
3／18（水】・23（月）出発

3／15（日）・20（金）・25

グアム空港税（約2，800円）は、別途日本払いとなります。

感夢cHINAAlRL暮NES

食草僻代金
（2歳－12歳未満）

く航空座席あり・ベッドあり〉
大人代金より

鑑二二瑠

添い寝のお子様は（2歳～12歳未満）
〈航空座席あり・ベッドなし〉‾律噸

E �：二 �　頑 」■ ．㌦ ��門藍無慧圃8，888日 
嵐」 

r 感＿、 � �挙タ～琴二三㍍＿議£ 彗譲溌遠‾ �、燦漸 無類頓鐙緑 �☆革鞠爵申込割引大人．子供．乳1寝子供対象 

ご出発の50日前までにご予約なら 

基本旅行代金よ。3，⑧⑧型艶姐 
：；さく拍恕療 �‾■鎮軽度 簸掛甥鎧 �巌緑・紙幣濠 覧ン‡⊇＝ン∫ニーン崇…… 監禁、‡三言磯雄′、薫、、 ※旅行開始の前日から起算してさかのぼり50日前までにすべての手配が完了している場合に限り 

ご利用いただけます； 

rメ杏仁J �欝摂 � �■　拳漁き＿－ �その後、氏名変更、コ「ス変更、日数その他の変更が発生する場合は早期割引対象外となりますこ ㌍≧■粉黛、　※他の特典との併用はできません。 基盤き 

き鼓▼差送 ＿彰 � �邁超鎗駁‾渓等等＿モー 蛋要・望・澤撃照準 ��鰍払圃拶勤等臣4名様以上でお申込みの場合 お1人様2，8母型艶姐※妄語弊習机 

（歯と歯の重複はできません。）



出発日：匹≡田3／18（水）、23（月）E司ヨ3／15（日）、20（金）、25（水）出発
責須 �G■． � 

芦彰一 ＋十 � �お仕事や学校が終わってゆっくり集合l 

［二亘亘萱頭重亘二コ広島空港集合！ 

師肺肝弼爾爾広島発ケチャイナエアラインチャーター便にて空路グアムへ。 
匪璽璽圃グアム着。着後、現地係員が出迎えホテルにご案内しまも 

グアム泊□□圏 

食‾ 定義 �漢 語ぎ宅 �終日：自由行動。 観光やショッピングに便利 � �なシャトルバス乗窃 �■禦攣〒野‾河遜 掴 恥ゐ間＝響 
「ァイランド′でス」をご参力 �口の �D皆様へプレゼ瑠 

捧′J‾ ＋十十 ��（色々な特典も付いてきま �ます！） �※詳細は裏面をご覧くだ塁 

グアム泊□□□ 

‾若き宅毘 � �⊂＝二重＝憂二二＝］空港へご案内しまも 
十＋ �‾巨噴 �坦巨迫吐墜迎弛星亘凰　ア　　ケチャ　ナエアフィンチャーター　にて空、帰国の遠へ。 

匪匪璽圃広島空港着0　　　　　　　　　　　　㊧ロロ 

◆利用航空会社／チャイナエアラインチャーター便
（航空会社による関係国政府の許認可の取得等を条件としまも）

◆食事／なし（機内食を除く）◆添乗員／同行しませんが現地係員がお世話いたしまも
◆最少催行人員／1名様（お1人様でのご参加の場合は、1人部屋追加代金が必要となりまも）
◆利用ホテル／下記の旅行代金表をご覧ください。

■春休みグアム4・5日間旅行代金（大人お1人様／2名1室利用／単位：円）

苧雪男芸誤需義薩利です！　　骨子、〆●・拶
各お食事の際、1回あたり・お1人様ずつ必要となります。
●ミールクーポン料金表（1校あたり／大人／子供同竃。幼児不要）　　l＝亡蓮沼月二三fl

ホテル名 �墾喪章ニ‥‡－＿ニー≡三三委二崇ン ��夕食責＝裟ン 

グアム・プラザ・ホテル �1，900円 �2，800円 �3，100円 （1枚あたり） ※レストランに よっては、 2校メニュー、 3枚メニュー のみの場合も あります。 

ホリデイ・リゾート＆スパ・グアム �2，000円 

ヒルトン・グアム・リゾート＆スパ �2，500円 �3，400円 

パシフィックスター・リゾート＆スバ �2，600円 �2，800円 

グアム・リーフ＆オリーブ・スパリゾート �2，300円 

オンワード・ビーチ・リゾート �旅行代金に含む 

パシフィック・アイランド・クラブ・グアム �2，500円 

アウトリガー・グアム・ビーチ・リゾート �3，100円 �3，400円 

ハイアットリージェンシーグアム �3，400円 

※グランド・プラザ・ホテルでのミールクーポン対応がございません。

※こ利用いただけるレストラン及び枚数は出発前にお渡しするガイドブックにてご確認ください。
※ミールクーポンは、契約レストランで予め定められたメニューとなりまも金券ではありませんので、アラカルトメニュー

の支払いにはご利用できません。

ホテル／お部屋タイプ ��4E �間 �1人部屋追加代金 ��トリプル 害帽l �5日間 ���1人部屋追加代金 ��トリプル 害帽l 
3／18（水） �3／23（月） �3／18（水） �3／23（月） ��3／15（日） �3／20（金） �3／25（水） �3／15（日） �3／20（金） 3／25（水） 

グランド・プラザ・ホテル � �89 �，800 �18，000 ��なし �93，800 ���24，000 ��なし 

グアム・プラザ・ホテル � �96，800 �101，800 �24，000 �30，000 �なし �106，800 �111，800 ��32，000 �40，000 �なし 

ホリデイ・リゾート＆スパ・グアム � �95 �，800 �24，000 ��なし �101，800 ���32，000 ��なし 

ヒルトン・グアム・リゾート＆スパ � �108，800 ��36，000 ��・1，000 �117，800 ���48，000 ��－1，500 

パシフィックスター・リゾート＆スパ （旧グアム・マリオツトリゾート＆スノⅥ � �114 �，800 �45，000 ��・1，000 �128，800 ���60，000 ��－1，500 

グアム・リーフ＆オリーブ・スパリゾート �ビーチタワー �109 �，800 �36，000 ��・1，000 �123，800 ���48，000 ��－1，500 

オンワード・ビーチ・リゾート 　うれしい毎朝二島付き � �110，800 �121，800 �36，000 �48，000 �・1，000 �123 �，800 �134，800 �48，000 �64，000 �－1，500 

パシフィック・アイランド・クラブ・グアム � �108，800 �119，800 �33，000 �44，000 �・1，000 �117，800 �132，800 ��44，000 �58，000 �－1，500 

アウトリガー・グアム・ビーチ・リゾート �〈階数指定なし〉 �129 �，800 �48，000 ��・3，000 �144，800 ���64，000 ��－5，000 

ハイアットリージ工ンシーグアム � �147，800 �168，800 �67，000 �88，000 �－5，000 �167，800 �195，800 ��90，000 �119，000 �・7，000 

子供代金（2歳以上～12歳未満）く航空座席あり・ベッドあり〉 ��上記大人旅行代金より4，000円引 

添い寝お子様代金（2歳以上～12歳未満）〈航空座席あり・ベッドなし〉 ��一律69，800円 

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） ��一律10，000円 

ご出発の50自前までにお申込で3，000円引

（グループ割引との重複はできません。）
4名様以上でお申込の場合お1人様2，000円引



ミクロネシアに位置するマリアナ諸島のトロピカル
アイランド、グアムの最高級リゾートホテル。
タモン湾の白砂のど一チに面しています。

ホテルからのおもてなし
＊W卜F‖焉報：ロビrエリア、TheDeilにて

兼料利用可能

■http：／／guam．regency．hyatt．com／

レ二二1

■h亡申：／／www．PlCreSO止S．jP

泳げる水族館やウオータースライダーなど、
70種頬以上の
アクティビティが無料l

巨まヲj蜃花環至否式諏竜弓■　□

＊仇／トFi情報全客室円、ロヒーエ　アいト戸薫下二■

（客室内はHP画面上で部屋番号等入力必要）
＊ミネラルウオーターサーヒス（1部屋2本）
史キッスクラブ無料（4歳～12歳）

く午前の部9：（X）～12・00／午後の部13の0～17000／
一日コース9：00～17：（X）（昼食12：（X卜13：（X））〉

＊ヘッドカード、ヘヒーカー、還潤しホット貸し出し票や

（チェックイン後リクエストベース）
史男女トイレ内にオムツ交換台を設置
＊キッズステーションでビーチで使えるハケツ、

スコップ等無料レンタル

“≡　美しいサンゴ礁のビーチが続くタモン湾に面した、

全600室がオーシャンビューという贅沢な構造の
ホテルです。

ホテルからのおもてなし

＊WトF日高報：全客室内、ロビーエリアWl－Fl無料

（フロントにてパスワード取得）
＊チェックイン時にミネラルウオーターをお1人様1本億寝なし）
〉巨ココキッズクラブ有料にて利用可台旨（5歳～12歳対象）

1田コ¶ス／＄65　半日コース／＄35

Jhttp：／／jp．outnggerguam．com／

グアムN0．1のウオーターパーク（滞在者のみ）と
ビーチアクティビティーが

無料1（一部有料有り）

＞■くⅧ卜Fけ看報．全客室内Wl－Fl無料

ラくウオーターパーク滞在中利用無料

Xヒーチカヌー、シュノーケリング等の

マリンレンタル無料
＞く全室ウォシュレット完備
〉添寝用ベッドカード、湯沸しポット、

2ドア冷蔵庫完備
／′マンギラオコルフ、夕0フォフォヨルフが特別

料金にて利用可能

qhttp：／／www．OnWardguam．com／

白い砂浜とエメラルドグノーンの海が目の前に広
がる、楽しさと美しさを満喫できるビーチサイドに
建つホテルです。

ホテルからのおもてなし
＊肌／l－Fi情報●客室内、Dヒーエリアは無料肌／t－Fl

利用可能。客室内はフロントにてパスワードを発行。
＊ウオーターディスペンサー設置
＊オリーブSPA割引クーポン（1∝）分以上のコースに限る）

Jhttp：／／www．gUamreef／COm／

タモン湾の素晴らしい景色を一望する事ができる
ビーチサイドに建つホテル。プライベートビーチ
やプール、スパ施設も充実。

ホテルからのおもてなし
＊W卜Fl情報：有料にて可能。

24時間／＄15　2時間／S6。

ロビー、ヒジネスセンターは無料で利用可能
＊ミネラルウォーターをお1人様1本（添寝なし）

＊「ウォーターパーク（ピーチ含む）」アクセス無料

＊ウエルネスセンター利用無料

（アクティビティは有料）
＊キッス・ファミリープロクラム／参加無柱

＊パラタイスキッスプレイルーム／使用弄ま⊥

湖戯鮎違法藍■h亡tp．／／h胱on－gUam．COm

タモン中心に位置し、立地抜群。」Pストアに直結、
迫力のウオーターパーク「夕一ザ」もすぐそこ。
ビーチにも徒歩3分。

ホテルからのおもてなし
＊W卜Fl情報：有料にて可能
＊ウエルカムドリンククーポンをお1人様1校

（添寝なし）JlAレストランにて利用可古旨
くドリンク券のみ利用不可）

囚http：／／www．guamPlaza．com／

快適に調えられたオーシャンビューの客室からは、
トロピカルブルーの海とビーチが目の前に。
（旧グアムマリオツトリゾート＆スノ勺

ホテルからのおもてなし
＊WトF情報有料にて可能。

1日／＄151時間／S8

＊1部屋に1つロゴ入りマスコットプレゼント

＊ミネラルウオーターをお1人様1本（添寝なし）

＊ロビーにて24時間無料ソフトドリンクサービス

＊フィットネスセンター、サウナのこ利用無料

■h叫つ．／／www．marr10tt．COjP

タモン中心地に位置し、大理石のロビーとフレン
ドリーなスタッフ。コストパフォーマンスも抜群な
人気ホテルです。

ホテルからのおもてなし
不Wl－Fl情幸6：ホテル内、客室内もW卜Fl無料。

ロビーにPC設置（有料）
＊ホテル内のレストランやギフトショップでご利用

可能なクーポンブックレットをお1人様1冊

（添寝なし）
＊ご到着時にミネラルウォータ▼をお1人様1本

（添寝なし）
＊24時間利用可能のフィットネス利用無料

外観／イメ‾ジIIIhttp／／hoHdayresortguam．com／

タモンの中心ホテルロード沿いに位置する、アク
ティブ派の滞在に便利なカジュアルホテル。ショッ
ピングに観光に絶好のロケーションです。

ホテルからのおもてなし
＊Wトロ情報：客室内にて利用可能（滞在中＄5
にてフロントでパスワード取得可能）

田http：／／www．grandplaza－guam．COm／



アイ享を較昼轟のご案内　紛闇廊 
観光やショッピングに便利なシャトルバス乗り放題カード「アイランドパス」を琴メ猛雨洩鱒j…≧＿＿雷軍票　′・1要一 ご参加の皆様へプレゼント！（色々な特典も付いてきます！） 

く滞在中乗り放溝！！〉く追加代金なし！！〉　　　　犠義一≡＿当　－濃と；；ルパス 

タモンシャトル　　　　　　　　DFS⇔Kマート　　　　　　ショッピングモールシャトル 
09：30～21：00／約8分間隔で運行　　　09：30～21：30／約20分間隔で運行　　10：00～21：00／約10分間隔で運行 

GPO⇔レオパレスシャトル　　DFSギャラリアエクスプレス　※とう淀諾謁票誤認諾意ご議書慧讐慧 
09：30～21：00／約40分間隔で運行　　　10：00～23：00／約30分間隔で運行　　　発前に詳細の入ったガイドブソクをご覧くださいませ。 

【ご注意】♯赤いシャトルバスの運行時間、ルート、バスのデザインは2014年12月現在のもので丸予告なく変更ヰ止となる場合があります。また、ルート及び発着時間の詳細は現地でお渡しする時刻表でご確認ください。 

何でも相談！滞在中の強い味方。「ツアーデスク �����ク」のご案内 
ショツヒとクの中心スポットnDFSギヤ要夢　　R＆C �� � �サポートセンター �ホテル・施設名 �営業時間 

ラリアグアム’’内にツアーラウンジ、蔓一驚畑十戊－1莞 主要6ホテル内にツアーデスクを設置宣 しております。オプショナルツアーのぎ′，賢一津 lヽ �十や欒整 ノ孝一≡．－…・二、・雲、・、∨‥ヌ憲‾ �衰 ��ツアーデスク �ハイアットリージェンシーグアム �09：00－17：30 （昼休みあり） 

ツアーデスク �ホテル・ニッコー・グアム 

ツアーデスク �オンワード・ビーチ・リゾート 

忘認諾艶話詣誓票苦く＿滋駁慈遥挺一、、 いただけます。 ■現地旅行会社：R＆Cツアーズ ����ツアーデスク �グアム・プラザ・ホテル ツアーデスク �パシフィック・アイランド・クラブ・グアム 

ツアーデスク �アウトリガー・グアム・ピーチ・リゾート 

アイランドラウンジ �DFSギャラリアグアム内 �09：00～19：00 

●日程表に言己載された発着時間帯は2014年12月の予定でも確定の便名及び時刻は出発前にお蔑しする日程表にてこ確認ください。●ご利
用ホ刃レは2名1室（ツイン又はダ刀レ）が基本となりま魂同性でご参加の場合でものレ一刀レームになることがありま重●3名1室（トリプレ）を
ご利用になる場合、2人部屋に簡易ベッドを入れて3名標でのご利用となりますのでお部屋が手狭になりま魂又、一般に簡易ベッドは遅い時間
矧こ運び込まれまま●空港～ホ刃レ間の送迎と市内観光は他のツアーのお客様と一線こなり、他のホ刃レを経由する場合がありま蔑●日本国
内の空港を利用する場合の空港施設使用料、日本国外の空港覇、出国税及びこれに類する諸粗希望者のみ参加されるオフシヨ刀レツア▼（別途
料金の小旅行）は、旅行代金に含まれておりません。●渡航先（国文は地域）によっては外務省海外危検情報など安全関係の情報がだされている
場合がありま坑お申し込みの際に係員までご確認ください。●マイレージサービスのお問い合わ且入会手続きなどは、お客様ご自身で航空会社
へ行っていただきま蔑また、共同運送便のご希望はお受けできません。●出発空港で航空会社へ預けた荷物は、通常最終目的地まで航空会社に
より運ばれま蔑積み残し、載せ間違いなどによりまれに目的地空港に荷物力囁かない（いわゆるロストパグッジ）事がありま魂こういった不都合
に備え、パスポート、現金などの貴重品はもちろんのこと、2－3日分の日用品（着替えを含む）などの当座必要なものは、機内持ち込みされること
をお勧めしま蔑

■燃油サーチャージ（付加運賃・料金）、現地空港諸税について
旅行代金には、現地空港賭税は含まれておりません。別途お支払い下さい消、燃油サーチャージ臥旅行代金に含まれております。
クアム出国税（日本払い）　　l21・26US＄（約2800円）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

※上記の案内はいずれも2014年12月1日現在のもので玉予告なく増税、新設されることがありま魂その際お支払い額が変わる場合があり
ますので予めご了承ください。

■旅券の残存有効期間／この旅行には日本国籍をお持ちの方は、基本的に帰国日まで有効なもの。但し、緊急時のため、余裕がある方力望ましいです。
■責言正（ピザ）／不要（日本国籍）

（1）この旅行は、ニッカ航空サービス（横目以下「当社」といいます。）が旅行企画実施する旅行であり、この
旅行に参加されるお宅標は、当社と募集型企画旅行契約（以下r旅行契約」といいます。）を締結することにな
ります。旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、別途お渡しする旅行条件蜜、本旅行出発前にお潰
しする確定琶面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
◆旅行の亭込みと契約の成立時網
（1）所定の申込書に必要事項をご記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は「旅行
代金」「取消料」「違約料」のそれぞれ一部または全部として取り扱います。「電話、郵便、FAX、その他の通信
手段」によるお申込みの場合は、当社が予約の承諾の呂を通知した日の翌日から起算して5日以内に申込吾
の浸出と申込金の支払いをしていただきます。

15万m万円未満
3万円以上旅行代金迄

30万円以上
5万円以上旅行代金逼

（2）旅行契約は、当社らが締結を承諾し、本項（1）の申込金を受領した矧こ成立するものとします。
（3）旅行代金は申込時点または旅行契約成立時点以降、旅行開始日前の指定期日腑側として21日前）迄
にお支払いいただきます．
◆方支払い封筑旅行代志
「お支払い対象旅行代金」とは、募集広告価格表示欄に記載された金翫（以下「表示料金」といいます。）と後記「追加
代剣の合計軌、ら後記r割引代金」を差し弓lいた金額（以下本旅行条件所内では里に懐行代金」といいます。）を
いいます。またこのr旅行代釜」椚申込乱闘科」r変更補償金」のお支払いの際の星準と在ります。

◆洛行ノ七会に含まれるもの
旅行日矧こ開示した航空、船舶、鉄道等利用交通機関の運賃・料金、送迎パス等の料金、観光の料金（パス等
の料金・ガイド料金・入場料金等）、宿泊料金及び税・サービス料金（2人部屋に2人ずつの宿泊を基準としま
す。）、会封強（機内食は除外します。）及び掛サービス料金、受託手荷物運搬料金航空機で運搬の場合お
1人様20kg以内が原則）、漂乗員付きコースの添乗員の同行更用

◆旅7こl七宝■こきまれなし、〇・つ（一部例示

超過手荷物料金、クリーニング・電話料卦ホテルのボーイ・メイド等に対するチップ、その他追加飲食等個
人的性質の詩経鼠及びそれに伴う税・サービス札傷害・疾病に関する医療費、漸手続関係語擢雲、運送機
関の課す付加運卦料金、日本国内におけるご自宅から発着空港までの交通考や宿泊員等、日本国内の空港
を利用する場合の空題施設使用料、日本国外の空滝掛出国税及びこれに頸する諸税、希望者のみ参加され
るオプショナルツアー（別途料金の小旅行）の料金
◆這〕口′て蓋し一部々■示l

①お客様の希望により1人（2人）組を1人で使用することを保証するための追加代島②1人または奇数人数で参
加される際に他のお客様との相守屋を行わない旨を当社が蓬臥その旨を零象広告に表示したときの人部屋また
は2人部屋を1人で使用した際に係る「1人部屋追加代金」。⑳その他募集広告内で「CO追加代金」と表示したもの。
◆割引代金
任1つの部屋に3．u江上のお喜様が宿′白することを条件に設定した1人あたりのお部屋割引代金。②その僧
房集広告内で「00割弓l代金」と開示したもの。
◆だ嵩堵・■こよる実印の耶＞
お客懐軋いつでも下記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出来ま

■′毎外危琵信幸弓
渡航先（国又は地域）によっては、「外務省湾外危険情報」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。お申込みの隙に販売
店より「海外危険信幸掛こ関する書面」をお潰しします。
また、r外務省海外安全ホ一・二ムページ」W肌PUbanzenmofagoJPでもご確認ください。

■保僅衛生について
渡航先の衛生状況については、厚生労働省「検疫感染症情報」ホ「ムぺ一ジhttp／∧〃〟Wfo「thgoJP／でご確認ください。

■個人情報の取扱いについて
（1）当社及び下記受託旅行業者は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情矧こついて、お客様との間の連絡のために利用さ
せていただく他、お客様がお申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の手配及び、それらのサービスの受領のための
手続きに必要な範囲内で利用させていただきま五にの他、当社及び販売店では、「会社及び会社と提携する企業の商品サービス、キャンペーンの
ご案内」「旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い」「アンケートのお願い」「特典サービスの提供」「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白）（2）当社は、当社が保有するお客様の個人データのうち氏名、住所、電話番号又はメ「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霞小隈の範囲のものについて、当社クループ企業との間で、共同して利用させていただきます。当社クループ
企業は、それぞれの企業の営業案内、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。
なお、当社グループ企業の名称及び各企業における個人情報取扱い管理者の氏名については、当社ホームぺ一ジ
（http／／wwwwDrldch」b－JaPanCDJP／）をご参照ください。（3）当社は旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、当社の保有するお客様
の個人データを土産物店に提供することがありま霞この場合、お客様の氏名、パスポート番号及び搭乗される航空便名等に係わる個人データを、
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こなお、これらの事業所への個人データ提出の停止を希望される揚合は、旅行お
申込み窓口宛て、「最終日程表」受け取り時までにお申し出ください。

す。なあ表でいう「旅行契約の解除期旧」とは、お客様が当社らのそれぞれの営業日・苦茶時間矧こ解除す
る旨をお申し出いただいた時を基準とします。

●　　　一　二

お客標が次に掲げるような事由により損害を被られても、当社は莫任を負いかねます。①天災地変、戦乱暴
動又はこれらのために生する旅行日権の変更もしくは旅行の中止。②遅卦宿ノ自磯記等の軍奴もしくは火災
により発生する撮書。③運送・宿泊機間等のサービス提供の中止又はこれらのために生する旅行自権の変更
もしくは旅行の中止＠日本文は外国官公署の命令、外国の出入蛋規帯■j文は伝染病による職、又はこれら
によって生じる旅行日程の変更、旅行の中止。⑤自由行動中の事乱⑧食中奉。⑦盗乳⑧運送埋更の遅延、
不運、スケジュール変更、経路変更など、又はこれらによって生する摂行日程の変更もしくは∃的士皇薄在籍
間の朝。
●■L　　■

お雪嶺が善集聖企画旅行参加中に急勅、つ偶ガな外来の手故により、その生茸、身体または手乾の上に
被られた一定の損害について、あらかじめ定める額の補隻金及び入偏見努蓋を支払います。
●　■　－

当社は、当パンフレットにぎ己載した契約内容のうち当社旅行笈約款（募集聖企邑旅行笑約の富）に矧プる重
要な変更が生じた場合は同相矧こ定めるところにより変更補償蓋をお客様に支払います。また当社はお
客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等倭弧上の概卦サービスの提供をす
ることがあります．詳しく【ま別途交付する洋紙旅行条件でお確かめください。
●一

旅行開始日に満2才以上12才未満の方はこども旅行代会が適用されます。
●

旅行代毒をクレジットカードによりサイン無しで決腐する旅行契約（通信契約）をこ希望のお客様Jよこ旅行
条件か一瓢異なります。

この旅行条件は2014年12月1日を基準としています。旅行代金は2D14年12月1日現在有効なものと
して示されている航空運賃逢用規則又は2D14年12即日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運寅・
運用規則を基準として案出しています。

早朝＝D礼で旧－0700　午前＝0700～12●OD　午後＝1200～1600　夕刻＝1600～1800

夜＝1800～2300　深夜＝2300～D400
※時刻の目安は各交通機関の発着時刻を目安としたもので、変動のためのホテルの出発時刻とは異なります。

○交通機関マーク／＋＝飛行機　◎＝入場観光　○＝下車祈光　△＝車窓観光
○食事マーク／圏＝機内食国＝朝食【劉＝昼食　田＝夕食　⊂）＝食事は含まれません。

［受託販売］お申し込み・お問い合わせは

圃郡噛均司訂殿摘まⅦヨ三：日082）223－8611FAX（082）223＿1973

旅行企画・実施　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　観光庁長官登録旅行業1－381号一般社団法人日本旅行業協会会員

ニッカ舶垂サーヒス株式会社芸送還蒜蒜芸品
総合旅行 での取弓 からの訳 者にお尋 �業務取 � �取り扱う営業所 

し．貝 ねください。 


