
フライトスケジュール（2014年10月20日現在）

往路 �便名 �広島発 �成田蒼 �便名 �威出発 �グアム若 
NH3114 �14：15 �15：55 �UA197 �17：00 �21：55 

復凍 �便名 �グアム発 �威臼薯 �便名 �成田発 �広島着 
UA196 �12：05 �15：00 �NH3111 �17：30 �19：05 

洪10月20日現在のスケジュールです。今後、航空会社の事情で変更になる場合もあります。※NH3114／3111はIBEXエアラインズの磯渦、乗務員で運航するコードシェア便です。

エコノミークラス
ホテル
グランドプラザホテル、パシフィックベイホテ
ル、サンタフェオンザベイグアム、レオパレス

リゾートグアムのいずれかとなり、指定は出
来ません。（いずれも眺望指定なし）
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ッァーコードGUMPUAH4□□□□□ 
譲ゾ刷謝り沼箭若可帥臆随錮・違‥招■■肖H売捌拭”■；； 旦聴鮎新儲詩、．踪醍済謂暫悶顎冨遜好評驚ごJ．腺折　　‾、仇■淵‾ ���������　　　　　　　　　　　　【単位：円】 ■入試三．賀茂払嘉絨慧琶慧鑑遥裟添慈鎮法演義溢巌滋養返送豪識豪遊音蕉寮長 

』済恩豊毘茎芸諾嘉墓誌欝章票雷聖賢驚喜実品ラ寄島・5習芋と2。円　　　※急呈認恩讐撼警認諾詰諸富欝∃の 
‾一姻＝　≡l　ヨl旅行日数に関わ �ず、延泊・減泊により日本帰国日 ���� ��7，000円の追加代金を申し受けます。（但し、1／9出発を除きます ��������■ � � � � 

ホテル名 � �A � �B �C �D �E �F ��G �H �I �J � �K �L �M �N �0 

エコノミークラスホテル �4日間IL4001 �95．800 �99 �，800 �95．800 �99．800 �103．800 �106．800 ��103．800 �106．800 �115．800 �119，800 �11 �9，800 �115．800 �119．800 �105，800 �127．800 
1泊追加代金 �5．000 �5 �．000 �5．000 �5．000 �6．000 �6．000 ��5．000 �6．000 �6．000 �6．000 � �6．000 �6．000 �6．000 �5．000 �5．000 

ホリデイリゾート＆スパグアム �4日間IL4002 �99，800 �103 �，800 �106．800 �109．800 �109．800 �113，800 ��108，800 �113，800 �121，800 �125．800 �12 �7，800 �125，800 �127，800 �136，800 �132，800 
1泊追加代金 �6．000 �6 �．000 �8．000 �8．000 �8．000 �8．000 ��7．000 �8．000 �8．000 �8．000 � �8．000 �乱000 �8．000 �15．000 �7．000 

グアムプラザホテル �4日間IL4003 �101．800 �104 �．800 �108．800 �113．800 �111．800 �115．800 ��111．800 �116．800 �121．800 �126．800 �12 �7．800 �127．800 �130．800 �138．800 �138．800 
1泊追加代金 �7，000 �7 �，000 �9．000 �9．000 �8，000 �8，000 ��8，000 �8．000 �8．000 �8．000 � �8．000 �9．000 �9．000 �15．000 �9．000 

P」．Cグアム �4日間IL4004 �103，800 �107 �，800 �124．800 �129，800 �121，800 �125，800 ��121，800 �125．800 �131，800 �135，800 �13 �7，800 �144，800 �149，800 �150，800 �143，800 
“自追加代金 �8，000 �8 �．000 �14，000 �14，000 �11，000 �11．000 ��11．000 �11，000 �11，000 �11，000 �1 �1，000 �14，000 �14，000 �19，000 �11，000 

オンワードビーチリゾート �4日間IL4005 �108，800 �113 �，800 �144．800 �152，800 �124，800 �131，800 ��133，800 �137，800 �133，800 �138，800 �13 �9，800 �146，800 �149，800 �158，800 �146，800 
1泊追加代金 �9，000 �9 �，000 �15．000 �15，000 �12，000 �12，000 ��12，000 �15，000 �11，000 �11，000 �1 �1，000 �15，000 �15，000 �22，000 �12，000 

グアムリーフ＆オリーブスパリゾート �4日間IL4006 �111．800 �115 �．800 �115．800 �119．800 �122．800 �125．800 ��125．800 �128．800 �132．800 �137．800 �13 �9．800 �139．800 �142．800 �136．800 �149．800 
目白追加代金 �10．000 �10 �，000 �10，000 �12．000 �10，000 �10，000 ��12，000 �12，000 �12，000 �12，000 �1 �2，000 �12，000 �12，000 �14，000 �12，000 

ヒルトングアムリゾート＆スパ �4日間lL4007 �109，800 �113 �，800 �115，800 �119，800 �119，800 �122，800 ��120，800 �124，800 �131，800 �135，800 �13 �6，800 �135，800 �137．800 �137，800 �143，800 
1泊追加代金 �9，000 �9 �，000 �11．000 �11，000 �11，000 �11．000 ��11，000 �11，000 �11，000 �11，000 �1 �1，000 �11，000 �11，000 �14，000 �11，000 

ホテル＝ツコークアム �4日間lL4008 �115，800 �118 �，800 �122，800 �127，800 �128，800 �132， �0 �128，800 �132，800 �139，800 �142，800 �14 �3，800 �143，800 �147，800 �150，800 �152，800 
1泊追加代金 �12，000 �12 �，000 �13，000 �13，000 �13．000 �13，0 �0 �13，000 �13，000 �13，000 �13，000 �1 �3，000 �14，000 �14，000 �19，000 �13，000 

アウトリガーグアムリゾート �4日間lL4009 �121，800 �125 �，800 �129，800 �133，800 �136，800 �139，800 ��136，800 �138，800 �147，800 �151，800 �15 �2，800 �150，800 �154，800 �157，800 �159，800 
1泊追加代金 �13，000 �13 �，000 �16，000 �16，000 �16．000 �16，000 ��16，000 �16，000 �16，000 �16，000 �1 �6，000 �16，000 �16，000 �21，000 �16，000 

ロッテホテルグアム �4日間IL4010 �119，800 �125 �，800 �127，800 �130，800 �132，800 �135，800 ��133，800 �136，800 �139，800 �143，800 �144 �，800 �146，800 �150，800 �147，800 �157，800 
1泊追加代金 �13，000 �13 �，000 �15，000 �15，000 �15，000 �15，000 ��15．000 �15，000 �14，000 �14，000 �1 �4，000 �15，000 �15，000 �18．000 �15，000 

ハイアットリージェンシーグアム �4日間lL4011 �136，800 �139 �，800 �146，800 �149，800 �153，800 �157，800 ��174．800 �177，800 �163，800 �168，800 �17 �0，800 �187．800 �191，800 �207，800 �196，800 
1泊追加代金 �18，000 �18 �，000 �22，000 �22，000 �22，000 �22，000 ��28，000 �28，000 �22，000 �22，000 �2 �2，000 �28．000 �28，000 �37，000 �28，000 

85，800188，800185，800188，800192，800195，800192，800196，800日03，8001106，8001106，8001104．8001107，80別　96，8001113．800 

ホテルカテゴリーは表面ホテルのご案内をご確認ください 

が企画募集し実施する企画　　●
「旅行奥内」といいます。）を着否

a）爾二空欄、船舶、鉄葺、バス等利用運送機関の運賃料金（この運賃・料金には
運送機関の！果す付加運賃・料金（原価水準の異常な変動に対応する為、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限り
ます。以下同様とします。）を含みません。）。（コースにより等給が異なりきす。）

b）盲泊料金（2人部屋に2人利用）、食事料金、蹴把料金。
C）お1人様スーソケース等1佃の手荷物運鯛料金。（お1人様20kg以内が

原則となっておりますが、運送機関によって異なりますので詳しくは係員に
おたずねください。）

d〉団体行動中の′♭付け、税金、サービス料

（2）当寺土は．欠に例示するような事由では、★イ壬を負うものではありません。
a）天第三地変、戦乱、暴動、1里送守盲）白機間等の事故火災遅屡亘不通による

旅行内容の変で‖乱隔又牒中⊥L
b）官公署の命一台、伝染病、食中毒等
C）自由行動中の事故、づ盗離、疾病などお客様の故意又は過失によって生じ

た始害
●特別捕1人
（1）当二杜は、特別補償規定で定めるところにより、お客様が企画旅行参加中に

急激かつ偶然な外来の書故により視られた一定の娼害についてあらかじめ
定める額の補†半金及び見舞金を支払いますが、価等・疾病治橋書について
は捕イ★いたしません。

は、お宅：機から才員等の月計Tを申し受けます。
（2）お客様は当社から提供される†書手臣を′吉用し、契約書面に冨己載された旅行者

の権利義務その他企画王飛行契約の内容について理解するように的めなけ
ればなりません。

（3〉お等様は、旅行開始後に、契約書面に旨己tたされた旅行サービスについて、記
tE内容と異なるものと豆召吉敷したときは、旅行地において速やかに当社、当寺土
の手配代行者又は旅行サービス綾供者にその旨を申し出なけれはなりません。

●洞璽1黒岩正
旅行日程に重要な変！亡が生じた場合、その内零に応じて旅行代金の15％を
限度として変更補償金を支払います。対象となる変更の内容及び変更補イ半
金の額は、当賀旅行条件書によります。

●個人情報の取及いについて
こ1）当ネ土及び販売店（受託旅行会ネ士）は、旅行申込みの際に提出された申込■

に富己1捜された個人情報について、お客様との間の主重諸藩のために利用させて

超過手荷物筆斗金、クリーニング代、追加飲食費等個人的性寅の言毒書用およ
びこれに係わる税サービス料金、日本国内の空滝施設使用料、各豆空巷税・
出国不党等還送機関がi政府そのイ也の公的機関に代わってlt文受しているもの、
還送横間のE果す付加運賃・料金、〉窟l抗手練関係≡逼費用（旅券印紙代、査盲正
料、予防御重料金、渡航手＃喪服箋及料金等）希望者のみ参加】されるオフショナ

●㌫蒜昌荒島造詣誌蒜諾既出（2）
ヂ封也および三脚■士也とするコース）

お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契

いただくはか、お客様がお申し込みいただいた旅行において運送宿泊期間
等の塞き供するサービスの手邑己及び、それらのサービスの壁額のための手偏薄
に必j臣な範監】内で利用させていただきます。
（このほか当‡土では、「当寺土及び当ネ土と是捕する企業の商品やサービス、キャ
ンペーンのご案内、旅行参カロ後のご意＿買．やこ●感想の‡是1共のお顔い　77ン
ケートのお願い、年寺典サービスの捷1共統百十染料の作成」にあいてお客様の
個人情報を利用させていただくことがあります。）
当ネ土は当寺土が保有するお客様のイ同人テ一夕のうち、氏名、1呈所、聖書吉番号又
はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり′必要となる最ノハB艮の1匹圏
のものについて、当ネ土【国内プ毎外支店との間で、共「司して利用させていただき
ます。当社国内・海外支店は、それぞれの支店の営業案内、催し物内容等の
ご案内、こ購入いただいた商品の亨㌫蓋のために、（猿利用目的を具体的に岩己
t監）これを利用させていただくことがあります。当社国内海外各支店の個人
叶青書邑取i週管理者の氏名、および個人情軸取及いについて、当社ホーム′ヾ一
ジをご参照ください。　http／／wwwrct（〕UrSCOJP／prlV8Cy

当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当ヰ土の保有するお
客様の個人データを土産物店に揺供することがあります。この場合、お等様客孝義の個人データを土産物店に揺供することがあります。
の氏名、パスポート番号二猛び著書乗される爾二空†雷名等にイ栗
らかじめ電子的方法等で送付することによって捷供いたします。なお、これら
の事業者への個人データの‡是供の停止を希望される士急告は、「お申込み時」
又は「最終日程案」を虫受取前までに当字土までお申し出ください。

《ご参加のお客様へ》 

ぎいました今すぐに領地係乳現地手配会社までご連絡ください。 

【＝】－ス参加中でのトラブル】 

【ホテル・レストランからの特典・サービス】 

旅行企画・実施　働師長官登録旅行業第721号）

JTBグループ株式会社アールアンドシーツアーズ

厩l還眉品
〒104－0032東京都中央区八丁堀3－18－11

麒濃禦慧慧
旅行業公正取引
協議会会員

脱帽確報窟い合せは下記旅行代理店へ商品コ‾ドー

広島県知事登緻旅行業第〇摘骨

〔一†二●J．■∴信・●一、り
広島市蘭匿段原畜耳牒凱拒摘

二㌧工∴、・．．．．一、・
とこちノ．・．・　．ノ　　　二・

日亡躍琴業務取扱管鯛儲和束
V161tWDT】d⊂aml柑柑n

お申込b・お問い合せは下記旅行代理店へ商品コードH4SILIYl75


