タイヤ馴スカイタワー
シンガポールー高い展望塔。回転しなが
ら110mまで上昇し360度の絶景が広が

ります。

J－h～′ツプア」へ、′J・ヤ

山から海に向かって450mを滑り降　空中ロープを渡る▼
りるメガジップは冒険心をくすぐる人　クライムマックス。

気のアトラクション。3人同時にでき　下を見るとちょっ
るので仲間同士で楽しめます。　　　と怖いけど、度胸

試しにぴったり？！

スリリングなロッククライミングト

アンダーウォーターワールド

＆卜‘’「　‾　ご7－ン

諾漂竺翳諾霊訳禁鮨深‘ぎ

J受＿．＿二

菩富者ライ三㌦卓エージュセントーサ
カートに乗って坂を滑り降りるリージュ。

子供でも操作できるので、ファミリーに
人気です。

空中散歩が楽しめるスカイ
ライド。眼下に見下ろす森
と、振り返れば海が見渡せ
ます。



に浮かぶ『セントーサ島』は、お楽しみスポット満載！

タジオや最新のアトラクションで思いっきり遊ぼう！！

中　　　や　準

シャングリララサ

′‘巨大な水糟に2．500匹以上の生物が、，
‘生息。83mのトンネルからはマンタを

－、見ることができます！
■、人気者のピンクドルフィンもここにいます。．
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′∩／ormafbn ・ドライヤー・冷蔵庫・歯ブラシ符去慧慧‥ご彗 ：孟22パ．！三識ボックス墓、サ＿以（毎日衝）′を ●インターネットアクセス　態ふ一．＿．＿八．＿．㌶靴・ 堅1（芦0～2／3宿泊を含む場合、最低必要泊数として2泊が必要となります。 

■＜プラン＞セントーサ島とシンガポール　4・5日間　出発日カレンダー

月 �火 �水 �木 �金 �土 

腐 朽、‘ � � � � � �1 ＝ �2 ニ 

3 A �4 ▲ �5 A �6 A �7 A �8 A �9 A 

1【】 A �11 A �12 A �13 A �14 A �15 A �16 A 

・■AJ－ �17 A �1白 A �19 A �2⊂I A �21 A �22 A �23 A ∈14 Å �25 Å �26 Å �27 Å �28 A �29 Å �38 A 

麿ン
シンガポール
画趣計評国　毎朝食付
4 品 �t5 品 �スケジュール 

1 �1 �ロ亘亘萱重訂福岡発ケ ロ亘璽璽］シンガポール着後、ホテルへ。 

【シンガポール泊】□園田 

2 �2 �⊂：至蚕＝】自由行動 

［二重蛮≡亘］係員と共にセントーサ島へ。 

；ソング。オブ・ザ・シーをお楽しみ下さい。 …［：互套］アジア料理などのブッフ工。 

；⊂亙コ光と水と青煮のショーrソング・オブ・ザ・シー」を見学。； 

戟賞後・ホテルへ0　　　　　　【セントーサ島泊】垣□印 

3 �［：：：亙亘コ自由行動　　　【セントーサ島泊】垣□□ 

3 �4 �［：亘憂夏至］自由行動　　　　酬 

；ナイトサファリ観光プラン 
；［：互重］ナイトサファリ園内にてインターナショナル・ブッフ工。； 

‡［：二重コ世界初の夜だけの動物園rナイトサファリ」へ。 
散策コースに沿って見学したり、トラムに乗って観光日； 

［二二：亘：：：コ空港へ。 
【機中泊】垣□□ 

くナイトサファリ観光フラン〉【機中泊】垣□Ⅲ 

4 �5 �［亘亘亘亘亘司シンガポール発ケ 
［蚕豆萱亘司福岡嵐解臥　　　　　　　　函□□ 

■日本発柵時利用航空会社／シンガポール航空　■最少催行人員／2名
■利用予定ホテル／旅行代金をご覧下さい。
■出発日／毎日出発
■添乗員／同行しませんが、現地係員がお世言舌いたします。
■食事／〈4日間〉朝食2回、昼食0回、夕食1回く5日間〉朝食3回、昼食0回、
夕食1回※ナイトサファリ観光フラン選択の方は夕食1回追加

摸航空機・現地事†■によりスケジュールが変軍になる場合があります。
※稲光・送迎において他のお客様と一絹になる場合があります。

※写六は全てイメージです。

セントーサ島とシンガポール4・5日間旅行代金表 ��������� �� �チェックア外8 日明まで） 動脈金 �チェック乃トC （出群で） 追加代金 �廷泊代金 （朝食付） 

本人お1人／単位：円／基本のチェックアウトA中嶋台　　　子供代金こ1P．OPP閂引草 �������、幼児代金（航空座席、ベッドを利用しない2榊のお子機）＝20，000円 ����1人糎 主動］代金 

ホテル（セントーサ島） �粛テル（シンガポ �ール） �コースコード �日数 �A �B �C �D �E �F ��セントーサ ��セントーサ �シン珊－ル 

シャングリラ �コンラッド センテ＝アル （クラッシックルーム） ��SS4TRS �4 �134，800 �145，800 �150．800 �161．800 �134．800 � �37，000 �9，500 �19．000 �19．000 �18．000 

フサセントーサ ���SS5TRS �5 �153，800 �164月00 �169．800 �180．800 �153．800 �164．800 �56，000 

ホテルカペラ （プレミアシービュー） ���SS4¶D �4 �148，800 �159，800 �164，800 �175．800 � �148，800 �50，000 �16．000 �32，000 �32．000 �18000 

SS5¶D �5 �180，800 �191，800 �196，800 �207．800 � �180，800 �82，000 

～、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フt 

案内 �主意 �※上 �詑旅行代金 �には，． � 

●ホテル施設、宿泊サービス・特典内唇などについては変更になる場合がおります。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。
●上記ホテルの舎積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l捕りません。●轟衰概の■ご案内とご注意H欄を必ずお読み下さし1。　　　　　　　　　　　　　10



24時間バックアップ体制 選べるから思いのまま

景い立った時に旅立とう

2名桜から出発保証

※お申し込みの際に、必ずお選び下さい。猥ホテル等満室の場合は、こ了承下さい。還4／27－5／7、8／10～15、12／20～1／7のピーク期間

には、延泊プランなどお受けできない場合があ　ます。

※お申し込み後のお取り消し【ま、お申し出時期により裏表紙記載の所定の取消料が必要となります。当該プランは基本コースと合わせてお申し

込み頂くプランとなり、基本コースの出発日を基準に取り消し科が生じます。プランのみの取消しの場合も、基本コースを含めて契約頂いた
募集型企画旅行の旅行代金合計森に対する取消料を上限として、基本コースの出発日を憂準に取消科が生じます。

lご案内とご注意l霊等悪霊冨雫旨い。

くお部屋のベッドタイプについて〉
2人用のお部屋に臥ベッドが2台の「ツインベッドルーム」とキングワイズま

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毒豊頬があ
ります。ハネムーナーやご天津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「ダブルベッドルーム」となる場合が奉ります。
また「ツインベッドルーム」の場合、2つのベッドが取れていない田鹿や、2つ

のベッドワイス、種頴が異なる顔鹿が含まれてます。

く3名枝で1部屋（トリプル）ご利用の場合〉
2人が犀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遠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課すので、予めご了承下こい。その際は2
人訪歴と1人部屋（追加料金必要）をこ利用いただきます。なお、トリプル割
引はありません。才たホテルの都合により、トリプルでのご利用できない場合
がありますのでこ確認くだこい。

くお1人または奇数人数でご参加の場合〉
他の万との椙が凰まお受【ブできません。お部屋窄お1人で利用する場合は1
人痴塵追加代金が必要となります。一人担虚は原則としてワンベッドルーム

となるため、2人が屋より狭い田屋になることがあります。また、1人部屋の
使用はホテルに登ヨされた本人以外は認められません。また、現地での2人
部屋への変更も邑雲められない場合があります。

く眺望について〉
矧こ明記のない関り、お部屋の眺望及び関数は指定していません。苗ホテル
紹介ページに記載のお都塵カテゴリー名称は、ホテル側が名付けたカテゴリー
名称を記載しています。眺盟によりカテコリー分男されている場合もありま
すが、ホテルの立地状況、創業年数、周囲の頭塊の変化、ご利用関取などによ
り、眺望の拒盟や景観に羞異がある場合があります。例えばオーシャンビュー
でもペランタから眺めたとぎヤシの木■や■建物改装”などで眺望が多少篭
られたり、ラクーンやハーバー虚しに渇が見える零があります。また、敷地が

広いため港が近くに員えない場合や累増に霊異がある場合もあります。

くその他ホテルについて〉
●ホテルの氾箪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。

他矧こより個人チェックインと同矧こホテル所定の宿′自万一ドへの記入が必

要な場合があります。また、匹祭■話やお詔歴の三二八一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音1求されることがあります。

●グループ、ご家族夢加で2都塵以上をご利用いただく場合、一般的にホテ
ルの受け入れ事情により、お陰りやお近く、また同じ指顎のお酌屋をこ用最す

るのが匿粗な場合白囁りますので予めご了承下さい。
●同じコースでこ旅行をしていただいてる場合でも、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冠屋をこ提供できない場合があります。お部屋

削りについては出来る関り公平に行っています。

〈ホテルからの楕典BEN∈FlTについて〉
●「ホテルの指穴」柑ENERTS」はホテルから提供されるサービス量輿
であり、ホテル仁りの罰合により予告なく壬i更中止されるまコ台があります。お

筈桟のこ都合により利用されない畳台の退会はございません∴またホテル仁」
より提供がない琶合l言現地係員またはホテルスタッフにお申し出下さい，こ
帰国後の提供逗壷は一切できませんので予めご了承下さい。

ぅ□‾ヨ㍍　■】畑山■■

〈飛行機の移動について〉
●蕗日程表内に記載の所望糟発雷碍問及び便名は2013年7月10日窄墨
筆としています。あらかじめ便名力喘在されている場合も抗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．また発鷹時刻臥目安

です。確定発着時間および便名は旅行出発前にお渡しする「点緯旅行巳裡蚕」
にてこ陣認下さい。
●出発／t帝国便および各国間の移動においては乗越便となる場合があります。

また、その場合出発／帰お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。

●運蝦漫記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間の短編及び観光能所の変更、削除

などが生じる場合もあります。このような場合■任は負いか指ますが、当初
臼矧こ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
いをできない場所で、航空機の発■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

だきます。原則的に通関後の対応は所望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．

●航空最の座席配列や空層での個人チェックイン化に伴い、クル¶7、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。例えば連語を挟んだ座席、

前後の座席または粁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）屈こ利用のお客様は、寄倒」／通路胤のご希望は事前にお伺いいたしか
ねます。

●航空会社にお矧ブになる荷物には、所望会社により蒼古大きさに制限が
あります。制限を超える場合は担両手荷筍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、別途連勝料を頂
くj居合があります白

くバス等の移動について〉
●矧こ表示のあるものを除き、他のツア【や他のコースのお客様と同じパス
で現光、空漕～ホテル間の送迎を行います。このため取カ所のホテルに立ち

野り、時間が必要となる場合や空酒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、移和の所要時間が大確に変更になる場合

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について

●主家な郡市の市内笥光ショッピング箇所については、日攣表内または日程
票掲載へ－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、矧にご案内している場合を除き

ホテル出発から婦篇までを表します。なお、出発帰着の予定時刻はこ利用
のホテルや交通事矧こより変更となる場合か喝り要す。

●施設の休館、そのrまか現地の宗教的な事情や天候等により昭光箇所の変更
または巽應日が変更になる場合があります。それにより白庄行動時間などに
影響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、移動や
綬光の予定時刻が大矧こ変更になる場合がありますので、予めこ了承ください。
●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実茂の小

旅行です。

●旅行代壷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迫W料理代はお宮
払いとなります。
●簡内食については、菖コースごとの日程表に明示した食事回教に【ま怪魚は
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不テ
ルレストランの食事に変更になった場合、食事代は別送負担していただきま
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遷し引いて葦額を払い戻
し重文します。

●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白また早朝フライトをご利用頂く場合、朝食はホテ
ルで【まなく、お弁当中空讃内レストランなどでの鞘食となる場合があります。

●アジアのレストランでは、白樫表中に指定記載されたレストランでも、クリ
スマス正月旧正月ハリラや＝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ます。

l三・uF′‾lH叫西山l■

●現地係員は現地にて旅行を円滑に実施するために、空漕駅ホテルでの
送迎、移軌覗光、オプショナルツアーのご藁内行い家す。これらの薬類以外
の日程頭上の自由行動昭、ホテル滞在8割こは係員はおりません。また、列翠、

睨空俄により移動の隈も原則として同行いたしません。
●現地係員は日本謡を三着しぎすが、日本人とは限りません。また、一訂コース

において別送雷己載されているものは巽至言係員がご案内します。

●途中、受継ぎ空港では現地係員のご案内はありません。お容積こ白身で乗
艇ぎ手続きをしていただきます。また、一部空港では搭乗券をお持ちのお客

様しか入場できません。従ってこれらの空酒では、お客様ご自身でチェックイ
ンしていただくこととなりますのでご了承下さい。

●旧正月、ハリラヤなど一審の祝祭日では、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rい物がお楽しみいただけない場合があります。観
光向けのお土産屋などは聞いている塘合が多いですが、予めご了承ください。
●お客様の便宜をはかるため増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、購入の票には、

お客様ご自身の1任でご購入してください。当社では、商品の交頂や返品等
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繹㍑およ
びレシートの受【ブ取りなどを必ず行ってください。免税払い戻しが有る場合は、
ご購入品を必ず宇荷初としてお手元にご用悪いただき、その手続きは、お土

産店空浩において手続き万′王をこ椎田うえ、お客懐こ白身の■任で行って
ください。ワシントン条約文rま国内諸法令により日本への持ち込みが票止さ
れている品物がございますので、ご用には充分にこ注震ください。

－　‾　■】川Dl■

●渡航先（圏末たは地域）によっては「外精雀危穣一慣報」等、園地域の渡航
に関する情報が出されている場合があります。お申し込みの際に販売店にご
確認ください。また、外務省湾外安全ホームページなどでもこ確認ください。

（URLhttp／′Ⅵ仙W白nZenmOfago」Pノ）

（海外安全看取センター¶≡LDa55018162FAKサービス057⊂ト023300）

m一　一　汁・■・一・　　㌢　■】川山l■

●漣祈先の衛生状況については「厚生労働省簿外津読者のための感染症欄
稽ホームページ」（http／／W抑凡brlhgo挿／）でご確認ください。

●渡航先の国々（享た【ま地域）によっては、その園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、空港施設使用臥閲税暮雪料など）の支払
いが震務付けられています。

●複殿の国や£市を訪問する旅程で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既空酷使の経由する空責や皿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。空海税のうち、航空券発券矧こ
徴収することを農期付けられているものまた、福岡国際空港使用料（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

支払い下こい。また、この他に現地にて下表税顔媚已己範の適矧こてお支払いいた

だく空表現琴もあります。税該などの詳細は各コース矧に明記しております。

●日本円の空漕托税額は下記の安に定めるところによります。（2013年7月
13日現在のIATA公示レート（BSR）を適用して縛出されたものです。10円

未満は切り上げ。）大幅な為習変動が生じた場合、徴収哲を変更（追加徴収

返金）する場合があります。
●空清税等の解設または税額が変更された場合．徴収額が変更になる場合

があります。

■お申し込みの旅行取扱店でお支払いいただく空卿
（）内は子供料金、矧こ記載のない場合はおとな・こども間．幼児不事

1シンガポールドル＝約7984円　　　　　　　（2013年7月131】現在）

u　‥　＝】巨罰＝】吻　一：・

●燃油サーチャージとは、燃油に関連する濁隋水準の異常な変動に対処する
ために、一定の条件下に限って航空各社が各関係国政府に申請し㍑可を受
ける、航空券料金に含まれない付瓜的な運1であり、金額は利用航空会社、
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、

ご賞閏ならびにお問い合わせは、直接当転院空会社へお顕いいたします。

●旅行代金には、灯油ワーチャージが含まれております。燃油ワーチャージ
は予告なく新設変更脚されることがあります。本パンフレット絶載のツアー
の旅行代金は、それによる変空はいたしません。

．血1山．M■tl■t l＝6∃［叶鶉

●査証（ビワ）＆旅券（パスポート）（2013年7月10日現在）［シンガポールコ
不要。パスポートの有効期間がシンガポール出題矧こ6ケ月以上必要。［イン

ドネシア（ピンタン農）］必要。ビンタン島到着矧こUS＄10を支払い、ビザを
駁縛下さい。パスポートの有効期限が入国日割こ6ケ月以上必要。旅券の余白

が】垂続3ページ以上必穿。
★外国籍の方は必ず大便塵領事館へお客様自鼻でご確已下さい。

乱入鷹引帽¢帽恥殴Llに一ついて

●当社及び下記「販売店」■記載の里托旅行策者は、旅行申込の隙に捷出さ
れた申込書に記載された個人情報について、お客様との連緒のために利用
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
泊横間等の提供するサービス手配及びそれらワービスの受領手続きに必藍
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
企巣の南扇やその他、キャンペーンのこ案内。（2）旅行参加後のご意見やご

感想の捷供のお顔い。（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あり
ます。
●当社は旅行会社でのお害様個人のショッピング等の便重のため、当社の保

有するお客様の個人データをデュ【ティーフリーシヨツパースなどのお土産

店に提供する事があります。この場合、お客様の氏名、ハスポート番号及び信

実される航空便名を、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。

臼EヨEl■コ‾スの食事鍵＝機讐轟＝朝食撃＝畳真田＝夕食l〇二食事なし　：■禦空の慧さ紬禦時讐：禁制禁：空っし霊㌘嶋慧慧す。 
′　　　≡≡ � �■移動交通機関　十三飛行機で移動中＝ハスで移動綱＝列車で �移動●＝糖で移動：＼早朝l朝l午前r午後l夕刻l夜】深夜 

■観光マーク　◎＝入場観光　○＝下車観光　△＝車窓より観光　　　　　　・日程表内の時間帯は交通機関の出発に基づいています。ホテル出発寺刻とは異な。ます。 

■日程表上に記載のマークの見方　魔L・一・一＝■エ‾一・i■・・ 遜逗慧　……○…　慧慧慧慧慧讐慧悪霊 　　　　　　A ���⑳⑳憲憲憲憲 料金18 �が選べます。 クアウトの時間帯 �薗莞警琵言崇票差言語三J′Cクラス） 鎗器還護憲違憲け甜○ 

く琵〉リピーターの芸にはうれしいチョイスです。。；（雲量）是歪雷学監禦便名が；まで蒜工票宗法憲呈禁書裟詣こ芸警） ����� 

●この旅行【ま西鉄旅行株式会社（有周市中央区薬院3丁巨＝6番26号覇光庁長官登録旅行業第579
号）（以下「当社」といいます）が企画冥指する旅行で、ご夢瓜いただくお客様は当社と募集型企画旅

行契約（以下、「旅行異約」という）を約括することになりますJ旅行契約の内容条件【まパンフレットに
よる他、別途お渡しする確定書面（恩給旅行日程衷）及び観光庁詔可による当社旅行業約款（旅行深約
の郡）によります。取引条件説明書面および契約書面の一部（以下、旅行条件書といいます）は旅行葵

的節竃の隈、必ずお受けとりください。
●ここに記載のない事項は当社旅行業約款（旅行爽約の霹）によります。
1旅行のお申し込み
ト当社所定の旅行申込書に所定事項を記入しお申込金を漂えてお申し込みいただきます。お申込金

は旅行代金、取消料または違約料それぞれの一部として充当いたします。

誓恩恵覧監軋万円ふ

2当社は電話等による旅行契約の予約申込を受付けます．この場合、当社が予約申込を承諾した日の

翌日から起汀して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
の提出と申込金の支払がなされない場合当社は申込がなかったものとして取り扱い課す。
■旅行契約の成立時期
旅行契約は、当社が爽的の締境を承諾し、第1項の申込金を受領した矧こ成立するものとします。
■‡選定1両（最終日程表）のお渡し
当社は、お客様に1台時刻頓所、利用運送健臥宿泊機間琴に関する確定惰覇を記載した懇終日程表
を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。（原則として旅行開始日の2遇間前～7日前にお渡
しするよう多雪力します）

■お支払い対象旅行代金（憂準旅行代金）
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、勇筆広告またはハンフレットに「旅行代金として表示した金威」プラス「迫m代金として粟示し
た金額」マイナス「割引き代金として表示した会読」をいいます。
2旅行代金は旅行開始日の前日から起■して遡って21日日に当たる白より前に全顔お支払いいただ
きます。旅行開始日の前日から起事して遡って21白日に当たる日以降にお申込みの場合は、旅行開始
日前の当社が享旨冠する期日までに全額お支払いいただきます。

】■旅行代金に含まれるもの
旅行日矧こ明示した抗空運賞及び船熊鉄道運賃琴、旅行日矧こ明示した送迎パスなどの料金。（この
運書料金には運送絶間の鱈す付加運賃料金（原価の水準の巽常な変軌こ対応するため、一定の期間
及び一定の条件下に関りあらゆる旅行者に一律に課されるものに関りますJ以下同様とします）旅行日
程に明示した観光等【こ使用するハス料金、ガイド料金、入場料軌宿泊料金、税、サービス　料（二人霊
屋をお二人枝での使用が基準）、良鶉料金、悦、サービス料。団体行動中のチップ。ノ禿史異付コースの
添乗員の同行t用。日程粟に含む旨を明示した海外の空港税および空港施餞使用料、なおこれらの言古
費用rまお客様のご都合により一謡利用されなくても払い戻しは致しません。

■古R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海列の空港税等及び空莞箔眼使用軋日本国内の空港擢眼
使用料、運送機関の辞す付加運1（禦泊サーチャージ等）料金、超過手荷物料金、クリーニング代、電
話電笥喝、ホテルのボーイメイドへのチップ、その他追加飲食等個人町牲題の諸費用及びそれに伴う
税、ワービス料。渡航手続き絹費用、オプショナルツアー等の代金。国内外における傷害疾矧こ間する
医療貴い日本国内の空竃庶出便用料、日本園内におけるこ自宅から豊沼発■までの交通1宿泊費、羽
田伊丹経由となった場合の羽田～成田及び伊丹～蘭空の地上交通■。日本国円で前泊後泊が必要
な場合の宿泊！。日本国内線予約がとれない場合や天候等で止むを得ず他の交通樵間をこ利用いた
だく頃合の地上交通1。
■照行契約の解除取′当科
1お客矧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解除することができ
課す。但し、将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こ注意ください。
2当社の解除権①お等様が弊社に規定する期日までに旅行代金を支払わないとき。②お客様が当社
のあらかじめ明示した性別年令潔格技絹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。③お客様が病罵その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。⑥お客

様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は屈体行動の円滑な巽蹄を妨げるおそれが面ると認められたとき。

⑤お客枝の人数椚パンフレットに記載した最少催行人員に満たないとき。（この場合は4／27～5／6、
7′20－日／31、12／20－1／7に旅行開始するときは、旅行開始眉の前日から程筆して33日日にあた

る日より前に、またそれ以外の期間に旅行開始するときは、23日目にあたる白より前に旅行中止のご
通知をいたします。）また⑥スキーを目的とする旅行における降雪■の不足のように、当社があらかじ
め明示した旅行英汚条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが標めて大きいとき。⑦天災地変、戦

乱、暴動、運送箔′白艶聞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間与し絹ない事
由によりパンフレットに茫範事項が突佗不可能となるおそれが極めて大きいとき。当社は本項①により
旅行契約窄解除したときは、既に収受している旅行代金（あるいは申込金）から遠的料を荘し引いて払
い戻しいたします。また本項②～⑦により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金（あ
るいは申込金）の全顕を払い戻しいたします。

■当寺土の■圧と免★
1当社は旅行契約履行にあたって、当社又は当社の手配代行賽考が故意又は過失により旅行者に損害
を与えたときは、その損害を歴儒する十に任じます。ただし、頬琶発生の翌日から起算して2年以内に
当社に通知があったときに限ります。また次のような場合は原則として1任を負いません。天災地変、
戦乱・暴凱運送曙沼横間の事故もしくはサービス捷供の中止。官公事の命令、出入国規軌、伝染病に
よる隔離、自由行動の事故、食中毒、盗粒等。
2当社は、手荷初について生じた前項の損害については、同項の現矧こかかわらず、頒琶発生の翌日
から起算して21白以内に通知が覆ったときに隈り、旅行者1名につき15万円を限度として購償します．
■椅別補償

当社はお客様が旅行参加中に、急茄かつ偶然な外乗の事故により生命、身体、または手荷物に被った一
定の頒翠について、当社旅行約款（符別補∬規程の部別紙）により、一定の補償金及び見市会を支払
います．
■旅程保見正

旅行契約内容に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（募1型企画旅行契約の
郡）の規程により、その変里の内容に応じて旅行代会の1％～5％rこ相当する覇の変更補償金を支払
います。ただし、一旅行異矧こついて支払われる変更欄Ⅶ金の顔は、旅行代金の1596を限度とします。

また、一旅行契約について変更補償金の瓢軋1000円未潤の場合は、変更禰祈念は支払いません。
1旅行開始日文は終了日の変更、2入場する枝光地紋光輝設その他の目的地の変更、3運輸借間の
等紐又は設偶のより低い料金のものへの変更、4運送横間の種類又は会社名の変更、5本邦内の旅行
朋始地たる空酒または旅行終了地たる空海の異なる倭の変更、6本邦内と本邦列との間における雷行
使の乗艇便または経由便への変更、7宿泊機関の種周文は名相の変更、8宿泊横間の客室の穫譲、設
珊または祭椛の変更、9ツアータイトル中に記載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10日の運渠料金を基準としています。2当社はいかなる囁合も旅

行の再突風はいたしません。3ことも代金【ま、旅行開始日当日を基準に、満2才以上12才未満の方に
適用いたします。幼児代金は旅行開始日当日を基準に、泡2才未満で航空座席を使用しない万に適用
します。4旅行ヌ約の範矧ま、パンフレットに明示された発着窒讃または盈際線発鶉地から出発～帰麓
の期間に限ります。

阻藁重野〒㈱
m竃捻豊沼摺浩志窒讐邑汀目16番26号

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、海外旅行保旗に必ずご加入されることをおすすめします。

6訂〕トl…豊　ご‾・［罰∴∴・二・
ホームページアドレス　http：／／www．nishitetsutravel．jp／

お申し込み・お聞合せは
（受託版元）　　　　　　　　　　　パンフレットN。13B131

旅行業滞取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取弓に関するt佳肴です。この旅行契

約に間し、担当壱からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の取扱管理毒にお訊ねください。


